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はじめに
ここでは、次の項目について説明します。
• 対象読者, vii ページ
• 表記法, vii ページ
• Nexus 1000V シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料 , ix ページ
• マニュアルに関するフィードバック , x ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xi ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus デバイス の設定と保守を行う、経験豊富なネットワーク管理者を
対象としています。
このマニュアルは、次のような経験と知識を持つネットワーク管理者とサーバ管理者を対象とし
ています。
• 仮想化の知識
• VMware ソフトウェアを使用した仮想マシンの作成と VMware vSwitch の設定

（注）

VMware vNetwork Distributed Switch の知識は必要ありません。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
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はじめに
表記法

表記法

説明

bold

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび
キーワードです。

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま
たは引数）です。

[x | y]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。 角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択
すべき必須の要素を示しています。

variable

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体
が使用できない場合に使用されます。

string

引用符を付けない一組の文字。 string 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 string とみな
されます。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチ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 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
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。
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はじめに
Nexus 1000V シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

表記法

説明

!、#

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

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）

注意

「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。

「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。

Nexus 1000V シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
この項では、Cisco Nexus 1000V とともに使用されるマニュアルの一覧を示します。これらのマ
ニュアルは、Cisco.com の次に示す URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html
一般情報
『Cisco Nexus 1000V Documentation Roadmap』
『Cisco Nexus 1000V Release Notes』
『Cisco Nexus 1000V and VMware Compatibility Information』
インストール & アップグレード
『Cisco Nexus 1000V Installation and Upgrade Guide』
コンフィギュレーション ガイド
『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation Manager Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V Quality of Service Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide』
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ix

はじめに
マニュアルに関するフィードバック

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V vCenter Plugin Configuration Guide』
『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration Guide』
プログラミング ガイド
『Cisco Nexus 1000V XML API Configuration Guide』
リファレンス ガイド
『Cisco Nexus 1000V Command Reference』
『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』
『Cisco Nexus 1000V Resource Availability Reference』
トラブルシューティング & アラート
『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide』
『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Procedure』
『Cisco NX-OS System Messages Reference』
Virtual Services Appliance マニュアル
『Cisco Nexus Virtual Services Appliance』マニュアルは、http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/
tsd_products_support_series_home.html で入手できます。
Virtual Security Gateway マニュアル
『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch』マニュアルは、http://www.cisco.com/
en/US/products/ps11208/tsd_products_support_model_home.html で入手できます。
Virtual Wide Area Application Services（vWAAS）マニュアル
『Virtual Wide Area Application Services』マニュアルは、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/
tsd_products_support_series_home.html で入手できます。
ASA 1000V Cloud Firewall マニュアル
『ASA 1000V Cloud Firewall』マニュアルは、http://www.cisco.com/en/US/products/ps12233/tsd_products_
support_series_home.html で入手できます。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。 ご協力
をよろしくお願いいたします。
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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 Really Simple Syndication（RSS）フィードとして
購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配
信されるように設定することもできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、
RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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第

1

章

新機能および変更された機能に関する情報
この章は、次の内容で構成されています。
• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
ここでは、本マニュアルに追加および変更された内容をソフトウェア リリースごとに示します。
新機能またはコマンドの変更の詳細については、次のものを参照してください。
• 『Cisco Nexus 1000V Release Notes』
• 『Cisco Nexus 1000V Command Reference』
表 1：新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

対象リリース

ドキュメント名

ポート バインディング auto オプションを指定 4.2(1)SV1(4a)
してスタティック ポー
ト バインディングを設
定できます。

vEthernet ポート プロ
ファイルのポート バイ
ンディングの設定, （
27 ページ）

ポート バインディング dynamic [auto] オプショ 4.2(1)SV1(4a)
ンを指定してポート バ
インディングを設定で
きます。

vEthernet ポート プロ
ファイルのポート バイ
ンディングの設定, （
27 ページ）
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

対象リリース

ポート チャネル

4.2(1)SV1(4)
「ポート チャネルの
ポート プロファイルの
作成」の章は『Cisco
Nexus 1000V Interface
Configuration Guide』に
移動されました。

ドキュメント名
『Configuring Port
Channels』

ポート バインディング VMware ポート ID を割 4.2(1)SV1(4)
り当てる方法に影響を
与える vEthernet ポート
プロファイルのポート
バインディングを設定
できます。

vEthernet ポート プロ
ファイルのポート バイ
ンディングの設定, （
27 ページ）

ポート プロファイルの ユーザまたはユーザ グ 4.2(1)SV1(4)
可視性の制限
ループごとにポート プ
ロファイルの可視性を
制限します。

VSM でのポート プロ
ファイル可視性の制限,
（69 ページ）

mtu コマンドの追加

mtu コマンドは、アッ 4.2(1)SV1(4)
プリンク イーサネット
タイプのポート プロ
ファイルの system mtu
コマンドを置き換えま
す。

システム ポート プロ
ファイルの作成, （45
ページ）

system mtu コマンドの system mtu コマンドは 4.2(1)SV1(4)
削除
削除され、ポート プロ
ファイルの mtu コマン
ドで置き換えられまし
た。

システム ポート プロ
ファイルの作成, （45
ページ）

show port-profile
ポート プロファイルと 4.2(1)SV1(4)
sync-status コマンドの 同期しないインター
追加
フェイスを表示しま
す。

ポート プロファイル設
定の確認, （75 ペー
ジ）

show port-profile virtual ポート プロファイルの 4.2(1)SV1(4)
usage コマンドの追加 使用状況をインター
フェイス別に表示しま
す。

ポート プロファイル設
定の確認, （75 ペー
ジ）
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新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

対象リリース

アトミック継承

ポート プロファイル設 4.2(1)SV1(4)
定がメンバ インター
フェイスに適用されま
す。

アトミック継承につい
て, （9 ページ）

ポート プロファイルの 設定エラーが発生する 4.2(1)SV1(4)
ロール バック
と、ポート プロファイ
ルとメンバ インター
フェイスは前回正常起
動時の設定にロール
バックされます。

整合性のある設定への
ロールバックについて,
（9 ページ）

インターフェイスの検 設定エラーが発生する 4.2(1)SV1(4)
疫
と、インターフェイス
は正確な設定を維持す
るためにシャットダウ
ンされます。

インターフェイスの検
疫について, （9 ペー
ジ）

system mtu コマンド

このコマンドを使用す 4.0(4)SV1(3)
ると、Cisco Nexus
1000V に接続された
PNICのデフォルト以外
の MTU 設定を ESX
サーバのリブート後も
維持することができま
す。

システム ポート プロ
ファイルの作成, （45
ページ）

show running-config
port-profile

ポート プロファイル設 4.0(4)SV1(2)
定を表示する新しいコ
マンド。

ポート プロファイル設
定の確認, （75 ペー
ジ）

アップリンク ポート プ ポート プロファイルは 4.0(4)SV1(2)
ロファイル
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。

ドキュメント名

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』
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機能

説明

対象リリース

設定の制限

vEthernet インターフェ 4.0(4)SV1(2)
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。

ポート プロファイルの
設定上限, （81 ペー
ジ）

vPC ホスト モード

次のサポートが追加さ 4.0(4)SV1(2)
れました。

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』

• サブグループの手

ドキュメント名

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 Pinning

MAC-pinning コマンド 4.0(4)SV1(2)
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。

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』

静的ピン接続

vEthernet インターフェ 4.0(4)SV1(2)
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。

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』
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機能

説明

対象リリース

ドキュメント名

ポート プロファイル タ ポート プロファイルの 4.0(4)SV1(2)
イプ
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。

ポート プロファイルの
作成, （15 ページ）

[no] capability uplink コ capability uplink コマン 4.0(4)SV1(2)
ドが port-profile [type
マンド
{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。

ポート プロファイルの
作成, （15 ページ）

4.0(4)SV1(2)
show running-config コ このコマンドによっ
て、ポート プロファイ
マンド
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。

ポート プロファイル設
定の確認, （75 ペー
ジ）

show port-profile name このコマンドは、ポー 4.0(4)SV1(2)
コマンド
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。

ポート プロファイル設
定の確認, （75 ペー
ジ）

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 4.2(1)SV2(1.1)
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概要
この章は、次の内容で構成されています。
• ポート プロファイルとポート グループについて, 7 ページ
• ライブ ポリシー変更について, 8 ページ
• アップリンク プロファイルについて, 8 ページ
• ポート プロファイルの継承について , 9 ページ
• 整合性のあるポート プロファイル設定, 9 ページ

ポート プロファイルとポート グループについて
ポート プロファイルは、インターフェイス レベルのコンフィギュレーション コマンドの集合で
あり、これらを組み合わせると 1 つの完全なネットワーク ポリシーが作成されます。
ポート グループとは、ポート プロファイルの vCenter Server 上での表現です。 vCenter Server 上の
ポート グループはそれぞれ、Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルが 1 つ関連付けられま
す。 ネットワーク管理者によってポート プロファイルが設定されたら、サーバ管理者は 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。 vCenter
内のポート グループに 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割り
当てるのは、次のことを行うときです。
• 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
ポート プロファイルは、VSM 上に作成され、VMware VIM API を使用して VMware vCenter Server
に VMware ポート グループとして伝播されます。 伝播されると、ポート プロファイルは VMware
vSphere Client 内に表示され、仮想マシンの vNIC に適用できるようになります。

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 4.2(1)SV2(1.1)
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概要
ライブ ポリシー変更について

新規にプロビジョニングされた仮想マシンの電源投入時に、仮想マシンの vNIC ごとに 1 つの
vEthernet インターフェイスが Cisco Nexus 1000V 上に作成されます。 vEthernet は、選択されたポー
ト プロファイルの定義を継承します。

ライブ ポリシー変更について
ポートプロファイルは、スタティックエンティティではなく、ネットワークのニーズの変化に合
わせて変更できるダイナミック ポリシーです。 アクティブ ポート プロファイルへの変更は、そ
のプロファイルを使用している各スイッチポートに適用されます。これによって、新しいネット
ワーク ポリシーを適用するか、または既存のポリシーを変更するプロセスが簡略化されます。

