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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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動作ステート

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。

ディセーブル（デフォルト）

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。

イネーブル

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。

動作タイプ

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。

スタティック（デ

フォルト）
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動作タイプ

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。

ダイナミック

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。

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。

（注）

エフェメラル

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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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。

デフォルトパラメータ

Nocapability l3control

-description

すべてのポートがディセーブルadministrative state

accessswitchport mode（accessまたは trunk）

-system vlan vlan_list

vethernettype

VLAN 1access port vlan

32max-ports
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デフォルトパラメータ

32min-ports

ポートプロファイル名vmware port-group name

スタティックvEthernet port-bindings

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

目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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

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

ステップ 2   

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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目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

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。

（注）

（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。

switch(config-port-prof)#
description
profile_description

ステップ 3   

（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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアクショ

ン

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。switch# configure terminalステップ 1   

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

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

ステップ 2   

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。

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。

（注）

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)#
vmware port-group
[pg_name]

ステップ 3   

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。

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。

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

ステップ 4   

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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目的コマンドまたはアクショ

ン

（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。

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

ステップ 5   

（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。

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

ステップ 6   

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 1：VLAN の範囲

用途範囲VLAN 番号

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。

標準1

これらの VLANは、作成、使
用、変更、削除できます。

標準2～ 1005

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。

拡張1006～ 4094
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用途範囲VLAN 番号

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。

内部割り当て3968～ 4047および 4094

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, （5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

目的コマンドまたはアクショ

ン

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。switch# configure terminalステップ 1   

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

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

ステップ 2   

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。

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)    
   OL-27746-01-J 9

ポートプロファイルの作成

トランキングプロファイルの設定



目的コマンドまたはアクショ

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。

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。

（注）

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。

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

ステップ 3   

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。

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。

switch(config-port-prof)# no
shutdown

ステップ 4   

（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。

switch(config-port-prof)#
switchport trunk allowed
vlan {allowed-vlans | add
add-vlans | except
except-vlans | remove
remove-vlans | all | none}

ステップ 5   

• 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。

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。

（注）
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（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。

switch(config-port-prof)#
switchport trunk native
vlan vlan-id

ステップ 6   

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。

（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。

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

ステップ 7   

（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。

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

ステップ 8   

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

目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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

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

ステップ 2   

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。

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。

（注）

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。

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

ステップ 3   

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。

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。

switch(config-port-prof)# no
shutdown

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（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。

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

ステップ 5   

VLAN IDを指定しない場合、VLAN 1が自動
的に使用されます。

（注）

（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。

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

ステップ 6   

（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。

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

ステップ 7   

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

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。

switch(config)# port-profile
name

ステップ 2   

shutdownまたは switchport mode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。

default {shutdown | switchport
mode}

ステップ 3   

• 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。

（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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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

目的コマンドまたはアク

ション

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。switch# configure
terminal

ステッ

プ 1   

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

は、すべての新しい vEthernetポートプロファイルに自動的に
適用されます（明示的に設定される場合を除く）。

switch(config)#
port-profile default
port-binding {static
[auto] dynamic [auto] |
ephemeral}

ステッ

プ 2   

• 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。
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目的コマンドまたはアク

ション

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。

（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。

switch(config-port-prof)#
show running-config

ステッ

プ 3   

（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。

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

ステッ

プ 4   

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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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, （5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

目的コマンドまたはアク

ション

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。switch# configure
terminal

ステッ

プ 1   

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。

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

ステッ

プ 2   

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

れは、すべての新しい vEthernetポートプロファイルに自動
的に適用されます（明示的に設定される場合を除く）。

switch(config-port-prof)#
port-binding {static
[auto] dynamic [auto] |
ephemeral}

ステッ

プ 3   

• 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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目的コマンドまたはアク

ション

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。

（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。

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

ステッ

プ 4   

（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。

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

ステッ

プ 5   

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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手順

目的コマンドまたはアク

ション

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。switch# configure
terminal

ステッ

プ 1   

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。

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

ステッ

プ 2   

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)#
vmware port-group
[pg_name]

ステッ

プ 3   

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。

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

は、すべての新しいvEthernetポートプロファイルに自動的に
適用されます（明示的に設定される場合を除く）。

switch(config-port-prof)#
port-binding {static
[auto] dynamic [auto] |
ephemeral}

ステッ

プ 4   

• 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。

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)    
   OL-27746-01-J 19

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



目的コマンドまたはアク

ション

• 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。

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。

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

ステッ

プ 5   

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。

min-portsより小さい値に設定しないでくださ
い。

（注）

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。

switch(config-port-prof)#
min-ports number

ステッ

プ 6   

有効な範囲は 1～ 1024です。

max-portsより大きい値に設定しないでくださ
い。

（注）

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
switch(config-port-prof)#
state enabled

ステッ

プ 7   
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。

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

ステッ

プ 8   

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, （5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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手順

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

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。

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

ステップ 2   

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

switch(config-port-prof)# state
enabled

ステップ 3   

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。

確認のためにコンフィギュレーションを表示し

ます。

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

ステップ 4   

（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

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

ステップ 5   

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

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

イルからの削除を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

switch# configure terminalステップ 1   

（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。

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

ステップ 2   

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。

（注）

ポートプロファイル設定および動作設定を削除しま

す。

switch(config)# no port-profile
profile_name

ステップ 3   

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。

（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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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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b_Port_Profile_Configuration_Guide_Release_4_2_1SV2_1_1_chapter_0100.pdf#unique_43
b_Port_Profile_Configuration_Guide_Release_4_2_1SV2_1_1_chapter_0100.pdf#unique_43


--------------------------------------------------------------------------------
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

機能情報リリース機能名

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。

4.2(1)SV1(4a)ポートバインディング

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。

4.2(1)SV1(4a)ポートバインディング

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。

4.2(1)SV1(4)アトミック継承

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。

4.2(1)SV1(4)ポートプロファイルのロール

バック

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。

4.2(1)SV1(4)インターフェイスの検疫
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機能情報リリース機能名

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。

4.0(4)SV1(2)ポートプロファイルタイプ

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)[no] capability uplinkコマンド

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
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