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新規情報および変更情報

ここでは、このマニュアルに記載されるRelease 4.0(4)SV1(2) の新規情報および変更情報について説明

します。

Release 4.0(4)SV1(2) の新機能やコマンド変更に関する追加情報については、次のものを参照してくだ

さい。

 • Release Notes 

 • Command References

機能 説明

変更対象のリ

リース マニュアル内の場所

アップリンク ポート プロ

ファイル

ポート プロファイルはアップリンクとし

て分類されるのではなく、イーサネット

または vEthernet として設定されるように

なりました。

4.0(4)SV1(2) このマニュアルから削除されまし

た。

設定上限 vEthernet インターフェイス、vEthernet 
トランク、ポート プロファイル、システ

ム プロファイル、および PVLAN の設定

上限が追加されました。

4.0(4)SV1(2) 付録 A「ポート プロファイルの設

定上限」

vPC ホスト モード 次のサポートが追加されました。

 • サブグループの手動作成 

 • MAC ピン接続による、ポート チャネ

ルをサポートしないアップストリー

ム スイッチへの接続

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」

MAC ピン接続 MAC-pinning コマンドを使用して、ポー

ト チャネルをサポートしないアップスト

リーム スイッチに接続できるようになり

ました。

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」

静的ピン接続 vEthernet インターフェイス、コントロー

ル VLAN、またはパケット VLAN から特

定のポート チャネル サブグループにピン

接続またはトラフィック指定できるよう

になりました。

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」
iii
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新規情報および変更情報
ポート プロファイル タイ

プ

ポート プロファイルの作成に、ポート プ
ロファイルをイーサネットまたは 
vEthernet として指定するオプションの 
type フィールドが追加されました。デ

フォルトでは、ポート プロファイルは 
vEthernet タイプとして作成されます。

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」

[no] capability uplink コ
マンド

capability uplink コマンドが 
port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name コマンドに置き換えら

れました。ポート プロファイルにアップ

リンク機能を設定するには、ポート プロ

ファイルをイーサネット タイプとして設

定します。

no capability uplink コマンドは削除され

ました。

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」

show running-config コ
マンド

このコマンドによって、ポート プロファ

イル タイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）が示されるようになりました。

また、任意で、ポート プロファイル設定

だけを表示するよう指定することも可能

です。

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」

show port-profile name 
コマンド

このコマンドは、ポート プロファイル タ
イプを示すようになりました。capability 
uplink は示されません。また、ピン接続

およびチャネルグループ設定も示されま

す。

4.0(4)SV1(2) 第 2 章「ポート プロファイルの設

定」

機能 説明

変更対象のリ

リース マニュアル内の場所
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はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 1000V ポート プロファイル コンフィギュレーション ガイド リリース 
4.0(4)SV1(2)』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連資料とその入手方法

についても示します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「対象読者」（P.vii）

 • 「マニュアルの構成」（P.vii）

 • 「表記法」（P.viii）

 • 「推奨資料」（P.viii）

 • 「関連資料」（P.ix）

 • 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.x）

対象読者
このマニュアルは、次の経験と知識を持つネットワーク管理者を対象としています。

 • 仮想化の概要 

 • VMware ツールを使用した vSwitch の設定

（注） VMware vNetwork Distributed Switch の知識は前提条件ではありません。

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」 ポート プロファイルおよびその使用方法について説明し

ます。

第 2 章「ポート プロファイルの設定」 Nexus 1000V におけるポート プロファイルの設定方法に

ついて説明します。
vii
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はじめに
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。

出力例では、次の表記法を使用しています。

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。

推奨資料
Cisco Nexus 1000V を設定する前に、次の資料を読んで理解しておくことを推奨します。

 • Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

 • Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

 • 『Cisco VN-Link: Virtualization-Aware Networking』ホワイト ペーパー

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。

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

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。

<   > パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）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。
viii
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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(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Compatibility Information, Release 4.0(4)SV1(2)

インストール & アップグレード

Cisco Nexus 1000V Software Installation Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Virtual Ethernet Module Software Installation Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Software Upgrade Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

コンフィギュレーション

Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(2) 

Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Quality of Service Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V XML API User Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

プログラミング

Cisco Nexus 1000V XML API User Guide, Release 4.0(4)SV1(2)

リファレンス

Cisco Nexus 1000V Command Reference, Release 4.0(4)SV1(2)

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(4)SV1(2)

Cisco Nexus 1000V Password Recovery Guide

Cisco NX-OS System Messages Reference
ix
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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。
x
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Cisco Nexus 1000V ポート プロファイル コンフ
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C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco Nexus 1000Vポート プロファイルの概要を説明します。内容は、次のとおりです。

 • 「ポート プロファイルの概要」（P.1-1）

 • 「システム ポート プロファイルの概要」（P.1-4）

 • 「vPC ホスト モード」（P.1-6）

 • 「MAC ピン接続」（P.1-8）

ポート プロファイルの概要
ポート プロファイルは、インターフェイスの設定を簡素化するためのメカニズムです。ポート プロ

ファイルを設定したあと、それを複数のインターフェイスに割り当てて、インターフェイスをすべて同

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反映されます。

（注） 割り当てられたインターフェイスの設定を変更して、ポート プロファイル設定を上書きすることは推

奨できません。インターフェイスの設定を変更するのは、変更をすばやくテストする場合や、ポートを

ディセーブルにする場合だけにしてください。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「ポート プロファイルおよびポート グループ」（P.1-2）

 • 「ポート プロファイルのステート」（P.1-2）

 • 「ポート プロファイルの特性」（P.1-3）

 • 「ポート プロファイルの継承」（P.1-3）
1-1
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第 1 章      概要        

ポート プロファイルの概要
ポート プロファイルおよびポート グループ

ポート グループとは、vCenter Server 上のポート プロファイルを表したものです。vCenter Server 上
の各ポート グループは、Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルと関連付けられます。ネット

ワーク管理者がポート プロファイルを設定したら、サーバ管理者が vCenter Server 上の対応するポー

ト グループを使用して、ポートをポート プロファイルに割り当てることができます。

VMware vCenter Server 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。次のような

場合は、vEthernet インターフェイスまたはイーサネット インターフェイスを vCenter 内のポート グ
ループに割り当てます。

 • 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

サーバ管理者は、物理ポート（または Physical Network Interface Card（PNIC; 物理ネットワーク インター

フェイス カード））へのアップリンクとして設定されたポート プロファイルを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。

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。

（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。変更または削除は、vCenter Server で行った場合に限り可能です。

（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。

ポート プロファイルのステート 
ポート プロファイルのステートは、イネーブルまたはディセーブルのいずれかになります。デフォル

トでは、ポート プロファイルはディセーブルです。表 1-2 に、これら 2 つのステートにおけるポート 
プロファイルの動作を示します。ポート プロファイルをイネーブルにするには、「ポート プロファイル

のイネーブル化」（P.2-36）を参照してください。

表 1-1 ポート プロファイルのステート

ステート 動作

ディセーブル1

1. デフォルトはディセーブルです。

ディセーブルの場合、ポート プロファイルは次のように動作します。

 • 割り当てられたポートに設定が適用されない。

 • VMware ポート グループにポリシーをエクスポートする場合、

vCenter Server でポート グループが作成されない。

イネーブル イネーブルの場合、ポート プロファイルは次のように動作します。

 • 割り当てられたポートに設定が適用される。

 • VMware ポート グループからポリシーを継承する場合、vCenter 
Server でポート グループが作成される。
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ポート プロファイルの概要 
ポート プロファイルの特性 
表 1-2 に、ポート プロファイルで設定できる特性を示します。ポート プロファイルの設定手順の詳細

については、第 2 章「ポート プロファイルの設定」を参照してください。

ポート プロファイルの継承

また、ポート プロファイルを他のポート プロファイルに割り当てることもできます。これを継承と言

います。親ポート プロファイルのコンフィギュレーション アトリビュートは子ポート プロファイルに

上書きコピーされ、保存されます。継承されたアトリビュートを上書きするには、子ポート プロファ

イルでこれらのアトリビュートを明示的に設定します。ポート プロファイル設定を別のポート プロ

ファイルに継承させるには、「ポート プロファイル設定の継承」（P.2-4）を参照してください。ポート 
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、「ポート プロファイルの確認」

（P.2-41）を参照してください。

表 1-3 に、ポート プロファイルの設定とそれらの継承の可否を示します。

表 1-2 ポート プロファイルの特性 

ポート プロファイルの特性

acl
capability (iscsi-multipath, l3control)
channel-group 

default（特性をデフォルトにリセット）

description
inherit

interface state（shut/no shut）
name
netflow
port security
private vlan configuration
qos policy

state（enabled または disabled）
switchport mode（access または trunk）
system vlan vlan list
vlan configuration
vmware max-ports
vmware port-group name 
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システム ポート プロファイルの概要
新しいポート プロファイルで設定を直接変更して、継承された設定を上書きすることができます。