アップリンク プロファイルについて
ポート プロファイルは、VMware ESX ホスト内の物理 NIC も管理します。 ポート プロファイル
を定義するときに、ネットワーク管理者はそのプロファイルを vEthernet インターフェイスと物理
NIC のどちらの管理に使用するかを決定します。 デフォルトでは、ポート プロファイルは vEthernet
管理に使用するものと見なされます。
物理 NIC に使用するポート プロファイルを定義するには、ネットワーク管理者はイーサネット
タイプとしてプロファイルを作成する必要があります。 このオプションが使用される場合、ポー
ト プロファイルはサーバ管理者が VMware ESX サーバ内の物理 NIC に適用するためだけに使用で
きます。

（注）

複数のイーサネット ポート プロファイルを同じ VEM 上でアクティブにしているインストー
ル環境では、同じ VLAN を伝送しないことを推奨します。 許可されている VLAN のリスト
は、相互に排他的であることが必要です。
重複した VLAN を設定することはできますが、ネットワークでは重複したパケットを仮想マ
シンで受信する原因となることがあります。
アップリンク ポート プロファイルは、VMware ESX ホストが Cisco Nexus 1000V に最初に追加さ
れたときに物理 NIC に適用されます。 サーバ管理者は、表示されたダイアログボックスで次の選
択を行います。
• VEM と関連付ける物理 NIC
• 物理 NIC と関連付けるアップリンク ポート プロファイル
また、サーバ管理者は、ホストがスイッチに追加された後で VEM に追加されたインターフェイ
スにアップリンク ポート プロファイルを適用できます。

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 4.2(1)SV2(1.1)
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ポート プロファイルの継承について
既存のポートプロファイルからの設定を、別のポートプロファイルのデフォルト設定として適用
できます。 これは継承と呼ばれます。 親の設定が子ポート プロファイルにコピーされ、保存さ
れます。子ポートプロファイルで属性を明示的に設定することによって継承を上書きすることも
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することもできます。削除すると、ポートプロ
ファイルは、直接設定されたものを除いてデフォルト設定に戻ります。
詳細については、ポート プロファイル継承の設定, （37 ページ）を参照してください。

整合性のあるポート プロファイル設定
アトミック継承について
1 つのポート プロファイル内のインターフェイス間で一貫した設定を維持するために、ポート プ
ロファイル設定全体がメンバ インターフェイスに適用されます（継承と呼ばれることもありま
す）。 これは、Release 4.2(1)SV1(4) の新機能であり、この概念は「アトミック継承」と呼ばれま
す。 以前の Cisco Nexus 1000V リリースでは、ポート プロファイルから適用可能な設定はどれで
もインターフェイスに適用されており、適用不可能な設定は無視されていました。

整合性のある設定へのロールバックについて
ポート プロファイルの設定を更新すると、メンバ インターフェイスも更新されます。 設定が失
敗した場合、ポート プロファイルとメンバ インターフェイスはポート プロファイルの前回正常
起動時の設定にロールバックされます。

インターフェイスの検疫について
インターフェイスは、ポート プロファイルの設定が誤っているときに区別されてシャットダウン
されます。 これは、Release 4.2(1)SV1(5.1) の新機能で、インターフェイスの検疫と呼ばれます。
インターフェイスが検疫される場合、ポート プロファイルへのマッピングは保持されますが、no
shutdown コマンドを使用して明示的に起動するまで、管理上のシャット ダウン状態です。 ポート
プロファイル コンフィギュレーションにまだ誤りがある場合は、インターフェイスは再度シャッ
トダウンされます。
作成したポート プロファイルにコマンド エラーがある場合、たとえばプライベート VLAN マッ
ピング エラーまたはサービス ポリシー マップのエラーがある場合は、インターフェイスにこの
ポートプロファイルを適用しようとするとインターフェイスがシャットダウンします。エラーは
インターフェイスにコピーされず、システム メッセージがエラーの詳細を使用して生成されま
す。この場合、ポートプロファイルのエラーを修正して、インターフェイスをサービス状態に戻

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 4.2(1)SV2(1.1)
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インターフェイスの検疫について

し、修正されたポートプロファイルをインターフェイスに適用する必要があります。詳細につい
ては、『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide』を参照してください。
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ポート プロファイルの作成
この章は、次の内容で構成されています。
• ポート プロファイルについて, 11 ページ
• ポート プロファイル作成に関する注意事項と制約事項, 13 ページ
• デフォルト設定, 14 ページ
• ポート プロファイルの設定, 15 ページ
• ポート モードの設定, 18 ページ
• vEthernet ポート プロファイル設定のポート バインディング, 25 ページ
• ポート プロファイルのイネーブル化, 31 ページ
• ポート プロファイルの削除, 33 ページ
• ポート プロファイル作成に関する標準, 34 ページ
• ポート プロファイルの機能履歴, 34 ページ

ポート プロファイルについて
ポート プロファイルのステートについて
次の表に、ポート プロファイルの動作を示します。
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vEthernet ポート バインディングについて

ステート

動作

ディセーブル（デフォルト）

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 グループ属性が設定されて
いる場合は、ポート グループが vCenter
Server 上に作成される。

vEthernet ポート バインディングについて
vEthernet ポート プロファイルのスタティック、ダイナミック、またはエフェメラル ポート バイ
ンディングを設定できます。 次の表に、ポートが VMware ポート グループ内で割り当てられる方
法をこの設定がどのように制御するかを示します。
タイプ

動作

スタティック（デ
フォルト）

DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当てたときにポート
グループ プールから割り当てられます。 DVPortID は、ネットワーク アダ
プタが存続する間、存続します。 ポート グループのポート数は固定です。

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 4.2(1)SV2(1.1)
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タイプ

動作

ダイナミック

DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マシンの電源がオン
になったときに、NIC が接続状態である場合だけです。 DVPortID は仮想
マシンの電源がオフになるか、または仮想マシンの NIC の接続が切断され
ると解放されます。 仮想マシンの接続先のポート グループでダイナミッ
ク バインディングが設定されている場合は、電源のオンとオフは VMware
vCenter Server を通して行う必要があります。
ダイナミック バインディングを使用できるのは、使用可能なポート数より
も多くの仮想マシンがあるが、使用可能なポート数よりも多くの仮想マシ
ンをアクティブにする計画がない場合です。 たとえば、300 個の仮想マシ
ンと 100 個のポートがあるが、一度に 90 個を超える仮想マシンをアクティ
ブにすることがない場合は、ダイナミック バインディングがポート グルー
プに適しています。

エフェメラル

VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポートに割り当てられ
ます。 ポートは、VM が稼働中の間、この同じ DVPortID を保持します。
使用可能なすべての DVS ポートは共有されます。 ポートは、ポート グ
ループ プールから割り当てられるのではありません。
（注）

システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルの割
り当てを変更したときに、いずれかのポート プロファイルがエ
フェメラル ポート バインディングに設定されている場合は、そ
のインターフェイス上の手動設定が削除されます。 手動設定を
削除するこの処理は自動削除の設定に関係なく発生します。 svs
veth auto-config-purge の設定の詳細については、『Cisco Nexus
1000V Interface Configuration Guide』を参照してください。

ポート プロファイル作成に関する注意事項と制約事項
• ポート プロファイルをイーサネット タイプまたは vEthernet タイプとして作成した後で、タ
イプを変更することはできません。
• 複数のイーサネット ポート プロファイルを同じ VEM 上でアクティブにしているインストー
ル環境では、同じ VLAN を伝送しないことを推奨します。 許可されている VLAN のリスト
は、相互に排他的であることが必要です。 重複した VLAN を設定することはできますが、
ネットワークでは重複したパケットを仮想マシンで受信する原因となることがあります。
• ポート プロファイル定義と、インターフェイスに適用される内容との整合性を維持するため
に、ポート プロファイルの変更がいずれかのポートによって拒否された場合は、その変更が
ポート プロファイルでも拒否されます。
• 作成したポート プロファイルにコマンド エラーがある場合、たとえばプライベート VLAN
マッピング エラーまたはサービス ポリシー マップのエラーがある場合は、インターフェイ
スにこのポート プロファイルを適用しようとするとインターフェイスがシャットダウンしま
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デフォルト設定

す。 エラーはインターフェイスにコピーされず、システム メッセージがエラーの詳細を使
用して生成されます。 この場合、ポート プロファイル内のエラーを修正する必要がありま
す。 その後で、インターフェイスをサービス状態に戻し、修正済みのポート プロファイル
を適用します。使用するコマンド シーケンスは次のとおりです。
1 no shutdown
2 default shutdown
詳細については、『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide』を参照してください。
• MTU は、アップリンク、イーサネット タイプのポート プロファイルに対してだけ設定でき
ます。
• イーサネット ポート プロファイルの MTU を設定すると、ESX ホストで次のエラーが発生す
る可能性があります。
2010 Nov 15 04:35:27 my-n1k %VEM_MGR-SLOT3-1-VEM_SYSLOG_ALERT: vssnet :
sf_platform_set_mtu: Failed setting MTU for VMW port with portID 33554475.

この場合、設定した MTU 値は VEM 物理 NIC ではサポートされません。 PNIC でサポートさ
れる MTU の詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。
• ポート プロファイルを設定する前に、Cisco Nexus 1000V ソフトウェアの初期設定を行う必
要があります。 詳細については、『Cisco Nexus 1000V Installation and Upgrade Guide』を参照
してください。
• Cisco Nexus 1000V は vCenter Server に接続する必要があります。

デフォルト設定
次の表に、ポート プロファイル設定のデフォルト設定を示します。
パラメータ

デフォルト

capability l3control

No

description

-

administrative state

すべてのポートがディセーブル

switchport mode（access または trunk）

access

system vlan vlan_list

-

type

vethernet

access port vlan

VLAN 1

max-ports

32
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パラメータ

デフォルト

min-ports

32

vmware port-group name

ポート プロファイル名

vEthernet port-bindings

スタティック

ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの作成
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• 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ること。
• このポート プロファイルに必要な特性を確認していること。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type {ethernet | vethernet}] ンフィギュレーション モードを開始します。 ポート プ
name
ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され
ます。
• name：ポート プロファイル名は、最大 80 文字で、
Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルごとに
一意である必要があります。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイーサ
ネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、
タイプは変更できません。 デフォルトは vEthernet
タイプです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして
定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ
ネット）ポートに使用できます。 vCenter Server で
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コマンドまたはアクショ
ン

目的
は、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 プロファイルを Ethernet タイプと
して設定すると、VMware 仮想ポートの設
定には使用できなくなります。

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
description
profile_description

（任意）
ポート プロファイルに ASCII 文字で 80 文字までの説明
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。

ステップ 4

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステップ 5

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

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。
switch(config)# port-profile type ethernet AllAccess1
switch(config-port-prof)# description all_access
switch(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:
switch(config-port-prof)#

