
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

ドキュメント名対象リリース説明機能

vEthernetポートプロ
ファイルのポートバイ

ンディングの設定

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

vEthernetポートプロ
ファイルのポートバイ

ンディングの設定

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。

ポートバインディング
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ドキュメント名対象リリース説明機能

『Configuring Port
Channels』

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
ConfigurationGuide』に
移動されました。

ポートチャネル

vEthernetポートプロ
ファイルのポートバイ

ンディングの設定

4.2(1)SV1(4)VMwareポート IDを割
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。

ポートバインディング

VSMでのポートプロ
ファイル可視性の制限

4.2(1)SV1(4)ユーザまたはユーザグ

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。

ポートプロファイルの

可視性の制限

システムポートプロ

ファイルの作成

4.2(1)SV1(4)mtuコマンドは、アッ
プリンクイーサネット

タイプのポートプロ

ファイルの system mtu
コマンドを置き換えま

す。

mtuコマンドの追加

システムポートプロ

ファイルの作成

4.2(1)SV1(4)system mtuコマンドは
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。

system mtuコマンドの
削除

ポートプロファイル設

定の確認

4.2(1)SV1(4)ポートプロファイルと

同期しないインター

フェイスを表示しま

す。

show port-profile
sync-statusコマンドの
追加

ポートプロファイル設

定の確認

4.2(1)SV1(4)ポートプロファイルの

使用状況をインター

フェイス別に表示しま

す。

showport-profile virtual
usageコマンドの追加
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ドキュメント名対象リリース説明機能

アトミック継承につい

て

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。

アトミック継承

整合性のある設定への

ロールバックについて

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。

ポートプロファイルの

ロールバック

インターフェイスの検

疫について

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。

インターフェイスの検

疫

システムポートプロ

ファイルの作成

4.0(4)SV1(3)このコマンドを使用す

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。

system mtuコマンド

ポートプロファイル設

定の確認

4.0(4)SV1(2)ポートプロファイル設

定を表示する新しいコ

マンド。

show running-config
port-profile

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』

4.0(4)SV1(2)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。

アップリンクポートプ

ロファイル
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ドキュメント名対象リリース説明機能

ポートプロファイルの

設定上限

4.0(4)SV1(2)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。

設定の制限

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』

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

vPCホストモード

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』

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。

MAC Pinning

『Cisco Nexus 1000V
Interface Configuration
Guide』

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。

静的ピン接続
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ドキュメント名対象リリース説明機能

ポートプロファイルの

作成

4.0(4)SV1(2)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。

ポートプロファイルタ

イプ

ポートプロファイルの

作成

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

ポートプロファイル設

定の確認

4.0(4)SV1(2)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。

show running-configコ
マンド

ポートプロファイル設

定の確認

4.0(4)SV1(2)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。

show port-profile name
コマンド
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