また、ポート プロファイルの継承を明示的に削除し、直接設定された特性を除いてポート プロファイ

ルをデフォルト設定に戻すこともできます。

詳細については、「ポート プロファイル設定の継承」（P.2-4）を参照してください。

システム ポート プロファイルの概要
システム ポート プロファイルは、vCenter Server の接続を確立および保護するポート プロファイルで

す。システム ポート プロファイルには、システム VLAN（つまり、コントロール VLAN およびパ

ケット VLAN）が設定されています。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「システム ポート プロファイルおよび VLAN」（P.1-5）

 • 「システム ポート プロファイルの注意事項および制限事項」（P.1-5）

表 1-3 ポート プロファイル設定の継承 

ポート プロファイル設定

継承の可否

可 否 
acl X
capability (iscsi-multipath, l3control) X
channel group X

default（特性をデフォルトにリセット） X
description X
inherit X

interface state（shut/no shut） X
name X
netflow X
port security X
private vlan configuration X
qos policy X

state（enabled または disabled） X

switchport mode（access または trunk） X
system vlan vlan list X
vlan configuration X
vmware max-ports X
vmware port-group name X
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システム ポート プロファイルの概要  
システム ポート プロファイルおよび VLAN
システム ポート プロファイルでは、次の VLAN を伝送できます。

 • VSM と VEM 間で通信が確立される前に、ポートを開く際に使用されるシステム VLAN または 
VNIC。

 • コントロール VLAN を伝送するアップリンク。

 • VMWare vCenter Server 接続、SSH、または Telnet 接続に使用される管理アップリンク。複数の

管理ポートまたは VLAN を使用できます。たとえば、vCener Server 接続、SSH、SNMP、スイッ

チ インターフェイスなどに、それぞれ 1 つずつ専用の VLAN を使用できます。

 • Internet Small Computer System Interface（iSCSI）または Network File System（NFS; ネット

ワーク ファイル システム）を介して VMware Virtual Machine File System（VMFS; 仮想マシン 
ファイル システム）ストレージにアクセスするための VMware カーネル Network Interface Card

（NIC; ネットワーク インターフェイス カード）。

システム ポート プロファイルの注意事項および制限事項

システム ポート プロファイルおよびシステム VLAN は、次の注意事項および制限事項に従います。

 • プロファイルが使用中の場合、システム VLAN を削除できません。

 • プロファイルが使用中（1 つまたは複数の Distributed Virtual Switch（DVS; 分散仮想スイッチ）

ポートにそのプロファイルが設定されている場合）でも、システム ポート プロファイル内の非シ

ステム VLAN を追加または削除できます。

 • プロファイルが使用中でも、システム VLAN は、常にシステム ポート プロファイルまたは非シス

テム ポート プロファイルに追加できます。

 • システム ポート プロファイル上のネイティブ VLAN は、システム VLAN または非システム 
VLAN です。

 • システム ポート プロファイルの使用中は、次の方法でネイティブ VLAN を変更できます。

 – 非システム VLAN から別の非システム VLAN に変更

 – 非システム VLAN からシステム VLAN に変更

 – システム VLAN から別のシステム VLAN に変更

ただし、ネイティブ VLAN をシステム VLAN から非システム VLAN に変更できません。

すべてのシステム VLAN を削除せずに、ポート プロファイル上の一連のシステム VLAN を変更する

には、次の手順を使用します。

1. プロファイルが設定されているすべてのポートを DVS から削除します。

2. system vlan vlan-id-list コマンドを使用して、プロファイルにシステム VLAN の新しいリストを

設定します。新リストでは、システム VLAN の追加、または旧リストからのシステム VLAN の削

除が可能です。

3. 同じプロファイルを使用して、ポートを DVS に追加して戻します。

ポートからすべてのシステム VLAN を削除するには、次の手順を使用します。

1. システム プロファイルを変更する場合、ポート プロファイルが設定されているすべてのポートを 
DVS から削除します。

2. 旧ポート プロファイルを変更するか、新ポート プロファイルを作成するかのいずれかによって、

システム VLAN を使用せずにポート プロファイルを準備します。
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vPC ホスト モード
3. ポートが常駐する Virtual Ethernet Module（VEM; 仮想イーサネット モジュール）ホストを再起動

します。

4. 非システム プロファイルをポートに適用します。

vPC ホスト モード 
Virtual Port Channel Host Mode（vPC-HM; 仮想ポート チャネル ホスト モード）を使用すると、ポー

ト チャネル内のメンバー ポートが複数のアップストリーム スイッチに接続できるようになります。

vPC-HM を使用すると、ポートをサブグループ（0 ～ 31）に分けて、トラフィックを分離することが

できます。

図 1-1 に示すように、vPC-HM を使用してトラフィックを分離するには、メンバー ポート 1 と 2 をサ

ブグループ ID 0 に割り当て、メンバー ポート 3 と 4 をサブグループ ID 1 に割り当てます。

アップストリーム スイッチがポート チャネルをサポートしていない場合は、MAC ピン接続を使用す

ると、各イーサネット ポート メンバーを特定のポート チャネル サブグループに割り当てられるように

なります。詳細については、「MAC ピン接続」（P.1-8）を参照してください。

（注） アップストリーム スイッチで vPC がイネーブルになっている場合は、Cisco Nexus 1000V で vPC-HM 
を設定しないでください。vPC-HM が Cisco Nexus 1000V で設定されていて、vPC がアップストリー

ム スイッチで設定されている場合は、接続が中断されるか、ディセーブルになる可能性があります。

vPC-HM でポート プロファイルを設定するには、「複数のアップストリーム スイッチに接続するポー

ト チャネルの設定」（P.2-17）を参照してください。

インターフェイスで設定を行うこともできます。詳細については、『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

サブグループの作成方法とインターフェイスの割り当て方法については、次を参照してください。

 • 「CDP または手動方式によるサブグループの作成」（P.1-7）

 • 「静的ピン接続によるインターフェイスの割り当て」（P.1-7）
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vPC ホスト モード  
図 1-1 vPC-HM によるポート チャネルから複数のアップストリーム スイッチへの接続

CDP または手動方式によるサブグループの作成

Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）がアップストリーム スイッチでイネーブル

になっている場合は、CDP 情報を使用してサブグループが手動で作成されます。CDP がアップスト

リーム スイッチでディセーブルになっている場合は、インターフェイスでサブグループを手動で作成

する必要があります。

この設定は、ポート プロファイル設定の一部として行います。詳細については、「複数のアップスト

リーム スイッチに接続するポート チャネルの設定」（P.2-17）を参照してください。

静的ピン接続によるインターフェイスの割り当て

静的ピン接続機能を使用すると、vEthernet インターフェイス、コントロール VLAN、またはパケット 
VLAN を特定のポート チャネル サブグループに割り当てる（またはピン接続する）ことができます。

静的ピン接続を使用すると、vEthernet インターフェイス、コントロール VLAN、またはパケット 
VLAN からのトラフィックが、指定されたサブグループ内のメンバー ポートだけを通して転送される

ようになります。

vEthernet インターフェイス、コントロール VLAN、またはパケット VLAN を特定のポート チャネル 
サブグループにピン接続するには、「静的ピン接続の設定」（P.2-22）を参照してください。

また、インターフェイス設定モードで vEthernet インターフェイスをサブグループにピン接続すること

もできます。詳細については、『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』を参照してください。
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MAC ピン接続
MAC ピン接続
MAC ピン接続機能を使用すると、イーサネット ポート メンバーを特定のポート チャネル サブグルー

プに割り当てることができます。サブグループの最大数は 32（0 ～ 31）です。このため、最大 32 の
イーサネット ポート メンバーを割り当てることができます。1 つまたは複数のアップストリーム ス
イッチがポート チャネルをサポートしていない場合は、MAC ピン接続を使用できます。図 1-2 に、

MAC ピン接続を使用して特定のポート チャネル サブグループに割り当てられる各メンバー ポートを

示します。

MAC ピン接続を使用して 1 つのアップストリーム スイッチに接続する方法については、「単一のアッ

プストリーム スイッチに接続するポート チャネルの設定」（P.2-15）を参照してください。MAC ピン

接続を使用して複数のアップストリーム スイッチに接続する方法については、「複数のアップストリー

ム スイッチに接続するポート チャネルの設定」（P.2-17）を参照してください。

図 1-2 MAC ピン接続によるポート チャネルから複数のアップストリーム スイッチへの接続 
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C H A P T E R 2

ポート プロファイルの設定

この章では、システム ポート プロファイルを含むポート プロファイルの設定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。