VMware 属性の設定
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
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• 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ること。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コン
[type {ethernet |
フィギュレーション モードを開始します。 ポート プロ
vethernet}] name
ファイルがない場合は、次の特性を使用して作成されま
す。
• name：ポート プロファイル名は、最大 80 文字で、
Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルごとに一
意である必要があります。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイーサ
ネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、タ
イプは変更できません。 デフォルトは vEthernet タイ
プです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定
義すると、ポート プロファイルを物理（イーサネッ
ト）ポートに使用できます。 vCenter Server では、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）

ステップ 3

ステップ 4

ポート プロファイルを Ethernet タイプとし
て設定すると、VMware 仮想ポートの設定
には使用できなくなります。

switch(config-port-prof)#
vmware port-group
[pg_name]

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。

switch(config-port-prof)#
max-ports num

この非アップリンク 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。 デフォルトは 32 ポート
です。

ここで名前を指定しない限り、ポート プロファイルは、
同じ名前の VMware ポート グループにマッピングされま
す。 VSM を vCenter サーバに接続すると、ポート グルー
プは、その vCenter サーバ上の仮想スイッチに配信されま
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。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 5

switch(config-port-prof)# （任意）
show port-profile [brief | 確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
expand-interface | usage]
[name profile-name]

ステップ 6

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

ポート モードの設定
VLAN の範囲
IEEE 802.1Q 標準に従って、最大 4094 個の VLAN がサポートされます。 次の表に、使用可能な
VLAN 範囲および用途について説明します。
表 2：VLAN の範囲

VLAN 番号

範囲

用途

1

標準

シスコのデフォルトです。 こ
の VLAN は使用できますが、
変更や削除はできません。

2 ～ 1005

標準

これらの VLAN は、作成、使
用、変更、削除できます。

1006 ～ 4094

拡張

これらの VLAN は、作成、命
名、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
ブになります。
• VLAN は常にイネーブル
になります。
これらの VLAN はシャットダ
ウンできません。
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VLAN 番号

範囲

用途

3968 ～ 4047 および 4094

内部割り当て

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。 内部使用に予約された
ブロック内の VLAN の作成、
削除、変更はできません。

トランキング プロファイルの設定
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• ポート プロファイルの作成, （15 ページ）の手順を使用してポート プロファイルが作成さ
れていること。
• このポート プロファイルに必要な VLAN 設定がわかっていること。それはトランク モード
で使用するためのものであること。
• ポート プロファイルに割り当てる VLAN がスイッチ上で事前に作成されていること。
• ポート モードの設定で説明されている、サポートされる VLAN 範囲がわかっていること。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 switch# configure terminal 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 switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コン
[type {ethernet |
フィギュレーション モードを開始します。 ポート プロ
vethernet}] name
ファイルがない場合は、次の特性を使用して作成されま
す。
• name：ポート プロファイル名は、最大 80 文字で、
Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルごとに一
意である必要があります。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイーサ
ネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、タ
イプは変更できません。 デフォルトは vEthernet タイ
プです。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定
義すると、ポート プロファイルを物理（イーサネッ
ト）ポートに使用できます。 vCenter Server では、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）

ステップ 3 switch(config-port-prof)#
switchport mode trunk

ポート プロファイルを Ethernet タイプとし
て設定すると、VMware 仮想ポートの設定
には使用できなくなります。

インターフェイスがトランキング ポートとして使用され
るものであることを指定します。
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。

ステップ 4 switch(config-port-prof)# no 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
shutdown
ブルにします。
ステップ 5 switch(config-port-prof)#
switchport trunk allowed
vlan {allowed-vlans | add
add-vlans | except
except-vlans | remove
remove-vlans | all | none}

（任意）
ポート プロファイルをトランキングとして指定し、その
ポート プロファイルへの VLAN アクセスを次のように定
義します。
• allowed-vlans：ポート上で許可される VLAN ID を定
義します。
• add：ポート上で許可される VLAN ID のリストに追
加する VLAN ID を一覧表示します。
• except：ポート上で許可されない VLAN ID を一覧表
示します。
• remove：ポートからアクセスを削除する VLAN ID を
一覧表示します。
• all：同時に例外も指定されない限り、すべての VLAN
ID がポート上で許可されることを示します。
• none：どの VLAN ID もポート上で許可されないこと
を示します。
（注）

許可される VLAN を設定しない場合は、デフォ
ルトの VLAN 1 が許可される VLAN として使用
されます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 6 switch(config-port-prof)#
switchport trunk native
vlan vlan-id

（任意）
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。
ネイティブ VLAN を設定しない場合、デフォルトの VLAN
1 がネイティブ VLAN として使用されます。

ステップ 7 switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステップ 8 switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保存
し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーし
て再起動します。

次の例では、トランキング ポート プロファイルを設定し、すべての VLAN を許可し、VLAN 3 を
ネイティブ VLAN として設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile TrunkProf
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan all
switch(config-port-prof)# switchport trunk native vlan 3
switch(config-port-prof)# show port-profile name TrunkProf
port-profile TrunkProf
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:
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 3
switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 3
switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
assigned interfaces:
switch(config-port-prof)#
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アクセス プロファイルの設定
アクセス ポートは、パケットを、1 つのタグなし VLAN 上だけで送信します。 VLAN を指定する
と、その VLAN 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 1 のトラフィックだけを伝送します。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type {ethernet | vethernet}] ンフィギュレーション モードを開始します。 ポート プ
name
ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され
ます。
• name：ポート プロファイル名は、最大 80 文字で、
Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルごとに
一意である必要があります。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイー
サネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、
タイプは変更できません。 デフォルトは vEthernet
タイプです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして
定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ
ネット）ポートに使用できます。 vCenter Server で
は、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）

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
switchport mode access

ポート プロファイルを Ethernet タイプと
して設定すると、VMware 仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

インターフェイスがトランキング ポートとして使用され
るものであることを指定します。
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。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# no 管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートをイ
shutdown
ネーブルにします。
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ステップ 5

コマンドまたはアクショ
ン

目的

switch(config-port-prof)#
switchport access vlan
[vlan-id-access]

（任意）
このポート プロファイルにアクセス VLAN ID を割り当
てます。
（注）

VLAN ID を指定しない場合、VLAN 1 が自動
的に使用されます。

ステップ 6

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステップ 7

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

この例では、スイッチ アクセス ポートを指定してポート プロファイルを設定し、ポートをイネー
ブルにしてから、アクセス VLAN を追加する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 300
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
description: allaccess4
type: vethernet
status: disabled
capability l3control: no
pinning control-vlan: pinning packet-vlan: system vlans: none
port-group: AccessProf
max ports: 5
inherit:
config attributes:
switchport mode access
switchport access vlan 300
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport mode access
switchport access vlan 300
no shutdown
assigned interfaces:
switch(config-port-prof)#

ポート管理ポリシーのクリア
この手順を使用すると、既存のポート プロファイル設定から次のポート管理ポリシーのいずれか
を削除できます。
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• shutdown
• switchport mode

（注）

属性のコンフィギュレーションを削除すると、その属性は、show コマンドの出力に表示され
なくなります。

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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

switch(config)# port-profile
name

名前付きポート プロファイルのポート プロファイ
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

default {shutdown | switchport shutdown または switchport mode のコンフィギュ
mode}
レーションをポート プロファイルから削除しま
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

switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示しま
expand-interface | usage] [name す。
profile-name]

ステップ 5

switch(config-port-prof)# copy
running-config startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
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、変更を永続的に保存します。

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。
switch# configure treminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# default shutdown
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
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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:
switch(config-port-prof)#

vEthernet ポートプロファイル設定のポートバインディン
グ
デフォルト ポート バインディング タイプの設定
この手順を使用すると、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルにデフォルトで適用される
ポート バインディングのタイプ（スタティック、ダイナミック、またはエフェメラル）を設定で
きます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、次のことを確認または実行する必要があります。
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• すべての新しい vEthernet ポート プロファイルのデフォルトとして使用するポート バインディ
ングのタイプ（スタティック、ダイナミック、またはエフェメラル）がわかっていること。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステッ
プ1

switch# configure
terminal

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

switch(config)#
デフォルト ポート バインディング タイプを設定します。これ
port-profile default
は、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルに自動的に
port-binding {static
適用されます（明示的に設定される場合を除く）。
[auto] dynamic [auto] |
• Static：
ephemeral}
DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当て
たときにポート グループ プールから割り当てられます。
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ポート プロファイルの作成
デフォルト ポート バインディング タイプの設定

コマンドまたはアク
ション

目的
DVPortID は、ネットワーク アダプタが存続する間、存続
します。 ポート グループのポート数は固定です。
auto オプションを指定した場合は、Cisco Nexus 1000V に
よってポート プロファイルは min-ports と max-ports の両
方を指定して作成されます。これらは、最初にグローバル
デフォルトから継承され、ユーザが後で定義し直すことが
できます。 auto オプションを指定してバインディング タ
イプを設定すると、Cisco Nexus 1000V は、vCenter サーバ
で作成されるプロファイルあたりのポート数を、ポート
グループの使用に基づいて調整します。
• Dynamic：
DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マシ
ンの電源がオンになったときに、NIC が接続状態である場
合だけです。 DVPortID は仮想マシンの電源がオフになる
か、または仮想マシンの NIC の接続が切断されると解放
されます。
ダイナミック バインディングの auto オプションの効果
は、スタティック バインディングの説明のとおりです。
• Ephemeral：
VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポート
に割り当てられます。 ポートは、VM が稼働中の間、こ
の同じ DVPortID を保持します。 使用可能なすべての DVS
ポートは共有されます。 ポートは、ポート グループ プー
ルから割り当てられるのではありません。

ステッ
プ3

switch(config-port-prof)# （任意）
show running-config
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステッ
プ4

switch(config-port-prof)# （任意）
copy running-config
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションを
startup-config
スタートアップ コンフィギュレーションにコピーして、変更を
永続的に保存します。

次の例では、作成されるすべての新しい vEthernet ポート プロファイルのデフォルトとしてダイナ
ミック ポート バインディング タイプを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile default port-binding dynamic
switch(config-port-prof)#
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ポート プロファイルの作成
vEthernet ポート プロファイルのポート バインディングの設定

vEthernet ポート プロファイルのポート バインディングの設定
この手順を使用すると、既存の vEthernet ポート プロファイルのポート バインディングのタイプ
（スタティック、ダイナミック、またはエフェメラル）を設定できます。

