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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:
channel-group auto mode on mac-pinning
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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:
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 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

機能情報リリース機能名

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。

4.2(1)SV1(4)show port-profile-role users
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機能情報リリース機能名

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。

4.2(1)SV1(4)show port-profile-role

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)show running-config port-profile

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。

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

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。

4.0(4)SV1(2)show port-profile name

この機能が導入されました。4.0(4)SV1(1)ポートプロファイルの確認
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