 • 「ポート プロファイルの概要」（P.2-1）

 • 「注意事項および制限事項」（P.2-1）

 • 「ポート プロファイルの設定」（P.2-2）

 • 「ポート プロファイルの確認」（P.2-41）

 • 「ポート プロファイルの機能履歴」（P.2-44）

ポート プロファイルの概要
ポート プロファイルは、複数のインターフェイスに対して再利用可能なポリシーを定義することに

よって、インターフェイス設定を簡略化します。ポート プロファイルの詳細については、第 1 章「概

要」を参照してください。

注意事項および制限事項
ポート プロファイルやポート プロファイル機能を設定するときには、次の注意事項および制限事項に

従ってください。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

 • アップストリーム スイッチで vPC がイネーブルになっている場合は、Cisco Nexus 1000V で 
Virtual Port Channel Host Mode（vPC-HM; 仮想ポート チャネル ホスト モード）を設定しないで

ください。vPC-HM が Cisco Nexus 1000V で設定されていて、vPC がアップストリーム スイッチ

で設定されている場合は、接続が中断されるか、ディセーブルになる可能性があります。vPC-HM 
の詳細については、「vPC ホスト モード」（P.1-6）を参照してください。

 • Nexus 1000V ソフトウェアは最初に設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 
1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

 • Nexus 1000V は vCenter Server に接続する必要があります。
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの設定
ここでは、次の内容について説明します。

 • 「ポート プロファイルの作成」（P.2-2）

 • 「ポート プロファイル設定の継承」（P.2-4）

 • 「VMware オプションの設定」（P.2-6）

 • 「ポート管理の設定」（P.2-8）

 • 「ポート プロファイルからのポート管理ポリシーのクリア」（P.2-11）

 • 「システム ポート プロファイルの設定」（P.2-12）

 • 「ポート チャネルの設定」（P.2-15）

 • 「静的ピン接続の設定」（P.2-22）

 • 「ポート プロファイルへの VLAN の割り当て」（P.2-27）

 • 「プライベート VLAN としてのポート プロファイルの設定」（P.2-30）

 • 「MAC または IP ACL の設定」（P.2-32）

 • 「NetFlow フロー モニタの設定」（P.2-35）

 • 「ポート プロファイルのイネーブル化」（P.2-36）

ポート プロファイルの作成 
新しいポート プロファイルを作成できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • システム設定でポートを初期化する必要があるかどうかを知っています。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

 • このポート プロファイルに必要な特性を確認しました。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. （任意）description profiledescription
4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定 
手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile type 
ethernet AllAccess1
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、ポー

ト プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサネッ

トまたは vEthernet として指定します。この設定は、あと

で変更できません。デフォルトは vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義す

ると、ポート プロファイルを物理（イーサネット）ポート

に使用できるようになります。vCenter Server で、対応す

るポート グループを選択し、物理ポート（Physical 
Network Interface Card（PNIC; 物理ネットワーク イン

ターフェイス カード））に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして設定

される場合、VMware 仮想ポートの設定には使用でき

ません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最大 
80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイ

ルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 description profiledescription 

例:
n1000v(config-port-prof)# description 
all_access
n1000v(config-port-prof)#

（任意）新しいポート プロファイルに説明を追加します。この

説明は、自動的に vCenter Server にプッシュされます。

profiledescription 引数には最大 80 の ASCII 文字を使用でき、

スペースを含めることもできます。

（注） スペースを含む説明には引用符を使用する必要はあり

ません。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AllAccess1

（任意）指定したポート プロファイルに関する情報を表示しま

す。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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第 2 章      ポート プロファイルの設定         

ポート プロファイルの設定
例

次に、新しいポート プロファイルを作成する例を示します。

n1000v(config)# port-profile type ethernet AllAccess1
n1000v(config-port-prof)# description all_access
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AllAccess1
port-profile AllAccess1
  description: all_access
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:
  evaluated config attributes:
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)#

ポート プロファイル設定の継承

ポート プロファイルは、既存のポート プロファイル設定からポリシーを継承することができます。こ

の手順では、継承されるポート プロファイルの設定を取得し、別のプロファイルのデフォルト設定と

して使用します。

継承するポート プロファイルを確認するには、Cisco Nexus 1000V の現在のプロファイルを調べ

（「ポート プロファイルのイネーブル化」（P.2-36）を参照）、ニーズに最適な特性を持つポート プロ

ファイルを探します。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • 表 1-3（P.1-4） を理解しています。ここには、継承できる特性と継承できない特性が示されていま

す。

 • ポリシーが継承される既存のポート プロファイルの名前を知っています。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。ポート プロファイルのタイプを別のポート プロファイルから継承

できません。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. inherit port-profile name

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定 
手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile type 
vethernet AllAccess2
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、

ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイー

サネットまたは vEthernet として指定します。この

設定は、あとで変更できません。デフォルトは 
vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定

義すると、ポート プロファイルを物理（イーサネッ

ト）ポートに使用できるようになります。vCenter 
Server で、対応するポート グループを選択し、物理

ポート（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとし

て設定される場合、VMware 仮想ポートの設定

には使用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は

最大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート 
プロファイルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 inherit port-profile name

例:
n1000v(config-port-prof)# inherit 
port-profile AllAccess1
n1000v(config-port-prof)#

継承される設定をデフォルトの設定として新しいポート 
プロファイルに追加します。継承される設定は、ポート 
プロファイル タイプを除き、いずれも CLI を使用して変

更できます。

引数は次のとおりです。

 • name：ポリシーが継承されるポート プロファイルの

名前を指定します。ポート プロファイルには最大 80 
文字の名前を設定できます。ポート プロファイル名

は、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイル

に対して一意である必要があります。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile AllAccess2

（任意）指定したポート プロファイルに関する情報を表

示します。

現在のポート プロファイルによって継承されるポート プ
ロファイルを表示するには、show port-profile name 
profile-name コマンドを使用します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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第 2 章      ポート プロファイルの設定         

ポート プロファイルの設定
例

次に、別のポート プロファイルのポート プロファイル設定を継承する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AllAccess2
n1000v(config-port-prof)# inherit port-profile AllAccess1
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AllAccess2
port-profile AllAccess2
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit: port-profile AllAccess1
  config attributes:
  evaluated config attributes:
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)#

VMware オプションの設定 
ポート プロファイルを VMware ポート プロファイルとして指定できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • VMware ポート グループにポート プロファイルと同じ名前を設定するか、または VMware ポート 
グループに別の名前を指定するかを知っています。

 • vmware max-ports コマンドは、非アップリンク プロファイルだけに使用できます。

 • ポート プロファイルに割り当てられるポートの最大数を制限するかどうかを知っています （その

場合、その最大数を知っています）。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. vmware port-group [pg_name]

4. vmware max-ports number

5. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

6. copy running-config startup-config
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第 2 章      ポート プロファイルの設定

ポート プロファイルの設定 
手順の詳細

コマンド 説明 /結果

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、

ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサ

ネットまたは vEthernet として指定します。この設定

は、あとで変更できません。デフォルトは vEthernet タ
イプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義

すると、ポート プロファイルを物理（イーサネット）

ポートに使用できるようになります。vCenter Server 
で、対応するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして

設定される場合、VMware 仮想ポートの設定には使

用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最

大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロ

ファイルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 vmware port-group [pg_name] 

例:
n1000v(config-port-prof)# vmware 
port-group n1000v(config-port-prof)#

ポート プロファイルを VMware ポート グループとして指定

します。

ポート プロファイルは、同じ名前の VMware ポート グルー

プにマップされます。vCenter Server への接続が確立され

ると、Cisco Nexus 1000V で作成されたポート グループは、

vCenter Server 上の仮想スイッチに配布されます。

引数は次のとおりです。

 • pg-name：ポート グループの名前を指定します。名前

を指定しない場合、ポート グループ名はポート プロ

ファイル名と同じになります。

ステップ 4 vmware max-ports num

例:
n1000v(config-port-prof)# vmware 
max-ports 5 
n1000v(config-port-prof)#

非アップリンク ポート プロファイルに割り当てられるポー

トの最大数を指定します。

指定したポートの最大数に達すると、ポートを割り当てら

れなくなります。

デフォルトは 32 ポートです。
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第 2 章      ポート プロファイルの設定         

ポート プロファイルの設定
例

次に、ポート プロファイルを VMware ポート プロファイルとして指定する例を示します。

例: 
n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# vmware port-group
n1000v(config-port-prof)# vmware max-ports 5
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: 8
  pinning packet-vlan: 8
  system vlans: none
  port-group: AccessProf
  max ports: 5
  inherit:
  config attributes:
  evaluated config attributes:
  assigned interfaces:n1000v(config-port-prof)# 

ポート管理の設定 
アクセス モードまたはトランク モード、プロファイル内の各ポートの管理ステートなどのポート管理

を設定できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • ポート プロファイルをアクセス ポートとして設定するか、トランク ポートとして設定するかを

知っています。

 – 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。

ステップ 5 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リブートと再起動を行っ

て、永久的に保存します。

コマンド 説明 /結果
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ポート プロファイルの設定 
 – トランク ポートは、ネイティブ VLAN に対しては非タグ付きパケットを伝送し、他のすべて