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• ポート プロファイルの作成, （15 ページ）を使用して vEthernet ポート プロファイルが作成
されていること。
• この vEthernet ポート プロファイルに適用するポート バインディングのタイプ（スタティッ
ク、ダイナミック、またはエフェメラル）がわかっていること。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステッ
プ1

switch# configure
terminal

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

switch(config)#
指定した vEthernet ポート プロファイルのポート プロファイ
port-profile [type
ル コンフィギュレーション モードを開始します。
{vethernet}] profile-name

ステッ
プ3

switch(config-port-prof)# デフォルト ポート バインディング タイプを設定します。こ
port-binding {static
れは、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルに自動
[auto] dynamic [auto] | 的に適用されます（明示的に設定される場合を除く）。
ephemeral}
• Static：
DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当
てたときにポート グループ プールから割り当てられま
す。 DVPortID は、ネットワーク アダプタが存続する
間、存続します。 ポート グループのポート数は固定で
す。
◦ auto：ポート プロファイルは min-ports と max-ports
の両方を指定して作成されます。これらは、最初に
グローバル デフォルトから継承され、ユーザが後
で定義し直すことができます。 auto オプションを
指定してバインディングタイプを設定すると、Cisco
Nexus 1000V は、vCenter サーバで作成されるプロ
ファイルあたりのポート数を、ポート グループの
使用に基づいて調整します。
• Dynamic：
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ポート プロファイルの作成
ダイナミックまたはスタティック ポート バインディングを指定したポート プロファイルの設定

コマンドまたはアク
ション

目的
DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マ
シンの電源がオンになったときに、NIC が接続状態であ
る場合だけです。 DVPortID は仮想マシンの電源がオフ
になるか、または仮想マシンの NIC の接続が切断される
と解放されます。
◦ 上記の auto オプションを参照してください。
• Ephemeral：
VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポー
トに割り当てられます。 ポートは、VM が稼働中の間、
この同じ DVPortID を保持します。 使用可能なすべての
DVS ポートは共有されます。 ポートは、ポート グルー
プ プールから割り当てられるのではありません。

ステッ
プ4

switch(config-port-prof)# （任意）
show port-profile [name 確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
profile-name]

ステッ
プ5

switch(config-port-prof)# （任意）
copy running-config
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーション
startup-config
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、変
更を永続的に保存します。

次の例では、target-pp という名前の既存のポート プロファイルのダイナミック ポート バインディ
ング タイプを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile target-pp
switch(config-port-prof)# port-binding dynamic
switch(config-port-prof)#

ダイナミックまたはスタティック ポート バインディングを指定した
ポート プロファイルの設定
この手順を使用すると、ポート プロファイル（スタティックまたはダイナミック）を、auto オプ
ションを指定して、または指定せずに設定できます。

はじめる前に
EXEC モードで CLI にログインしていること。
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ダイナミックまたはスタティック ポート バインディングを指定したポート プロファイルの設定

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステッ
プ1

switch# configure
terminal

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

switch(config)#
port-profile [type
{vethernet}]
profile-name

指定した vEthernet ポート プロファイルのポート プロファイ
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステッ
プ3

switch(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
vmware port-group
ます。
[pg_name]
ここで名前を指定しない限り、ポート プロファイルは、同じ
名前の VMware ポート グループにマッピングされます。 VSM
を vCenter サーバに接続すると、ポート グループは、その
vCenter サーバ上の仮想スイッチに配信されます。

ステッ
プ4

switch(config-port-prof)# デフォルト ポート バインディング タイプを設定します。これ
port-binding {static
は、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルに自動的に
[auto] dynamic [auto] | 適用されます（明示的に設定される場合を除く）。
ephemeral}
• Static：
DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当
てたときにポート グループ プールから割り当てられま
す。 DVPortID は、ネットワーク アダプタが存続する間、
存続します。 ポート グループのポート数は固定です。
◦ auto：ポート プロファイルは min-ports と max-ports
の両方を指定して作成されます。これらは、最初に
グローバル デフォルトから継承され、ユーザが後で
定義し直すことができます。 auto オプションを指
定してバインディング タイプを設定すると、Cisco
Nexus 1000V は、vCenter サーバで作成されるプロ
ファイルあたりのポート数を、ポート グループの使
用に基づいて調整します。
• Dynamic：
DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マシ
ンの電源がオンになったときに、NIC が接続状態である
場合だけです。 DVPortID は仮想マシンの電源がオフに
なるか、または仮想マシンの NIC の接続が切断されると
解放されます。
◦ 上記の auto オプションを参照してください。
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ポート プロファイルの作成
ダイナミックまたはスタティック ポート バインディングを指定したポート プロファイルの設定

コマンドまたはアク
ション

目的
• Ephemeral：
VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポート
に割り当てられます。 ポートは、VM が稼働中の間、こ
の同じ DVPortID を保持します。 使用可能なすべての
DVS ポートは共有されます。 ポートは、ポート グルー
プ プールから割り当てられるのではありません。

ステッ
プ5

switch(config-port-prof)# この非アップリンク ポート プロファイルに割り当てられる
max-ports number
ポートの最大数を指定します。 デフォルト値は、ポート プロ
ファイルの作成時のグローバル デフォルトです。
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。
有効な範囲は 1 ～ 1024 です。
（注）

ステッ
プ6

min-ports より小さい値に設定しないでくださ
い。

switch(config-port-prof)# この非アップリンク ポート プロファイルに割り当てられる
min-ports number
ポートの最小数を指定します。 デフォルト値は、ポート プロ
ファイルの作成時のグローバル デフォルトです。
有効な範囲は 1 ～ 1024 です。
（注）

max-ports より大きい値に設定しないでくださ
い。

ステッ
プ7

switch(config-port-prof)# ポート プロファイルをイネーブルにし、割り当てられたポー
state enabled
トに設定を適用します。 ポート プロファイルが VMware ポー
ト グループである場合、そのポート グループは vCenter サー
バ上の vSwitch 内に作成されます。

ステッ
プ8

switch(config-port-prof)# （任意）
copy running-config
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーション
startup-config
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、変
更を永続的に保存します。

次に、dynamic auto ポート バインディング タイプを設定する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type vethernet dynamic_auto_pp
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# port-binding dynamic auto
switch(config-port-prof)# max-ports 128
switch(config-port-prof)# min-ports 64
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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vCenter Server 上のポート バインディングの確認
はじめる前に
ホスト上の vCenter Server にログインしていること。

手順
[Networking] タブの DVS から、ポート グループを選択し、[Summary] タブをクリックします。
図 1：vSphere Client の [Summary] タブ ウィンドウ

[Summary] タブの [General] セクションに、このポート グループのポート バインディングのタイプ
が表示されます。

ポート プロファイルのイネーブル化
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• ポート プロファイルの作成, （15 ページ）を使用してポート プロファイルが作成されてい
ること。
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ポート プロファイルの作成
ポート プロファイルのイネーブル化

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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

switch(config)# port-profile [type 指定した vEthernet ポート プロファイルのポート
{vethernet}] profile-name
プロファイル 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

switch(config-port-prof)# state
enabled

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show
確認のためにコンフィギュレーションを表示し
port-profile [brief |
ます。
expand-interface | usage] [name
profile-name]

ステップ 5

switch(config-port-prof)# copy
running-config startup-config

ポート プロファイルをイネーブルにし、割り当
てられたポートに設定を適用します。 ポート プ
ロファイルが VMware ポート グループである場
合、そのポート グループは vCenter サーバ上の
vSwitch 内に作成されます。

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
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、変更を永続的に保存しま
す。

次の例では、ポート プロファイルをイネーブルにする方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(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:
switch(config-port-prof)#
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ポート プロファイルの削除

ポート プロファイルの削除
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• 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。 継承されたポリシーのポート プロファ
イルからの削除, （41 ページ）を参照してください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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

switch(config)# show
port-profile virtual usage
name profile_name

（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）

ステップ 3

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。

switch(config)# no port-profile ポート プロファイル設定および動作設定を削除しま
profile_name
す。
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。

ステップ 4

switch(config)# show
port-profile [name
profile-name]

ステップ 5

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

次に、ポート プロファイルを削除する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# show port-profile virtual usage name AccessProf
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ポート プロファイルの作成
ポート プロファイル作成に関する標準

-------------------------------------------------------------------------------Port Profile
Port
Adapter
Owner
-------------------------------------------------------------------------------n1kv-uplink0
Po1
Eth3/2
vmnic1
localhost.
Eth3/3
vmnic2
localhost.
vlan1767
Veth7
Net Adapter 1 all-tool-7
AccessProf
vEth12
vmnic1
localhost.
switch(config)# no port-profile AccessProf
switch(config)# show port-profile name AccessProf
ERROR: port-profile AccessProf does not exist
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)#

ポート プロファイル作成に関する標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の
サポートは変更されていません。

ポート プロファイルの機能履歴
機能名

リリース

機能情報

ポート バインディング

4.2(1)SV1(4a)

auto オプションを指定してスタ
ティック ポート バインディン
グを設定できます。

ポート バインディング

4.2(1)SV1(4a)

dynamic [auto] オプションを指
定してポート バインディング
を設定できます。

アトミック継承

4.2(1)SV1(4)

ポート プロファイル設定がメ
ンバ インターフェイスに適用
されます。

ポート プロファイルのロール
バック

4.2(1)SV1(4)

設定エラーが発生すると、ポー
ト プロファイルとメンバ イン
ターフェイスは前回正常起動時
の設定にロールバックされま
す。

インターフェイスの検疫

4.2(1)SV1(4)

設定エラーが発生すると、イン
ターフェイスは正確な設定を維
持するためにシャットダウンさ
れます。
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機能名

リリース

機能情報

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。

ポート プロファイル

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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ポート プロファイル継承の設定
この章は、次の内容で構成されています。
• ポート プロファイルの継承について, 37 ページ
• ポート プロファイル継承の設定に関する注意事項と制約事項, 39 ページ
• ポート プロファイルからの設定の継承, 39 ページ
• 継承されたポリシーのポート プロファイルからの削除, 41 ページ

ポート プロファイルの継承について
既存のポートプロファイルからの設定を、別のポートプロファイルのデフォルト設定として適用
できます。 これは継承と呼ばれます。 親ポート プロファイルの設定が子ポート プロファイルに
コピーされ、保存されます。子ポートプロファイルで属性を明示的に設定することによって継承
を上書きすることもできます。
表 3：ポート プロファイル継承の設定

継承の可否
ポート プロファイル設定

Yes

No

acl

○

capability iscsi-multipath

○

capability l3 control

○

channel group

○

default（特性をデフォルトにリ
セット）

○
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継承の可否
ポート プロファイル設定

Yes

No

description

○

inherit

○

interface state（shut/no shut）

○

mtu

○

name

○

netflow

○

pinning

○

port security

○

private vlan configuration

○

qos policy

○

service-port

○

state（enabled または disabled）
switchport mode（access または
trunk）

○
○

system vlan vlan list

○

virtual-service-domain

○

vlan configuration

○

vmware max-ports

○

vmware port-group name

○
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ポートプロファイル継承の設定に関する注意事項と制約
事項
• 継承されたポート プロファイルは、Cisco Nexus 1000V CLI を使用して変更したり、インター
フェイスから削除したりできません。 このような操作は、vCenter Server を使用する場合だ
け実行できます。
• 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。 これは、システム管理者によって割り当てられた VMware ポー
ト グループを作成元のポート プロファイルと比較することによって行います。
• ポート プロファイルの設定を直接変更すると、その設定は継承された設定よりも優先されま
す。
• また、ポート プロファイルの継承を明示的に削除することもできます。削除すると、ポート
プロファイルは、直接設定されたものを除いてデフォルト設定に戻ります。 詳細について
は、継承されたポリシーのポート プロファイルからの削除, （41 ページ）を参照してくださ
い。
• Cisco 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 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。
• Cisco Nexus 1000V は vCenter Server に接続する必要があります。
• 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。

ポート プロファイルからの設定の継承
この手順を使用すると、既存のポート プロファイルからの設定を別のポート プロファイルのデ
フォルト設定として適用することができます。
表 3：ポート プロファイル継承の設定, （37 ページ）に示すポート プロファイルの特性と、これ
らが継承できるかどうかを理解しているものとします。

ヒント

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。

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• 使用する設定が定義されているポート プロファイルを特定するには、show port profiles コマ
ンドを使用して既存のポート プロファイルを表示します。
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手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type {ethernet | vethernet}] ンフィギュレーション モードを開始します。 ポート プ
name
ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され
ます。
• name：ポート プロファイルの名前は最大 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。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイー
サネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、
タイプは変更できません。 デフォルトは vEthernet
タイプです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして
定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ
ネット）ポートに使用できます。 vCenter Server で
は、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 プロファイルを Ethernet タイプと
して設定すると、VMware 仮想ポートの設
定には使用できなくなります。

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
inherit port-profile name

指定したプロファイルの継承された設定を、デフォルト
設定として追加します。

ステップ 4

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステップ 5

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

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。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AllAccess2
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switch(config-port-prof)# inherit port-profile AllAccess1
switch(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:
switch(config-port-prof)#

継承されたポリシーのポート プロファイルからの削除
継承とは無関係に設定されたポリシーは、継承を削除しても削除されません。 継承だけによって
設定されたポリシーだけが削除されます。

はじめる前に
コンフィギュレーション モードで CLI にログインします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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

switch(config)# show port-profile （任意）
virtual usage name profile_name 指定したポート プロファイルの、継承されたポ
リシーを表示します。

ステップ 3

switch(config)# port-profile name 名前付きポート プロファイルのポート プロファ
イル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# no
継承されたポリシーを、指定したポートプロファ
inherit port-profile profile_name イルから削除します。
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 5

switch(config-port-prof)# show
（任意）
port-profile virtual usage name 削除の確認のために、継承されたポリシーを表示
profile_name
します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

switch(config-port-prof)# copy
running-config startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
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、変更を永続的に保存しま
す。

次の例では、継承されたポリシーをポート プロファイルから削除する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# show port-profile virtual usage name AccessProf
switch(config)# port-profile Access4
switch(config-port-prof)# no inherit port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# show port-profile virtual usage name AccessProf
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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システム ポート プロファイルの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• システム ポート プロファイルの概要, 43 ページ
• システム ポート プロファイルに関する注意事項と制約事項, 44 ページ
• システム ポート プロファイルの作成, 45 ページ
• ポートからのシステム VLAN の削除, 48 ページ
• トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN の変更, 48 ページ
• アクセス モードのポート プロファイルのシステム VLAN の変更, 52 ページ
• システム ポート プロファイルの機能履歴, 55 ページ

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、VEM が VSM と通信する前に設定されている必要がある、これ
らのポートと VLAN の確立および保護が目的です。
この理由から、次のポートでシステム VLAN を使用する必要があります。
• VSM と通信するアップリンク内のコントロール VLAN とパケット VLAN。
• VMWare vCenter Server 接続、SSH、または Telnet 接続に使用されるアップリンクおよび
VMware カーネル NIC 内の管理 VLAN。
• アップリンクおよび VMware カーネル NIC（iSCSI またはネットワーク ファイル システムの
ために使用される）内の VM ファイル システム アクセスのために VSM で使用されるスト
レージ VLAN。 これは、VEM 上で VSM を実行するホストのみで必要です。
• VEM の VSM ポートはシステム ポートであることが必要です。
システム ポート プロファイルとシステム VLAN の詳細については、『Cisco Nexus 1000V Installation
and Upgrade Guide』を参照してください。
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ポート プロファイルで使用されるデフォルト設定の概要については、デフォルト設定, （14 ペー
ジ）を参照してください。

システムポートプロファイルに関する注意事項と制約事
項
• システム VLAN は控えめに使用し、システム ポート プロファイルの概要, （43 ページ）に
記述された使用法でのみ使用する必要があります。
• ホストおよび DVS あたりの最大システム ポート プロファイルについては、ポート プロファ
イルの設定上限, （81 ページ）を参照してください。
• 単一の ESX ホスト内で、ある VLAN があるポートではシステム VLAN で、別のポートでは
通常の VLAN となることができます。
• ポート プロファイルが使用中のときは、システム VLAN を削除できません。
• システム VLAN ではない VLAN は、ポート プロファイルが使用中のときでも追加または削
除できます。1 つ以上の分散仮想スイッチ（DVS）ポートがそのプロファイルを伝送するか
らです。
• ポート プロファイルが使用中のときでも、そのポート プロファイルにシステム VLAN を追
加できます。
• システム VLAN をポート プロファイルから削除できるのは、そのポート プロファイルがサー
ビスから削除された後だけです。 これは、ホストのための管理 VLAN や VSM のためのスト
レージ VLAN などの重要な VLAN が誤って削除されることを防ぐためです。
• システム ポート プロファイルは、システム ポート プロファイルでないポート プロファイル
に変換できません。
• 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 であってもかまい
ませんが、システム VLAN である必要はありません。
• システム ポート プロファイルの使用中は、次のようにネイティブ VLAN を変更できます。
◦ システム VLAN ではない VLAN から、システム VLAN ではない別の VLAN に。
◦ システム VLAN ではない VLAN から、システム VLAN に
◦ システム VLAN から別のシステム VLAN に
• システム ポート プロファイルが使用中の場合、ネイティブ VLAN をシステム VLAN からシ
ステム VLAN ではない VLAN に変更できません。
• ESX の再起動は、VSM と VEM の MTU の不一致およびエラーの原因となる可能性がありま
す。 使用する MTU が 1500（デフォルト）以外の場合（たとえばジャンボ フレームがある
ネットワーク）は、ESX の再起動後も維持されるようにシステム ポート プロファイルの
MTU を設定する必要があります。
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システム ポート プロファイルの作成
システム ポート プロファイルはイーサネット タイプであることが必要です。これは、物理ポー
トに使用されるからです。 この手順では、イーサネット タイプを設定します。

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• VSM が vCenter Server に接続されていること。
• 次の設定が済んでいること。
◦ 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 として使用される VLAN がすでに存在しています。
◦ 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。
• 複数のイーサネット ポート プロファイルを同じ VEM 上でアクティブにしているインストー
ル環境では、同じ VLAN を伝送しないことを推奨します。 許可されている VLAN のリスト
は、相互に排他的であることが必要です。 重複した VLAN を設定することはできますが、
ネットワークでは重複したパケットを仮想マシンで受信する原因となることがあります。
• 詳細については、『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide』を参照してください。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1 switch# configure
terminal

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 switch(config)#
port-profile [type
{ethernet | vethernet}]
name

名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コン
フィギュレーション モードを開始します。 ポート プロファ
イルがない場合は、次の特性を使用して作成されます。
• name：ポート プロファイルの名前は最大 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。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイーサ
ネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、タイ
プは変更できません。 デフォルトは vEthernet タイプで
す。
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コマンドまたはアク
ション

目的
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定義
すると、ポート プロファイルを物理（イーサネット）
ポートに使用できます。 vCenter Server では、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 プロファイルを Ethernet タイプとして
設定すると、VMware 仮想ポートの設定には
使用できなくなります。

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。
ステップ 3 switch(config-port-prof)# （任意）
description
ポート プロファイルに ASCII 文字で 80 文字までの説明を追
profile-description
加します。 この説明は、自動的に vCenter Server にプッシュ
されます。
ステップ 4 switch(config-port-prof)# インターフェイスがトランキング ポートとして使用される
switchport mode trunk ものであることを指定します。
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。
ステップ 5 switch(config-port-prof)# ポートプロファイルをトランキングとして指定し、そのポー
switchport trunk allowed ト プロファイルへの VLAN アクセスを次のように定義しま
vlan {vlan-id-list | all |
す。
none | [add | except |
• allowed vlan：ポート上で許可される VLAN ID を定義
remove {vlan-list}]}
します。
• add：ポート上で許可される VLAN ID のリストに追加
する VLAN ID を一覧表示します。
• except：ポート上で許可されない VLAN ID を一覧表示
します。
• remove：ポートからアクセスを削除する VLAN ID を
一覧表示します。
• all：同時に例外も指定されない限り、すべての VLAN
ID がポート上で許可されることを示します。
• none：どの VLAN ID もポート上で許可されないことを
示します。
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コマンドまたはアク
ション

目的
許可される VLAN を設定しない場合は、デフォルトの VLAN
1 が許可される VLAN として使用されます。

ステップ 6 switch(config-port-prof)# システム VLAN を設定できるようにポートを管理ステータ
no shutdown
スに変更します。
（注）

ポート ステートを変更しない場合、システム
VLAN を設定しようとすると、次のエラーが表示
されます。
ERROR: Cannot set system vlans. Change port admin
status to 'no shutdown' and retry.