の VLAN に対してはカプセル化されたタグ付きパケットを伝送します。

 • ポート プロファイルに割り当てられるポートの最大数を制限するかどうかを知っています （その

場合、その最大数を知っています）。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. switchport mode {access | trunk} 

4. no shutdown

5. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、

ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサ

ネットまたは vEthernet として指定します。この設定

は、あとで変更できません。デフォルトは vEthernet タ
イプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義

すると、ポート プロファイルを物理（イーサネット）

ポートに使用できるようになります。vCenter Server 
で、対応するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして

設定される場合、VMware 仮想ポートの設定には使

用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最

大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロ

ファイルに対して一意である必要があります。
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ポート プロファイルの設定
例

次に、ポート プロファイルにスイッチ アクセス ポートを設定する例と、ポートをイネーブルにする例

を示します。

例: 
n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# switchport mode access
n1000v(config-port-prof)# no shutdown
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: 8
  pinning packet-vlan: 8
  system vlans: none
  port-group: AccessProf
  max ports: 5
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode access
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
    no shutdown
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# 

ステップ 3 switchport mode {access | trunk}

例:
n1000v(config-port-prof)# switchport 
mode access 
n1000v(config-port-prof)#

インターフェイスをスイッチ アクセス ポート（デフォル

ト）またはトランク ポートとして指定します。

ステップ 4 no shutdown 

例:
n1000v(config-port-prof)# no shutdown
n1000v(config-port-prof)#

管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートをイネー

ブルにします。

ステップ 5 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リブートと再起動を行っ

て、永久的に保存します。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
ポート プロファイルからのポート管理ポリシーのクリア 
shutdown または switchport mode コンフィギュレーションのいずれかをポート プロファイルから削除

し、デフォルトの状態に変更できます。shutdown コンフィギュレーションを削除すると、ポート プロ

ファイル ポートの状態が shutdown に変更されます。switchport mode コンフィギュレーションを削除

すると、ポート プロファイル ポートがスイッチ アクセス ポートに変換されます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • アトリビュートのコンフィギュレーションを削除すると、そのアトリビュートは、show コマンド

出力に表示されなくなります。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. default {shutdown | switchport mode} 

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile 
AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、ポート 
プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサネット

または vEthernet として指定します。この設定は、あとで変

更できません。デフォルトは vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義する

と、ポート プロファイルを物理（イーサネット）ポートに使

用できるようになります。vCenter Server で、対応するポー

ト グループを選択し、物理ポート（PNIC）に割り当てるこ

とができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして設定され

る場合、VMware 仮想ポートの設定には使用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最大 80 文
字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイルに対して

一意である必要があります。
2-11
Cisco Nexus 1000V ポート プロファイル コンフィギュレーション ガイド リリース 4.0(4)SV1(2)        

OL-20455-01-J



 

第 2 章      ポート プロファイルの設定         

ポート プロファイルの設定
例

次に、ポート プロファイルの管理ステートをデフォルト設定（全ポートがディセーブルの状態）に戻

す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# default shutdown
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: 8
  pinning packet-vlan: 8
  system vlans: none
  port-group: AccessProf
  max ports: 5
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode access
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# 

システム ポート プロファイルの設定 
クリティカル ポートに対してシステム ポート プロファイルを設定できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • 次の設定が済んでいます。

ステップ 3 default {shutdown | switchport mode}

例:
n1000v(config-port-prof)# default 
switchport mode
n1000v(config-port-prof)#

shutdown アトリビュートまたは switchport mode アトリビュー

トのいずれかのコンフィギュレーションをポート プロファイル

から削除します。

キーワードは次のとおりです。

 • shutdown：ポート プロファイル ポートを shutdown ステー

トに戻します。

 • switchport mode：ポート プロファイル ポートをスイッチ 
アクセス ポートに戻します。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示します。アトリ

ビュートのコンフィギュレーションを削除すると、そのアトリ

ビュートは、show コマンド出力に表示されません。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
 – ポートの admin ステータスは active（no shutdown） です。

 – ポート モードは access または trunk です。

 – システム VLAN として使用する VLAN が存在しています。

 – VLAN はアクセス VLAN またはトランク対応 VLAN として設定されています。

 • システム ポート プロファイルの詳細については、「システム ポート プロファイルの概要」（P.1-4）
を参照してください。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. description profiledescription

4. system vlan vlan-id-list 

5. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、

ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサ

ネットまたは vEthernet として指定します。この設定

は、あとで変更できません。デフォルトは vEthernet タ
イプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義

すると、ポート プロファイルを物理（イーサネット）

ポートに使用できるようになります。vCenter Server 
で、対応するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして

設定される場合、VMware 仮想ポートの設定には使

用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最

大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロ

ファイルに対して一意である必要があります。
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ポート プロファイルの設定
例

次に、システム ポート プロファイルを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# description “System profile for critical ports”
n1000v(config-port-prof)# system vlan 1
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: 1
  port-group:
  max ports: 32
  inherit: port-profile xyz
  config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    switchport trunk allowed vlan 1-10
    channel-group auto mode on sub-group cdp
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    switchport trunk allowed vlan 1-10
    channel-group auto mode on sub-group cdp
    no shutdown
  assigned interfaces:

ステップ 3 description profiledescription 

例:
n1000v(config-port-prof)# description 
“System profile for critical ports”
n1000v(config-port-prof)#

ポート プロファイルに説明を追加します。この説明は、自

動的に vCenter Server にプッシュされます。

profiledescription 引数には最大 80 文字の ASCII 文字を使

用できます。

（注） スペースを含む説明には引用符を使用する必要はあ

りません。

ステップ 4 system vlan vlan-id-list 

例:
n1000v(config-port-prof)# system vlan 
114,115
n1000v(config-port-prof)#

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加します。

システム VLAN は、Virtual Supervisor Module（VSM; 仮
想スーパーバイザ モジュール）と システム VLAN を使用

し、VSMが Virtual Ethernet Module（VEM; 仮想イーサ

ネット モジュール）との通信を確立するよりも前に物理

ポートまたは vEthernet ポートを設定し、起動します。

ステップ 5 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示します。ア

トリビュートのコンフィギュレーションを削除すると、そ

のアトリビュートは、show コマンド出力に表示されませ

ん。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
ポート チャネルの設定 
単一または複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルを設定することができます。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「単一のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルの設定」（P.2-15）

 • 「複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルの設定」（P.2-17）

単一のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルの設定 
すべてのポートが同一のアップストリーム スイッチに接続されている場合は、ポート プロファイルに

ポート チャネルを設定できます。

ポートが複数のアップストリーム スイッチに接続されている場合に、ポート プロファイルにポート 
チャネルを設定するには、「複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルの設定」

（P.2-17）を参照してください。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • ポート プロファイルが最初のインターフェイスに割り当てられたときに、チャネル グループ番号

が自動的に割り当てられています。

 • ポート チャネルを設定する際に、アップストリーム スイッチがポート チャネルをサポートしてい

ない場合は、MAC ピン接続を使用すると、各イーサネット ポート メンバーを特定のポート チャ

ネル サブグループに割り当てられるようになります。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

 • アップストリーム スイッチで vPC がイネーブルになっている場合は、Cisco Nexus 1000V で 
vPC-HM を設定しないでください。vPC-HM が Cisco Nexus 1000V で設定されていて、vPC が
アップストリーム スイッチで設定されている場合は、接続の問題が発生する可能性があります。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. 次のいずれかを実行します。

 – アップストリーム スイッチがポート チャネルをサポートしている場合は、channel-group 
auto [mode {on | active | passive}] を入力します。

 – アップストリーム スイッチがポート チャネルをサポートしていない場合は、channel-group 
auto [mode {on | active | passive}] mac-pinning を入力します。

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定
手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始して、ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプ

をイーサネットまたは vEthernet として指定

します。この設定は、あとで変更できませ

ん。デフォルトは vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプと

して定義すると、ポート プロファイルを物理

（イーサネット）ポートに使用できるように

なります。vCenter Server で、対応するポー

ト グループを選択し、物理ポート（PNIC）

に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイ

プとして設定される場合、VMware 仮想

ポートの設定には使用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。

名前は最大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 
上の各ポート プロファイルに対して一意であ

る必要があります。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

 • アップストリーム スイッチがポート チャネルをサ

ポートしている場合は、channel-group auto 
[mode {on | active | passive}] を入力します。

 • アップストリーム スイッチがポート チャネルをサ

ポートしていない場合は、channel-group auto 
[mode {on | active | passive}] mac-pinning を入力

します。

例:
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on
n1000v(config-port-prof)#