ステップ 7 switch(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。
system vlan vlan-id-list
ステップ 8 switch(config-port-prof)# （任意）
mtu mtu-size
MTU サイズを指定します。
• ここで MTU サイズを設定しない場合は、デフォルトの
1500 が使用されます。
• 1500 ～ 9000 の範囲の偶数である必要があります。
設定する MTU サイズは、固定のシステム ジャンボ MTU サ
イズ（9000）以下でなければなりません。
インターフェイスで設定された MTU はポート プロファイ
ルで設定された MTU よりも優先されます。
詳細については、『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration
Guide』を参照してください。
ステップ 9 switch(config-port-prof)# （任意）
show port-profile [brief | 確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
expand-interface | usage]
[name profile-name]
ステッ
プ 10

switch(config-port-prof)# （任意）
copy running-config
リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーショ
startup-config
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、
変更を永続的に保存します。

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。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# description “System profile for critical ports”
switch(config-port-prof)# system vlan 1
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
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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
mtu 1500
channel-group auto mode on sub-group cdp
no shutdown
assigned interfaces:
switch(config-port-prof)#

ポートからのシステム VLAN の削除
はじめる前に
• vCenter Server にログインしていること。
• VSM が vCenter Server に接続されていること。

手順
ステップ 1

vCenter Server で、ポートを DVS から削除します。

ステップ 2

別の、または変更されたポート プロファイルを指定してポートを vCenter Server に追加します。

トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN
の変更
下記の手順を使用すると、トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN のセットの
変更を、すべてのシステム VLAN を削除せずに行うことができます。

はじめる前に
• vCenter Server にログインしていること。
• Cisco Nexus 1000V の CLI に EXEC モードでログインしていること。
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• VSM が vCenter Server に接続されていること。
• ネットワークのシステム VLAN の VLAN ID がわかっていること。 どのシステム VLAN でも
かまいません。
• 変更するポート プロファイルに必要なシステム VLAN の VLAN ID がわかっていること。

手順
ステップ 1

このプロファイルを伝送する各 VEM のアップストリーム スイッチから、制御 VLAN を伝送する
スイッチ ポートを停止します。

ステップ 2

ポート プロファイルを、システム VLAN のあるアクセス プロファイルに変換します。
ポート プロファイルからシステム VLAN のあるアクセス プロファイルへの変換, （49 ページ）
を参照してください。

ステップ 3

アクセス ポート プロファイルを再びトランク プロファイルに変換します。
アクセス ポート プロファイルからトランク ポート プロファイルへの変換, （51 ページ）を参照
してください。

ステップ 4

このプロファイルを伝送する各 VEM のアップストリーム スイッチから、制御 VLAN を伝送する
スイッチ ポートの停止を解除します。
VEM が VSM に再接続します。

ポート プロファイルからシステム VLAN のあるアクセス プロファイル
への変換
この手順を使用すると、トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN のセットの変
更を、すべてのシステム VLAN を削除せずに行うことができます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type {ethernet |
ンフィギュレーション モードを開始します。 ポート プ
vethernet}] name
ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され
ます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• name：ポート プロファイルの名前は最大 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。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイー
サネットまたは vEthernet です。 設定が完了する
と、タイプは変更できません。 デフォルトは
vEthernet タイプです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして
定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ
ネット）ポートに使用できます。 vCenter Server で
は、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 プロファイルを Ethernet タイプと
して設定すると、VMware 仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

ステップ 3

switch(config-port-prof)# no ポート プロファイルからシステム VLAN を削除します。
system vlan

ステップ 4

switch(config-port-prof)#
switchport mode access

ポート モード アクセスを設定します。

ステップ 5

switch(config-port-prof)#
switchport access vlan
vlan-id

インターフェイスのアクセス モードを設定します。

ステップ 6

switch(config-port-prof)# no システム VLAN を設定できるようにポートを管理ステー
shutdown
タスに変更します。
（注）

ステップ 7

switch(config-port-prof)#
system vlan vlan-id-list

ポート ステートを変更しない場合、システム
VLAN を設定しようとすると、次のエラーが
表示されます：ERROR: Cannot set system vlans.
Change port admin status to 'no shutdown' and retry.

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加しま
す。

トランク ポート プロファイルは、システム VLAN のあるアクセス ポート プロファイルに変換さ
れます。
次の例では、トランク ポート プロファイルをアクセス ポート プロファイルに変換する方法を示
します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile Trunk_System_Prof
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switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#

no system vlan
switchport mode access
switchport access vlan 1
system vlan 300

アクセス ポート プロファイルからトランク ポート プロファイルへの
変換
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コン
[type {ethernet |
フィギュレーション モードを開始します。 ポート プロ
vethernet}] name
ファイルがない場合は、次の特性を使用して作成されま
す。
• name：ポート プロファイルの名前は最大 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。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイーサ
ネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、タ
イプは変更できません。 デフォルトは vEthernet タイ
プです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定
義すると、ポート プロファイルを物理（イーサネッ
ト）ポートに使用できます。 vCenter Server では、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）

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
switchport mode trunk

ポート プロファイルを Ethernet タイプとし
て設定すると、VMware 仮想ポートの設定
には使用できなくなります。

インターフェイスがトランキング ポートとして使用され
るものであることを指定します。
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。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 4

system vlan vlan-id-list

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加しま
す。

ステップ 5

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステップ 6

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

次の例では、アクセス ポート プロファイルをトランク ポート プロファイルに変換する方法を示
します。
switch# config terminal
switch(config)# port-profile Trunk_System_Prof
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# system vlan 114,115
switch(config-port-prof)# show port-profile name Trunk_System_Prof
port-profile Trunk_System_Prof
description:
type: vethernet
status: enabled
capability l3control: no
pinning control-vlan: pinning packet-vlan: system vlans: 114,115
port-group:
max ports: 32
inherit:
config attributes:
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
mtu 1500
no shutdown
assigned interfaces:
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

アクセス モードのポート プロファイルのシステム VLAN
の変更
この手順を使用すると、アクセス ポート プロファイルのシステム VLAN のセットの変更を、す
べてのシステム VLAN を削除せずに行うことができます。
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はじめる前に
• vCenter Server にログインしていること。
• Cisco Nexus 1000V の CLI に EXEC モードでログインしていること。
• VSM が vCenter Server に接続されていること。
• 変更するポート プロファイルに必要なシステム VLAN の VLAN ID がわかっていること。
• このプロファイルを伝送する各 VEM のアップストリーム スイッチから、制御 VLAN を伝送
するスイッチ ポートを停止します。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type {ethernet | vethernet}] ンフィギュレーション モードを開始します。 ポート プ
name
ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され
ます。
• name：ポート プロファイルの名前は最大 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。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイー
サネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、
タイプは変更できません。 デフォルトは vEthernet
タイプです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして
定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ
ネット）ポートに使用できます。 vCenter Server で
は、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）

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
system vlan vlan-id-list

ポート プロファイルを Ethernet タイプと
して設定すると、VMware 仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加しま
す。
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コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 4

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステップ 5

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

次の例では、アクセス ポート プロファイルのシステム VLAN のセットの変更を、すべてのシス
テム VLAN を削除せずに行う方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile Access_System_Prof
switch(config-port-prof)# system vlan 114,115
switch(config-port-prof)# show port-profile name Access_System_prof
port-profile Access_System_Prof
description:
type: vethernet
status: enabled
capability l3control: no
pinning control-vlan: pinning packet-vlan: system vlans: 114,115
port-group:
max ports: 32
inherit:
config attributes:
switchport mode access
switchport trunk allowed vlan all
no shutdown
evaluated config attributes:
switchport mode access
switchport trunk allowed vlan all
mtu 1500
no shutdown
assigned interfaces:
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次の作業
このプロファイルを伝送する各 VEM のアップストリーム スイッチから、制御 VLAN を伝送する
スイッチ ポートの停止を解除します。
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システム ポート プロファイルの機能履歴
機能名

リリース

機能情報

MTU

4.2(1)SV1(4)

system mtu コマンドは削除さ
れ、mtu コマンドで置き換えら
れました。

system mtu

4.0(4)SV1(3)

system mtu コマンドを使用する
と、Cisco Nexus 1000V に接続
された PNIC のデフォルト以外
の MTU 設定を ESX サーバのリ
ブート後も維持することができ
ます。

システム ポート プロファイル 4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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章

ポート プロファイルのプライベート VLAN
の設定
この章は、次の内容で構成されています。
• プライベート VLAN について , 57 ページ
• プライベート VLAN としてのポート プロファイルの設定, 57 ページ
• プライベート VLAN ポート プロファイルの機能履歴, 60 ページ

プライベート VLAN について
プライベート VLAN（PVLAN）は、レイヤ 2 ISP トラフィックを分離して、単一のルータ イン
ターフェイスへと伝送するのに使用されます。 PVLAN は、レイヤ 2 は分離したうえで、エンド
デバイスが同一の IP サブネットを共有することを可能にするレイヤ 2 転送制約を適用することに
よって、デバイス分離を実現します。 したがって、より大きいサブネットを使用すると、アドレ
ス管理のオーバーヘッドが低減します。
PVLAN の詳細については、『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide』を参照して
ください。

プライベート VLAN としてのポート プロファイルの設定
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• プライベート VLAN ペアのプライマリおよびセカンダリ両方の VLAN の VLAN ID がわかっ
ていること。
• 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ること。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1 switch# configure terminal

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 switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type {ethernet | vethernet}] ンフィギュレーション モードを開始します。 ポート プ
name
ロファイルがない場合は、次の特性を使用して作成され
ます。
• name：ポート プロファイルの名前は最大 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。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイー
サネットまたは vEthernet です。 設定が完了する
と、タイプは変更できません。 デフォルトは
vEthernet タイプです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして
定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ
ネット）ポートに使用できます。 vCenter Server で
は、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 プロファイルを Ethernet タイプと
して設定すると、VMware 仮想ポートの
設定には使用できなくなります。