ポート チャネル グループを定義します。

キーワードは次のとおりです。

 • auto：ポート プロファイルが最初のインター

フェイスに割り当てられたときに、一意の

ポート チャネルが 1 つ作成され、自動的に割

り当てられることを指定します。同じモ

ジュールに属する追加インターフェイスは、

それぞれ同じポート チャネルに追加されま

す。VMware 環境では、各モジュールに対し

て異なるポート チャネルが作成されます。

 • mode：on、active、または passive を指定し

ます（active および passive は LACP を使用

します）。

 • mac-pinning：イーサネット メンバー ポート

がサブグループ（メンバー ポートあたり 1 つ
のサブグループ）に自動的に割り当てられる

ことを指定します。このオプションは、アッ

プストリーム スイッチがポート チャネルをサ

ポートしていない場合に使用します。
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ポート プロファイルの設定 
例

次に、単一のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルを設定する例を示します。

例: 
n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  status: disabled
capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)#

複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルの設定

ポート チャネル内のポートが複数のアップストリーム スイッチに接続する場合は、vPC-HM 内の 
VEM の物理 Network Interface Card（NIC; ネットワーク インターフェイス カード）が使用するアッ

プリンク ポート プロファイルを設定できます。

ポートが単一のアップストリーム スイッチに接続されている場合に、ポート プロファイルにポート 
チャネルを設定するには、「ポート チャネルの設定」の手順（P.2-15）を参照してください。

インターフェイスで vPC-HM を設定することもできます。詳細については、『Cisco Nexus 1000V 
Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • ポート チャネルの作成時には、関連付けられたチャネル グループが自動的に作成されます。

 • チャネル グループ モードは on に設定する必要があります。

ステップ 4 show port-profile [brief | expand-interface | 
usage] [name profile-name]
例:
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name 
AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示

します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リ

ブートと再起動を行って、永久的に保存します。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定
 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

 • Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）がアップストリーム スイッチで設定され

ているかどうかを確認する必要があります。設定されている場合は、CDP によって、各アップス

トリーム スイッチがトラフィックを個別に管理するためのサブグループが作成されます。設定さ

れていない場合は、個別のスイッチ上のトラフィック フローを管理するためのサブグループを手

動で設定する必要があります。

 • CDP をデフォルトの CDP タイマー（60 秒）で使用している場合は、稼動中をアドバタイズした

直後に停止をアドバタイズしたリンクが稼動状態に戻るまでに、最大 60 秒かかります。

 • ポート チャネルを設定する際に、アップストリーム スイッチがポート チャネルをサポートしてい

ない場合は、MAC ピン接続を使用すると、各イーサネット ポート メンバーを特定のポート チャ

ネル サブグループに接続できるようになります。

 • ポート チャネルが 2 つの異なるアップストリーム スイッチに接続する際に、vPC-HM が設定され

ていない場合は、不明なユニキャスト、マルチキャスト フラッド、およびブロードキャストにつ

いて、Cisco Nexus 1000V の背後にある VM がネットワークから重複するパケットを受信します。

 • アップストリーム スイッチで vPC がイネーブルになっている場合は、Cisco Nexus 1000V で 
vPC-HM を設定しないでください。vPC-HM が Cisco Nexus 1000V で設定されていて、vPC が
アップストリーム スイッチで設定されている場合は、接続の問題が発生する可能性があります。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. 次のいずれかを実行します。

 – アップストリーム スイッチがポート チャネルをサポートしていない場合は、channel-group 
auto mode on mac-pinning を入力して、ステップ 8. に進みます。

 – CDP がアップストリーム スイッチで設定されている場合は、channel-group auto mode on 
sub-group cdp を入力して、ステップ 8. に進みます。

 – CDP がアップストリーム スイッチで設定されていない場合は、channel-group auto mode on 
sub-group manual を入力して、次の手順に進みます。

4. exit

5. interface ethernet range 

6. sub-group-id number

7. CDP 用に設定されていないアップストリーム スイッチに接続されているポート メンバーごとに、

ステップ 5 および 6 を繰り返します。

8. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

9. copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定 
手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile uplinkProf
n1000v(config-port-prof)#

イーサネット タイプのポート プロファイル（デ

フォルト）を作成し、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。

イーサネット タイプのポート プロファイルは物

理ポートに使用できます。vCenter Server で、対

応するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイ

プとして設定される場合、VMware 仮想

ポートの設定には使用できません。

（注） ポート プロファイルを作成したあとで、

そのプロファイルのタイプ（イーサネッ

トまたは vEthernet）を変更できません。

ポート プロファイルには最大 80 文字の名前を設

定できます。ポート プロファイル名は、Nexus 
1000V 上の各ポート プロファイルに対して一意

である必要があります。
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ポート プロファイルの設定
ステップ 3 次のいずれかを実行します。

 • アップストリーム スイッチがポート チャネルをサ

ポートしていない場合は、channel-group auto 
mode on mac-pinning を入力して、ステップ 8 に
進みます。

 • CDP がアップストリーム スイッチで設定されてい

る場合は、channel-group auto mode on 
sub-group cdp を入力して、ステップ 8 に進みま

す。

 • CDP がアップストリーム スイッチで設定されてい

ない場合は、channel-group auto mode on 
sub-group manual を入力して、次の手順に進みま

す。

例:
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto 
mode on sub-group cdp
n1000v(config-port-prof)#

非対称ポート チャネル（vPC-HM とも呼ばれる）

を定義します。

キーワードは次のとおりです。

 • auto：ポート プロファイルが最初のインター

フェイスに割り当てられたときに、一意の

ポート チャネルが 1 つ作成され、自動的に割

り当てられることを指定します。同じモ

ジュールに属する追加インターフェイスは、

それぞれ同じポート チャネルに追加されま

す。VMware 環境では、各モジュールに対し

て異なるポート チャネルが作成されます。

 • mode：vPC-HM の場合はチャネル モードが 
on になることを指定します （active および 
passive モードは LACP を使用し、vPC-HM 
ではサポートされません）。

 • sub-group：このチャネル グループを非対称

として識別します。

 – cdp：CDP 情報を使用してトラフィック 
フローを管理するためのサブグループを

自動的に作成することを指定します。

 – manual：サブグループが手動で設定さ

れることを指定します。このオプション

は、アップストリーム スイッチで CDP 
が設定されていない場合に使用します。

 • mac-pinning：イーサネット メンバー ポート

がサブグループ（メンバー ポートあたり 1 つ
のサブグループ）に自動的に割り当てられる

ことを指定します。このオプションは、アッ

プストリーム スイッチがポート チャネルをサ

ポートしていない場合に使用します。

ステップ 4 exit

例:
n1000v(config-port-prof)# exit
n1000v(config)#

ポート チャネルのポート プロファイル 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。

ステップ 5 interface ethernet range 

例:
n1000v(config)# interface ethernet3/2-3
n1000v(config-if)#

指定したインターフェイス範囲でインターフェイ

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 6 sub-group id number 

例:
n1000v(config-if)# sub-group-id 0
n1000v(config-if)#

指定したポート チャネル メンバーを vPC-HM と
して設定して、指定したサブグループがいずれか

のアップストリーム スイッチのトラフィックを管

理できるようにします。

サブグループの許容範囲は 0 ～ 31 です。

ステップ 7 CDP 用に設定されていないアップストリーム スイッチ

に接続するポート メンバーごとに、ステップ 5 および 
ステップ 6 を繰り返します。

—

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
例

次に、CDP をサポートしている複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルを作成す

る例を示します。

n1000v(config)# port-profile UpLinkProfile2
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on sub-group cdp
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name UpLinkProfile2
port-profile UpLinkProfile2
  description:
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group cdp
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group cdp
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次に、CDP をサポートしていない複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルを作成

する例を示します。

n1000v(config)# port-profile UpLinkProfile3
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on sub-group manual
n1000v(config-port-prof)# exit
n1000v(config)# interface ethernet3/2-3
n1000v(config-if)# sub-group-id 0
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name 
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name UplinkProfile3 
port-profile UplinkProfile3
  description:
  type: ethernet
  status: enabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group: UplinkProfile3
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:

ステップ 8 show port-profile [brief | expand-interface | 
usage] [name profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name 
AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示

します。

ステップ 9 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リ

ブートと再起動を行って、永久的に保存します。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定
    channel-group auto mode on sub-group manual
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group manual
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次に、ポート チャネルをサポートしていない複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャ

ネルを作成する例を示します。

n1000v(config)# port-profile UpLinkProfile1
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name UpLinkProfile1
port-profile UpLinkProfile1
  description:
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on mac-pinning
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on mac-pinning
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

静的ピン接続の設定

vEthernet インターフェイスや、コントロール VLAN またはパケット VLAN で静的ピン接続を設定で

きます。

ここでは、次の内容について説明します。

 • 「vEthernet インターフェイスでの静的ピン接続の設定」（P.2-22）

 • 「コントロールまたはパケット VLAN での静的ピン接続の設定」（P.2-24）

vEthernet インターフェイスでの静的ピン接続の設定

ポート プロファイルで、vEthernet インターフェイスで静的ピン接続を設定できます。

（注） また、特定の vEthernet インターフェイスで静的ピン接続を設定することも可能です。詳細について

は、『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。
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ポート プロファイルの設定 
手順の概要