ステップ 3 switch(config-port-prof)#
ポート プロファイルをプライベート VLAN として使用
switchport mode private-vlan することを指定し、ポートを次のとおりに定義します。
{host| promiscuous|trunk
• promiscuous：プライマリ VLAN に属し、レイヤ 3
promiscuous}
ゲートウェイと通信する vEthernet ポート。 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：次のいずれかとしてセカンダリ VLAN に属す
る vEthernet ポート。
◦ コミュニティ PVLAN のホスト ポート
◦ 独立 PVLAN のホスト ポート
• trunk promiscuous：通常の非 PVLAN トラフィック
および PVLAN トラフィックの両方を伝送する物理
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コマンドまたはアクション 目的
的イーサネット トランク ポート。 トラフィックが
PVLAN ホスト ポートからのときは、パケットはプ
ライマリ VLAN パケットに変換されます。
ステップ 4 switch(config-port-prof)#
プライマリ VLAN ID およびセカンダリ VLAN ID をポー
switchport private-vlan
ト プロファイルに割り当て、この関係を実行コンフィ
host-association primary-vlan ギュレーションに保存します。
secondary-vlan
• primary-vlan：プライマリ VLAN ID を指定します。
プライマリ VLAN ID は 1 つだけ指定できます。
• secondary-vlan：セカンダリ VLAN ID を指定しま
す。 セカンダリ VLAN ID は 1 つだけ指定できま
す。
ステップ 5 switch(config-port-prof)#
インターフェイスがプライベート VLAN トランキング
switchport private-vlan trunk モードのときに許容される VLAN および VLAN ID を設
allowed vlan vlan-range
定します。
ステップ 6 switch(config-port-prof)#
ポート プロファイルのセカンダリ VLAN ID にプライマ
switchport private-vlan
リ VLAN ID をマッピングします。
mapping primary_vlan [add |
remove] secondary_vlan
ステップ 7 switch(config-port-prof)#
プライマリ プライベート VLAN を指定します。
switchport private-vlan
mapping trunk primary_vlan 有効な値の範囲は、1 ～ 3967 です。
[add | remove] secondary_vlan
ステップ 8 switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
expand-interface | usage]
[name profile-name]
ステップ 9 switch(config-port-prof)# copy （任意）
running-config startup-config リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。

次の例では、ポート プロファイルをプライベート VLAN として設定するさまざまな方法を示しま
す。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# port-profile type vethernet pvcomm
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 153 154
switch(config-port-prof)# no shutdown
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switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# show run port-profile pv154
!Command: show running-config port-profile pv154
!Time: Fri Jan 7 15:10:43 2011
version 4.2(1)SV1(4)
port-profile type vethernet pv154
vmware port-group
switchport mode private-vlan host
switchport private-vlan host-association 153 154
no shutdown
max-ports 1024
state enabled
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#

port-profile type vethernet pvprom
vmware port-group
switchport mode private-vlan promiscuous
switchport private-vlan mapping 153 154-155
no shutdown
state enabled
show run port-profile pvprom

!Command: show running-config port-profile pvprom
!Time: Fri Jan 7 15:11:43 2011
version 4.2(1)SV1(4)
port-profile type vethernet pv153
vmware port-group
switchport mode private-vlan promiscuous
switchport private-vlan mapping 153 154-155
no shutdown
max-ports 1024
state enabled
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#
switch(config-port-prof)#

port-profile type ethernet pvpromtrunk
vmware port-group
switchport mode private-vlan trunk promiscuous
switchport private-vlan mapping trunk 153 154-155
switchport private-vlan mapping trunk 156 157
switchport private-vlan trunk allowed vlan all
no shutdown
state enabled
show run port-profile pvpromtrunk

!Command: show running-config port-profile pvpromtrunk
!Time: Fri Jan 7 15:12:24 2011
version 4.2(1)SV1(4)
port-profile type ethernet pvpromtrunk
vmware port-group
switchport mode private-vlan trunk promiscuous
switchport private-vlan mapping trunk 153 154-155
switchport private-vlan mapping trunk 156 157
switchport private-vlan trunk allowed vlan 1-3967,4048-4093
no shutdown
state enabled

プライベート VLAN ポート プロファイルの機能履歴
機能名

リリース

プライベート VLAN ポート プ 4.0(4)SV1(1)
ロファイル

機能情報
この機能が導入されました。
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章

ポート プロファイル可視性の制限
この章は、次の内容で構成されています。
• ポート プロファイル可視性の制限について, 63 ページ
• ポート プロファイル可視性の制限に関する注意事項と制約事項, 65 ページ
• vSphere Client での DVS アクセスの定義, 65 ページ
• ポート プロファイル ロール機能のイネーブル化, 68 ページ
• VSM でのポート プロファイル可視性の制限, 69 ページ
• ポート プロファイル ロールの削除, 72 ページ
• ポート プロファイル可視性の制限の機能履歴, 74 ページ

ポート プロファイル可視性の制限について
ポート プロファイルの可視性について
Cisco Nexus 1000V 上の特定のポート グループに対する可視性を持つ vCenter ユーザまたはユーザ
グループを制限できます。
ポート グループの可視性を制限するには、どの vCenter ユーザおよびユーザ グループが vCenter
Server の Cisco Nexus 1000V DVS 最上位フォルダにアクセスできるかをサーバ管理者が定義する必
要があります。 これが完了すると、ネットワーク管理者はさらに VSM の特定のポート グループ
の可視性を定義できます。 VSM のこの設定が vCenter Server にパブリッシュされて、特定のポー
ト グループに対するアクセスが制限されるようになります。
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グループまたはユーザの許可について
VSM 上でユーザごとにアクセスを定義する時間を節約するには、代わりに、アクセスが定義済み
の vCenter のグループに新しいユーザを追加します。 vCenter で定義されたグループ メンバーに
は、グループに対して定義されているポート グループへのアクセス権が自動的に付与されます。
次の図に、vCenter Server のユーザおよびグループと Cisco Nexus 1000V のポート プロファイルお
よびポート プロファイル ロールとの関係を示します。
図 2：ポート プロファイルの可視性：ユーザ、グループ、ロール、およびポート プロファイル

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 4.2(1)SV2(1.1)
64

OL-27746-01-J

ポート プロファイル可視性の制限
ポート プロファイル可視性の制限に関する注意事項と制約事項

ポートプロファイル可視性の制限に関する注意事項と制
約事項
• サーバ管理者は、DVS からより低いフォルダにアクセスを伝播しません。 代わりに、ポー
ト グループ アクセスがネットワーク管理者によって VSM 上で定義され、次に vCenter Server
にパブリッシュされます。
• ポート プロファイル ロールの作成や割り当ての前に、Cisco Nexus 1000V VSM が vCenter
Server に接続している必要があります。 ポート プロファイルの可視性が VSM で更新された
ときにこの接続が存在しない場合、vCenter サーバにはパブリッシュされず、影響を受けませ
ん。
• 次に、VSM 上のポート プロファイル ロールに関する注意事項を示します。
◦ ポート プロファイル ロールにポート プロファイルが割り当てられている場合は、その
ロールは削除できません。 最初にロールをポート プロファイルから削除する必要があ
ります。
◦ 複数のグループおよびユーザを 1 つのロールに割り当てることができます。
◦ 1 つのポート プロファイルには 1 つのロールだけを割り当てることができます。
◦ 1 つのロールを複数のポート プロファイルに割り当てることができます。
• VSM ごとに最大 256 個のポート プロファイル ロールを定義できます。
• ロールごとに合計 16 のユーザおよびグループを定義できます。

vSphere Client での DVS アクセスの定義
サーバ管理者は、この手順を使用すると、vSphere Client のトップ レベルの Cisco Nexus 1000V DVS
フォルダへのアクセスを許可することができます。

はじめる前に
• vSphere クライアントにログインしていること。
• どのユーザまたはグループが DVS にアクセスする必要があるかがわかっていること。
• この手順では、だれが Cisco Nexus 1000V DVS にアクセスできるかを定義します。 個々の
ポート グループへのアクセスは VSM で、VSM でのポート プロファイル可視性の制限, （
69 ページ）を使用して行われます。
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手順
ステップ 1

[vSphere Client] ウィンドウで、次の手順を実行します。
a) [Inventory] > [Networking] を選択します。
b) [Add Permission] を選択します。
図 3：vSphere クライアント ウィンドウ

ステップ 2

[Select Users and Groups] ウィンドウで、次の手順を実行します。
a) ユーザおよびグループのリストから名前を選択します。
b) [Add] をクリックします。
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c) [OK] をクリックします。
図 4：[Select Users and Groups] ウィンドウ

ステップ 3

[Assign Permission] ウィンドウで、次の手順を実行します。
a) [Assigned Role] 選択リストから、このユーザまたはグループのロールを選択します。
b) [Propagate to Child Objects] チェックボックスがオフになっていることを確認します。
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c) [OK] をクリックします。
図 5：[Assign Permissions] ウィンドウ

ユーザは DVS オブジェクトへの同じアクセスが許可されます。 ここに示す例では、ユーザ Sean
は DVS フォルダ オブジェクトと最終的に DVS オブジェクトへの読み取り専用アクセスが許可さ
れます。
（注）

ここでロール定義を伝播させないでください。 具体的なポート グループ アクセスは、
VSM で設定され、その設定が vSphere Client にプッシュされます。

ユーザは、これで、割り当てられたロールに基づいて、トップ レベルの Cisco Nexus 1000V DVS
フォルダにアクセスできるようになりました。

（注）

アクセスを特定のポート グループだけに制限するには、VSM でのポート プロファイル可視性
の制限, （69 ページ）に進みます。

ポート プロファイル ロール機能のイネーブル化
はじめる前に
EXEC モードで CLI にログインしていること。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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

switch(config)# feature
port-profile-role

ユーザおよびグループのアクセスを制限するため
のポート プロファイル ロール機能をイネーブル
にします。

ステップ 3

switch(config)# show feature

（任意）
確認のためにコンフィギュレーションを表示しま
す。

ステップ 4

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュ
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、変更を永続的に保存しま
す。

次の例では、ポート プロファイル ロール機能をイネーブルにする方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# feature port-profile-role adminUser
switch(config)# show feature
Feature Name
Instance State
-------------------- -------- -------dhcp-snooping
1
enabled
http-server
1
enabled
ippool
1
enabled
lacp
1
enabled
lisp
1
enabled
lisphelper
1
enabled
netflow
1
disabled
port-profile-roles
1
enabled
private-vlan
1
disabled
sshServer
1
enabled
tacacs
1
enabled
telnetServer
1
enabled
switch(config)# copy running-config startup-config

VSM でのポート プロファイル可視性の制限
ネットワーク管理者は、この手順を使用すると、VSM でのポート プロファイル可視性を制限する
ためのロールを作成できます。作成したロールは、vCenter Server にプッシュされます。

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
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• 作成するロールへのアクセス権をどのユーザまたはグループに付与するかがわかっているこ
と。
• このロールに割り当てるユーザとグループがすでに vCenter で作成されており、VSM が存在
する Cisco Nexus 1000V DVS フォルダへのアクセス権が付与されていること。 vSphere Client
での DVS アクセスの定義, （65 ページ）を参照してください。
• ポート プロファイル ロール機能のイネーブル化, （68 ページ）を使用してポート プロファ
イル ロール機能をイネーブル化済みであること。
• このロールに必要な特性を確認済みであること。
◦ ロール名
◦ ロールの説明
◦ 割り当てるユーザ
◦ 割り当てるグループ
◦ 割り当てるポート プロファイル

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal 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

switch(config)#
port-profile-role role-name

指定したロールのポート プロファイル ロール コンフィ
ギュレーション モードを開始します。 このロールがま
だ存在しない場合は、次の特性を使用して作成されま
す。
• role-name：ロール名は最大 32 文字で、Cisco Nexus
1000V 上の各ロールに対して一意である必要があ
ります。

ステップ 3

switch(config-port-prof-role)# （任意）
description role-description ロールに最大 32 文字の説明を追加します。 この説明
は、自動的に vCenter Server にプッシュされます。

ステップ 4

switch(config-port-prof-role)# （任意）
show port-profile-role users vCenter Server のユーザのうち、DVS 親フォルダにアク
セスでき、ロールに割り当てることのできるユーザがす
べて表示されます。

ステップ 5

1 つ以上の user または
（任意）
group のロールを入力しま ユーザまたはグループをロールに割り当てます。 その
ユーザまたはグループは、ロールに割り当てられている
す。
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コマンドまたはアクション 目的
すべてのポート プロファイルを使用できるようになり
ます。
• switch(config-port-prof-role)# user user-name
• switch(config-port-prof-role)# group group-name
（注）

複数のグループおよびユーザを 1 つのロール
に割り当てることができます。
ユーザおよびグループは、vCenter Server に存
在し、vSphere Client のトップ レベルの Cisco
Nexus 1000V DVS フォルダにアクセスできる
必要があります。 詳細については、vSphere
Client での DVS アクセスの定義, （65 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 6

switch(config-port-prof-role)# ポート プロファイル ロール コンフィギュレーション
exit
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 7

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
profile-name
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 8

switch(config-port-prof)#
assign port-profile-role
role-name

ポート プロファイルにロールを割り当てます。 ポート
グループは vCenter Server で更新され、このロールに割
り当てられたユーザまたはグループは、アクセスが許可
されます。 ユーザまたはグループは、ポート グループ
を、仮想マシンの vNIC またはホストの vSWIF または
vMKNIC に割り当てることができます。
（注）

1 つのポート プロファイルには 1 つのロール
だけを割り当てることができます。
1 つのロールを複数のポート プロファイルに
割り当てることができます。

ステップ 9

switch(config-port-prof)#
（任意）
show port-profile-role [name 確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
role-name]

ステップ 10

switch(config-port-prof)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。
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次の例では、allaccess2 ポート プロファイルのアクセスを定義するために adminUser ポート プロ
ファイル ロールを作成して割り当てる方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile-role adminUser
switch(config-port-prof-role)# description adminOnly
switch(config-port-prof-role)# user hdbaar
switch(config-port-prof-role)# exit
switch(config)# port-profile allaccess2
switch(config-port-prof)# assign port-profile-role adminUser
switch(config-port-prof)# show port-profile-role name adminUser
Name: adminUser
Description: adminOnly
Users:
hdbaar (user)
Assigned port-profiles:
allaccess2
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

ポート プロファイル ロールの削除
この手順を使用すると、vCenter Server 上のポート プロファイルの可視性を制限するために使用さ
れていたロールを削除できます。

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• ポート プロファイル ロールにポート プロファイルが割り当てられている場合は、そのロー
ルは削除できません。 最初にロールをポート プロファイルから削除する必要があります。
この手順には、解除のステップも含まれています。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# show
port-profile-role [name
role-name]

（任意）
ポート プロファイル ロールを表示します。割り当てられ
ているポート プロファイルも表示されます。 ロールに割
り当てられたポートプロファイルがある場合は、そのポー
ト プロファイルを削除しなければ、ロールを削除するこ
とはできません。

ステップ 2

switch# configure
terminal

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

switch(config)#
port-profile [type
{ethernet | vethernet}]
name

名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コン
フィギュレーション モードを開始します。 ポート プロ
ファイルがない場合は、次の特性を使用して作成されま
す。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• name：ポート プロファイル名は、最大 80 文字で、
Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルごとに一
意である必要があります。
• type：（任意）ポート プロファイル タイプはイーサ
ネットまたは vEthernet です。 設定が完了すると、タ
イプは変更できません。 デフォルトは vEthernet タイ
プです。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定
義すると、ポート プロファイルを物理（イーサネッ
ト）ポートに使用できます。 vCenter Server では、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 プロファイルを Ethernet タイプとし
て設定すると、VMware 仮想ポートの設定
には使用できなくなります。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# ポート プロファイルからロールを削除します。 vCenter
no assign port-profile-role Server でポート グループが更新されます。
role-name

ステップ 5

switch(config-port-prof)#
exit

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 6

switch(config)# no
port-profile-role
role-name

VSM からロールを削除します。

ステップ 7

switch# show
port-profile-role [name
role-name]

（任意）
ポート プロファイル ロールを表示します。割り当てられ
ているポート プロファイルも表示されます。 ロールに割
り当てられたポートプロファイルがある場合は、そのポー
ト プロファイルを削除しなければ、ロールを削除するこ
とはできません。

ステップ 8

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

（任意）
リブートおよびリスタート時に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、変更を永続的に保存します。
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次の例では、ポート プロファイル ロールを削除する方法を示します。
switch# show port-profile-role name adminUser
Name: adminUser
Description: adminOnly
Users:
hdbaar (user)
Assigned port-profiles:
allaccess2
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile allaccess2
switch(config-port-prof)# no assign port-profile-role adminUser
switch(config-port-prof)# exit
switch(config)# no port-profile-role adminUser
switch(config)# show port-profile-role name adminUser
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)#

ポート プロファイル可視性の制限の機能履歴
ここでは、ポート プロファイル可視性の制限の機能履歴を示します。
機能名

リリース

機能情報

ポート プロファイル可視性の
制限

4.2(1)SV1(4)

この機能が導入されました。
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章

ポート プロファイル設定の確認
この章は、次の内容で構成されています。
• ポート プロファイル設定の確認, 75 ページ
• ポート プロファイルの確認の機能履歴, 78 ページ

ポート プロファイル設定の確認
設定を確認するには、次のいずれかのコマンドを使用します。
• show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]
• show port-profile-role [name port-profile-role-name]
• show running-config port-profile [profile-name]
• show port-profile-role users
• show port-profile sync-status [interface if-name]
• show port-profile virtual usage [name profile-name]
• show running-config port-profile [prof-name]
コマンド出力の詳細については、『Cisco Nexus 1000V Command Reference』を参照してください。
show port profile
switch# 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:
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channel-group auto mode on
evaluated config attributes:
channel-group auto mode on
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
evaluated config attributes:
channel-group auto mode on
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:
config attributes:
channel-group auto mode on
evaluated config attributes:
channel-group auto mode on
assigned interfaces:
switch#

mac-pinning
mac-pinning

sub-group cdp
sub-group cdp

sub-group manual
sub-group manual

show port-profile name UpLinkProfile
switch# 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:
switch#

show port-profile brief
switch# 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
switch#
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show port-profile virtual usage
switch# show port-profile virtual usage
------------------------------------------------------------------------------Port Profile
Port
Adapter
Owner
------------------------------------------------------------------------------n1kv-uplink0
Po1
Eth3/2
vmnic1
localhost.
Eth3/3
vmnic2
localhost.
vlan1767
Veth7
Net Adapter 1 all-tool-7
Veth8
Net Adapter 1 all-tool-8
aipc1765
Veth4
Net Adapter 1 bl-h-s
inband1766
Veth6
Net Adapter 3 bl-h-s
mgmt1764
Veth5
Net Adapter 2 bl-h-s
vpc-mac-uplink
Po7
Eth5/2
vmnic1
localhost.
Eth5/3
vmnic2
localhost.
ch-vpc-mac-uplink
Po2
Po3
Eth4/2
vmnic1
VDANIKLNCOS
Eth4/3
vmnic2
VDANIKLNCOS
ch-aipc1765
Veth1
Net Adapter 1 bl-h-p
ch-mgmt1764
Veth2
Net Adapter 2 bl-h-p
ch-inband1766
Veth3
Net Adapter 3 bl-h-p
switch#

show port-profile expand-interface name UplinkProfile1
switch# show port-profile expand-interface name UplinkProfile1
port-profile UplinkProfile1
Ethernet2/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 110-119
no shutdown
switch#

show port-profile expand-interface
switch# 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
switch#

show port-profile sync-status
switch# show port-profile sync-status interface ethernet 3/2
Ethernet3/2
port-profile: uplink
interface status: quarantine
sync status: out of sync
cached commands:
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errors:
command cache overrun
recovery steps:
bring interface online
switch#

show running-config port-profile
switch# 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
switch#

show port-profile-role
switch# show port-profile-role name adminUser
Name: adminUser
Description: adminOnly
Users:
hdbaar (user)
Assigned port-profiles:
allaccess2
switch#

show port-profile-role users
switch# show port-profile-role users
Groups:
Administrators
TestGroupB
Users:
dbaar
fgreen
suchen
mariofr
switch#

ポート プロファイルの確認の機能履歴
機能名

リリース

機能情報

show port-profile-role users

4.2(1)SV1(4)

このコマンドの出力は、使用可
能なユーザおよびグループを示
します。
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機能名

リリース

機能情報

show port-profile-role

4.2(1)SV1(4)

このコマンドの出力は、ポート
プロファイル ロールの設定を
示します。

show running-config port-profile 4.0(4)SV1(2)

このコマンドの出力は、ポート
プロファイルの設定を示しま
す。

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。

show running-config

• 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

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。

ポート プロファイルの確認

4.0(4)SV1(1)

この機能が導入されました。
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ポート プロファイルの設定上限
この章は、次の内容で構成されています。
• ポート プロファイルの設定上限, 81 ページ

ポート プロファイルの設定上限
設定の制限は『Cisco Nexus 1000V Resource Availability Reference』に記載されています。
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