1. config t

2. port-profile type vethernet name

3. pinning id sub-group_id

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

例

次に、vEthernet ポート プロファイルを作成し、それをサブグループ 3 にピン接続する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile type vethernet PortProfile1
n1000v(config-port-prof)# pinning id 3
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name PortProfile1
port-profile PortProfile1
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile type vethernet name

例:
n1000v(config)# port-profile type 
vethernet PortProfile1
n1000v(config-port-prof)#

ポート プロファイル コンフィギュレーション モードを開始

し、vEthernet タイプのポート プロファイルを作成します

（まだ作成されていない場合）。

ポート プロファイルには最大 80 文字の名前を設定できま

す。ポート プロファイル名は、Cisco Nexus 1000V 上の各

ポート プロファイルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 pinning id sub-group_id

例:
n1000v(config-port-prof)# pinning id 3

vEthernet インターフェイスを特定のポート チャネル サブ

グループ（0 ～ 32）に割り当て（またはピン接続）します。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile PortProfile1

（任意）指定したポート プロファイルに関する情報を表示し

ます。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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ポート プロファイルの設定
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    pinning id 3
  evaluated config attributes:
    pinning id 3
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

コントロールまたはパケット VLAN での静的ピン接続の設定

コントロール VLAN またはパケット VLAN で静的ピン接続を設定できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • コントロール VLAN またはパケット VLAN で静的ピン接続を設定するには、イーサネット タイ

プのシステム ポート プロファイルが必要です。詳細については、「システム ポート プロファイル

の設定」（P.2-12）を参照してください。

 • コントロール VLAN で静的ピン接続を設定する場合は、コントロール VLAN がポート プロファ

イルのシステム VLAN の 1 つとして指定されていることを確認します。

 • パケット VLAN で静的ピン接続を設定する場合は、パケット VLAN がポート プロファイルのパ

ケット VLAN の 1 つとして指定されていることを確認します。

手順の概要

1. config t

2. port-profile name

3. pinning {control-vlan | packet-vlan} sub-group_id

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定 
手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile name

例:
n1000v(config)# port-profile 
SystemProfile1
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、シ

ステム ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサ

ネットまたは vEthernet として指定します。この設定

は、あとで変更できません。デフォルトは vEthernet タ
イプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義

すると、ポート プロファイルを物理（イーサネット）

ポートに使用できるようになります。vCenter Server 
で、対応するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして

設定される場合、VMware 仮想ポートの設定には使

用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最

大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロ

ファイルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 pinning {control-vlan | packet-vlan} 
sub-group_id

例:
n1000v(config-port-prof)# pinning 
control-vlan 3
n1000v(config-port-prof)#

コントロール VLAN またはパケット VLAN を特定のポー

ト チャネル サブグループ（0 ～ 32）に割り当て（またはピ

ン接続）します。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile SystemProfile1

（任意）指定したポート プロファイルに関する情報を表示し

ます。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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ポート プロファイルの設定
例

次に、コントロール VLAN で静的ピン接続を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile SystemProfile1
n1000v(config-port-prof)# pinning control-vlan 3
n1000v(config-port-prof)# show port-profile SystemProfile1
port-profile SystemProfile1
  description:
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: 3
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: 1
  port-group: SystemProfile1
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 1-5
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 1-5
    no shutdown
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次に、パケット VLAN で静的ピン接続を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile SystemProfile1
n1000v(config-port-prof)# pinning packet-vlan 0
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name SystemProfile1
port-profile SystemProfile1
  description:
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: 0
  system vlans: 1
  port-group:
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    switchport trunk native vlan 1
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    switchport trunk native vlan 1
    no shutdown
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定 
ポート プロファイルへの VLAN の割り当て

VLAN をポート プロファイルに割り当てることができます。

（注） このスイッチ ポートをデフォルトの VLAN 1 に割り当てる場合、これはデフォルトの設定なので、操

作は必要ありません。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • トランク ポートまたはアクセス ポートにポート プロファイルが必要かどうかを知っています。

 • このポート プロファイルに必要な VLAN コンフィギュレーションを知っています。

 • VLAN を割り当てる前に、スイッチ上で VLAN を作成済みです。

 • 割り当てる VLAN の VLAN ID を知っています。

 • VLAN1 は、デフォルト VLAN です。この VLAN の作成、変更、または削除はできません。

 • サポートされている VLAN 範囲を知っています。Cisco Nexus 1000V は IEEE 802.1Q 標準に準拠

して、4094 のVLAN をサポートします。これらの VLAN は、用途の異なる範囲で構成されてい

ます。表 2-1 に使用可能な VLAN 範囲を示します。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

表 2-1 VLAN 範囲 

VLAN 番号 範囲 用途

1 標準 Cisco デフォルト値。この VLAN は使用できますが、変更または

削除はできません。

2 ～ 1005 標準 これらの VLAN は、作成、使用、変更、および削除できます。

1006 ～ 4094 拡張 これらの VLAN は、作成、命名、および使用できます。次のパラ

メータは変更できません。

 • ステートは常にアクティブ

 • VLAN は常にイネーブル 

これらの VLAN はシャットダウンできません。

3968 ～ 4047 
および 4094

内部割り当て

済み

これら 80 の VLAN および VLAN 4094 は、内部デバイスが使用

するために割り当てられます。内部用途で予約されているブロッ

ク内の VLAN は、いずれも作成、削除、または変更できません。
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ポート プロファイルの設定
手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. 次のいずれかを実行します。

 – （任意）switchport access vlan vlan-id-access

 – （任意）switchport trunk allowed vlan {allowed-vlans | add add-vlans | except except-vlans | 
remove remove-vlans | all | none}

4. switchport trunk native vlan vlan-id

5. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

6. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを

開始して、ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイ

プをイーサネットまたは vEthernet として

指定します。この設定は、あとで変更で

きません。デフォルトは vEthernet タイプ

です。

ポート プロファイルをイーサネット タイ

プとして定義すると、ポート プロファイ

ルを物理（イーサネット）ポートに使用

できるようになります。vCenter Server 
で、対応するポート グループを選択し、

物理ポート（PNIC）に割り当てることが

できます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タ
イプとして設定される場合、VMware 
仮想ポートの設定には使用できませ

ん。

 • name：ポート プロファイル名を指定しま

す。名前は最大 80 文字で、Cisco Nexus 
1000V 上の各ポート プロファイルに対し

て一意である必要があります。
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ポート プロファイルの設定 
ステップ 3 次のいずれかを実行します。

 • VLAN ID をこのポート プロファイルのアクセス ポー

トに割り当てるには、switchport access vlan 
vlan-id-access を入力します。

 • トランク ポート上で使用可能な VLAN ID を指定する

には、switchport trunk allowed vlan {allowed-vlans 
| add add-vlans | except except-vlans | remove 
remove-vlans | all | none} を入力します。

例:
n1000v(config-port-prof)# switchport trunk allowed 
vlan all

switchport access vlan コマンドは、ポート プ
ロファイルのトランク ポート上で使用可能な 
VLAN を指定します。vlan-id-access 引数は、

アクセス VLAN の ID を指定します。

switchport trunk native vlan コマンドは、イ

ンターフェイスがトランキング モードのとき

に、トランキングのネイティブ特性を設定し

ます。キーワードおよび引数は次のとおりで

す。

 • allowed-vlans：使用可能な VLAN の 
VLAN ID（1 ～ 3967 および 4048 ～ 
4093）を指定します。

 • add：ポート プロファイルに割り当てら

れた VLAN ID の現行リストに、

add-vlans 引数で定義された VLAN ID を
追加する場合に指定します。

 • except：except-vlans 引数で定義された 
VLAN ID を除くすべての VLAN ID を
ポート プロファイルに追加する場合に指

定します。

 • remove：remove-vlans 引数で定義された 
VLAN ID をポート プロファイルから削除

する場合に指定します。

 • all：すべての VLAN ID を使用可能な 
VLAN として指定します。

 • none：使用可能な VLAN がないことを指

定します。

ステップ 4 switchport trunk native vlan vlan-id

例:
n1000v(config-port-prof)# switchport trunk native 
vlan 3

インターフェイスがトランキング モードのと

きに、トランキングのネイティブ特性を設定

します。

ステップ 5 show port-profile [brief | expand-interface | 
usage] [name profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show port-profile 
AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表

示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、

リブートと再起動を行って、永久的に保存し

ます。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定
例

次に、VLAN をポート プロファイルに割り当て、ポート プロファイルのネイティブ VLAN 設定する

例を示します。

例: 
n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan all
n1000v(config-port-prof)# switchport trunk native vlan 3
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  status: disabled
capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    switchport trunk native vlan 3
    switchport trunk allowed vlan all
    channel-group auto mode on
  evaluated config attributes:
    switchport trunk native vlan 3
    switchport trunk allowed vlan all
    channel-group auto mode on
  assigned interfaces:n1000v(config-port-prof)# 

プライベート VLAN としてのポート プロファイルの設定 
プライベート VLAN（PVLAN）として使用するポート プロファイルを設定することができます。

プライベート VLAN の詳細については、『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching Configuration Guide, 
Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • プライベート VLAN ペアのプライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN の両方の VLAN ID を
知っています。

 • このプライベート VLAN がその設定を継承するかどうかを知っています。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. switchport mode private-vlan {host | promiscuous}

4. switchport private-vlan host-association primary-vlan secondary-vlans
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ポート プロファイルの設定 
5. switchport private-vlan mapping primary_vlan [add | remove] secondary_vlans

6. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

7. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開

始して、ポート プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイ

プをイーサネットまたは vEthernet として

指定します。この設定は、あとで変更でき

ません。デフォルトは vEthernet タイプで

す。

ポート プロファイルをイーサネット タイプ

として定義すると、ポート プロファイルを

物理（イーサネット）ポートに使用できる

ようになります。vCenter Server で、対応

するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タ
イプとして設定される場合、VMware 仮
想ポートの設定には使用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定しま

す。名前は最大 80 文字で、Cisco Nexus 
1000V 上の各ポート プロファイルに対して

一意である必要があります。
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ポート プロファイルの設定
MAC または IP ACL の設定 
ポート プロファイルに対して MAC または IP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リス

ト）を設定できます。

ステップ 3 switchport mode private-vlan {host | promiscuous} 

例:
n1000v(config-port-prof)# switchport mode 
private-vlan promiscuous 
n1000v(config-port-prof)#

プライベート VLAN として使用するポート プ
ロファイルを指定します。

キーワードは次のとおりです。

 • promiscuous：プライマリ VLAN に属し、

レイヤ 3 ゲートウェイと通信する無差別

ポートを指定します。無差別ポートは、セ

カンダリ VLAN に関連付けられているイン

ターフェイスを含む、PVLAN ドメイン内

の任意のインターフェイスと通信できます。

 • host：PVLAN ペアのセカンダリ VLAN に
属するホスト ポートを次のいずれかとして

指定します。

 – コミュニティ PVLAN のホスト ポート

 – 隔離 PVLAN のホスト ポート

ステップ 4 switchport private-vlan host-association 
primary-vlan secondary-vlans 

例:
n1000v(config-port-prof)# switchport private-vlan 
host-association 3 300 301 302
n1000v(config-port-prof)#

プライマリ PVLAN ID およびセカンダリ 
PVLAN ID をポート プロファイルに割り当て、

この関係を実行コンフィギュレーションに保存

します。

 • primary-vlan：プライマリ VLAN ID を指定

します。

 • secondary-vlans：セカンダリ VLAN ID を
指定します。複数の VLAN ID を指定でき

ます。

ステップ 5 switchport private-vlan mapping primary_vlan  
[add | remove] secondary_vlans 

例:
n1000v(config-port-prof)# switchport private-vlan 
mapping primary_vlan add 3 300 301 302
n1000v(config-port-prof)#

ポート プロファイルの PVLAN をマップし、実

行コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 6 show port-profile [brief | expand-interface | 
usage] [name profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name 
AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表

示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リ

ブートと再起動を行って、永久的に保存します。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • このポート プロファイルに対して設定する IP または MAC アクセス コントロールリストの名前を

知っています。

 • アクセス リストのパケット フローの方向を知っています。

 • ACL の詳細については、『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
を参照してください。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. 次のいずれかを実行します。

 – mac port access-group name {in | out}

 – ip port access-group name {in | out}

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile 
AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、ポート プ
ロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサネットま

たは vEthernet として指定します。この設定は、あとで変更で

きません。デフォルトは vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義すると、

ポート プロファイルを物理（イーサネット）ポートに使用で

きるようになります。vCenter Server で、対応するポート グ
ループを選択し、物理ポート（PNIC）に割り当てることがで

きます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして設定され

る場合、VMware 仮想ポートの設定には使用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最大 80 
文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイルに対

して一意である必要があります。
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ポート プロファイルの設定
例

次に、ポート プロファイルに MAC または IP ACL を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# mac port access-group allaccess4 out
n1000v(config-port-prof)# ip port access-group allaccess4 in
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4 out
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    ip port access-group allaccess4 in
    mac port access-group allaccess4 out
  evaluated config attributes:
    ip port access-group allaccess4 in
    mac port access-group allaccess4 out
  assigned interfaces:n1000v(config-port-prof)# 

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

 • MAC ACL を追加するには、mac 
port access-group name {in | out} 
を入力します。

 • IP ACL を追加するには、ip port 
access-group name {in | out} を入

力します。

例:
n1000v(config-port-prof)# mac 
port access-group allaccess4 out

例:
n1000v(config-port-prof)# ip port 
access-group allaccess4 in

mac port access-port group コマンドは、MAC ACL をポート プ
ロファイルに追加します。

ip port access-group コマンドは、IP ACL をポート プロファイル

に追加します。

キーワードおよび引数は次のとおりです（どちらのコマンドも同

じです）。

 • acl_name：このポート プロファイルに追加する ACL の名前

を指定します。

 • in：着信トラフィックを指定します。

 • out：発信トラフィックを指定します。

ステップ 4 show port-profile name 
profile-name

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルの設定を表示します。

ステップ 5 copy running-config 
startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リブートと再起動を行って、永久的

に保存します。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
NetFlow フロー モニタの設定 
ポート プロファイルに NetFlow フロー モニタを設定できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • NetFlow の詳細については、『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, 
Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. ip flow monitor name {input | output} 

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile 
AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、ポート 
プロファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサネット

または vEthernet として指定します。この設定は、あとで変

更できません。デフォルトは vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義する

と、ポート プロファイルを物理（イーサネット）ポートに

使用できるようになります。vCenter Server で、対応する

ポート グループを選択し、物理ポート（PNIC）に割り当て

ることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして設定

される場合、VMware 仮想ポートの設定には使用できま

せん。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最大 
80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイル

に対して一意である必要があります。
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ポート プロファイルの設定
例

次に、ポート プロファイルに NetFlow フロー モニタを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# ip flow monitor allacces4 output
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    ip flow monitor allaccess4 output
  evaluated config attributes:
    ip flow monitor allaccess4 output
  assigned interfaces:n1000v(config-port-prof)# 

ポート プロファイルのイネーブル化 
ポート プロファイルをイネーブルにできます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • ポート プロファイルを作成したあとで、そのプロファイルのタイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を変更できません。

ステップ 3 ip flow monitor name {input | 
output}

例:
n1000v(config-port-prof)# ip flow 
monitor allaccess4 output
n1000v(config-port-prof)#

フロー モニタをポート プロファイルに適用します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • name：フロー モニタの名前を追加します。

 • input：着信トラフィックにフロー モニタを適用します。

 • output：発信トラフィックにフロー モニタを適用します。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、リブートと再起動を行って、永久

的に保存します。

コマンド 説明
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ポート プロファイルの設定 
手順の概要

1. config t

2. port-profile [type {ethernet | vethernet}] name

3. state enabled 

4. show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile [type {ethernet | 
vethernet}] name

例:
n1000v(config)# port-profile 
AccessProf
n1000v(config-port-prof)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、ポート プロ

ファイルを定義します。

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • type：（任意）ポート プロファイルのタイプをイーサネットまた

は vEthernet として指定します。この設定は、あとで変更できま

せん。デフォルトは vEthernet タイプです。

ポート プロファイルをイーサネット タイプとして定義すると、

ポート プロファイルを物理（イーサネット）ポートに使用できる

ようになります。vCenter Server で、対応するポート グループを

選択し、物理ポート（PNIC）に割り当てることができます。

（注） ポート プロファイルがイーサネット タイプとして設定される

場合、VMware 仮想ポートの設定には使用できません。

 • name：ポート プロファイル名を指定します。名前は最大 80 文字

で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイルに対して一意

である必要があります。

ステップ 3 state enabled 

例:
n1000v(config-port-prof)# state 
enabled
n1000v(config-port-prof)# 

ポート プロファイルをイネーブルにします。

ポート プロファイルの設定が、割り当てられるポートに適用されま

す。ポート プロファイルが VMware ポート グループを指定する場

合、ポート グループは vCenter Server 上の vSwitch に作成されます。

ステップ 4 show port-profile [brief | 
expand-interface | usage] [name 
profile-name]

例:
n1000v(config-port-prof)# show 
port-profile name AccessProf

（任意）ポート プロファイルに関する情報を表示します。

ステップ 5 copy running-config 
startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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ポート プロファイルの設定
例

次に、ポート プロファイルをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# state enabled
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  status: enabled
capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)#n1000v(config-port-prof)# 

ポート プロファイルの削除 
ポート プロファイルを削除できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • EXEC モードで CLI にログインしています。

 • ポート プロファイルが別のポート プロファイルによって継承される場合は、このポート プロファ

イルを削除する前に、別のポート プロファイルから継承を削除する必要があります。継承を先に

削除しないと、この手順は失敗します。「継承されるポリシーの削除」（P.2-40） を参照してくださ

い。

 • VMware ポート グループにマップされているポート プロファイルを削除する場合、vCenter 
Server 内で関連付けられているポートグループと設定も削除されます。

手順の概要

1. config t

2. （任意）show port-profile usage name profile_name
3. no port-profile profile_name

4. show port-profile name profile_name

5. copy running-config startup-config
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ポート プロファイルの設定 
手順の詳細

例

次に、ポート プロファイルを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# show port-profile usage name AccessProf
--------------------------------------------------------------------------------
Port Profile               Port        Adapter        Owner
--------------------------------------------------------------------------------
n1000v(config)# no port-profile AccessProf
n1000v(config)# show port-profile name AccessProf
ERROR: port-profile AccessProf does not exist
n1000v(config)# copy running-config startup-config

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 show port-profile usage name 
profile_name

例:
n1000v(config)# show port-profile usage 
name AccessProf

（任意）アクティブ インターフェイスがこのポート プロファ

イルを使用しているかどうかを確認します。

（注） ポート プロファイルに関連付けられているアクティ

ブ インターフェイスが存在する場合は、ポート プロ

ファイルを削除できません。

ステップ 3 no port-profile profile_name 

例:
n1000v(config)# no port-profile 
AccessProf
n1000v(config)# 

ポート プロファイル設定および動作設定を削除します。

ステップ 4 show port-profile name profile_name

例:
n1000v(config)# show port-profile name 
AccessProf
ERROR: port-profile AccessProf does not 
exist
n1000v(config)#

（任意）ポート プロファイルが存在しないことを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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ポート プロファイルの設定
継承されるポリシーの削除

ポート プロファイルから継承されるポリシーを削除できます。

始める前に

この手順を始める前に、次のことを認識または実行する必要があります。

 • コンフィギュレーション モードで CLI にログインしています。

手順の概要

1. config t

2. （任意）show port-profile usage name profile_name
3. no port-profile inherit

4. show port-profile name profile_name

5. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 config t

例:
n1000v# config t
n1000v(config)#

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 port-profile name

例:
(config)# port-profile Access4
(config-port-prof)# 

指定したポート プロファイルに対して、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 3 no port-profile inherit

例:
(config-port-prof)# no port-profile map

継承されるポリシーを削除します。

継承されるポリシーに依存せずに明示的に設定されたポー

ト プロファイル タイプと任意の設定を除き、ポート プロ

ファイルの設定はデフォルトに戻ります。

ステップ 4 show port-profile name profile_name

例:
n1000v(config)# show port-profile name 
AccessProf

（任意）ポート プロファイルが存在しないことを確認しま

す。

ステップ 5 copy running-config startup-config

例:
n1000v(config-port-prof)# 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、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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ポート プロファイルの確認 
ポート プロファイルの確認
ポート プロファイルの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。

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(4)SV1(2)』を参照してください。

次に、すべてのポート プロファイルに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile
port-profile UpLinkProfile1
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on mac-pinning
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on mac-pinning
  assigned interfaces:
port-profile UpLinkProfile2
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group cdp
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group cdp
  assigned interfaces:
port-profile UpLinkProfile3
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:

コマンド 目的

show port-profile [brief | expand-interface | 
usage] [name profile-name]

ポート プロファイルの設定を表示します。

show running-config interface {ethernet 
slot/port | mgmt 0 | vethernet number}

インターフェイスの割り当てを含む、ポート プ
ロファイルの設定を表示します。
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ポート プロファイルの確認
  config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group manual
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group manual
  assigned interfaces:n1000v#

次に、特定のポート プロファイルに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile name UpLinkProfile3
port-profile UpLinkProfile3
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group manual
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group manual
  assigned interfaces:
n1000v#

次に、すべてのポート プロファイルに関するサマリー情報を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile brief

--------------------------------------------------------------------------------
Port                                    Profile  Remote Conf  Eval  Child Child
Profile                                 State    Mgmt   Items Items Intfs Profs
--------------------------------------------------------------------------------
UplinkProfile1                          enabled  vmware     3     3     1     0
UplinkProfile2                          enabled  vmware     3     3     2     0
Ubuntu-Profile                          enabled  vmware     3     3     1     0
n1000v#

次に、すべてのポート プロファイルに関する使用状況情報を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile usage

--------------------------------------------------------------------------------
Port Profile               Port        Adapter        Owner
--------------------------------------------------------------------------------
UplinkProfile1             Eth2/2      vmnic1         mcs-srvr26
UplinkProfile2             Eth2/3      vmnic2         mcs-srvr26
                           Eth2/4      vmnic3         mcs-srvr26
Ubuntu-Profile             Veth439                    ubuntu-2
n1000v#
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ポート プロファイルの確認 
次に、特定のポート プロファイルに関する拡張インターフェイス情報を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile expand-interface name UplinkProfile1

port-profile UplinkProfile1
Ethernet2/2
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 110-119
    no shutdown
n1000v#

    

次に、すべてのポート プロファイルに関する拡張インターフェイス情報を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile expand-interface

port-profile UplinkProfile1
Ethernet2/2
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 110-119
    no shutdown

port-profile UplinkProfile2
Ethernet2/3
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 117
    no shutdown
Ethernet2/4
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 117
    no shutdown

port-profile Ubuntu-Profile
Vethernet439
    switchport mode access
    switchport access vlan 118
    no shutdown
n1000v#

次に、すべてのポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示する例を示します。

n1000v# show running-config port-profile
port-profile type ethernet UplinkProfile1
  description "Profile for critical system ports"
  vmware port-group
  switchport mode access
  switchport access vlan 113
  switchport trunk native vlan 113
  channel-group auto mode on
  no shutdown
port-profile type vethernet UplinkProfile2
  vmware port-group
  vmware max-ports 5
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 112
  channel-group auto mode on sub-group cdp
  no shutdown
n1000v#
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ポート プロファイルの機能履歴
ポート プロファイルの機能履歴
ここでは、ポート プロファイルの機能履歴を示します。

機能名 リリース 機能情報

ポート プロファイル 4.0(4)SV1(1) この機能が追加されました。

vPC ホスト モード 4.0(4)SV1(2) 次のサポートが追加されました。

 • サブグループの手動作成 

 • MAC ピン接続による、ポート チャネルをサポートし

ないアップストリーム スイッチへの接続

MAC ピン接続 4.0(4)SV1(2) MAC-pinning コマンドを使用して、ポート チャネルをサ

ポートしないアップストリーム スイッチに接続できるよう

になりました。

静的ピン接続 4.0(4)SV1(2) vEthernet インターフェイス、コントロール VLAN、また

はパケット VLAN から特定のポート チャネル サブグルー

プに接続（またはピン接続）できるようになりました。

ポート プロファイル タイプ 4.0(4)SV1(2) ポート プロファイルがイーサネットまたは vEthernet タイ

プとして設定されるようになりました。デフォルトでは、

ポート プロファイルは vEthernet タイプとして作成されま

す。

[no] capability uplink コマンド 4.0(4)SV1(2) capability uplink コマンドが port-profile [type {ethernet 
| vethernet}] name コマンドに置き換えられました。ポー

ト プロファイルにアップリンク機能を設定するには、ポー

ト プロファイルをイーサネット タイプとして設定します。

no capability uplink コマンドは削除されました。

show running-config コマンド 4.0(4)SV1(2) このコマンドの出力は、次のように変更されました。

 • ポート プロファイル タイプ（イーサネットまたは 
vEthernet）を示します。

 • 任意で、すべてのポート プロファイルまたは特定の

ポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを

表示できます。

show port-profile name コマンド 4.0(4)SV1(2) このコマンドの出力は、ポート プロファイル タイプ、ピ

ン接続、およびチャネルグループ設定を示すようになりま

した。アップリンクとして使用されるポート プロファイル

はイーサネット タイプとして設定されるようになったた

め、アップリンク機能はこのコマンドの出力から削除され

ました。
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 P P E N D I X A

ポート プロファイルの設定上限 

ここでは、ポート プロファイル機能の設定上限を示します。

表 A-1 ポート プロファイルの設定上限 

ポート プロファイル機能 上限（DVS あたり）

上限（ホストあた

り）

vEthernet インターフェイス数 2000 216

vEthernet トランク数 256 8

ポート プロファイルあたりの 
vEthernet インターフェイス数

1024 —

ポート プロファイル数 256 —

ホストあたりのシステム プロファイル

数

16 —

プライベート VLAN 512 —
A-1
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