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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CiscoNexus 1000VDVS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 1：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
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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、vSphereClientのトップレベルのCiscoNexus 1000VDVS
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, （
7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 2：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 3：[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。

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 5

ポートプロファイル可視性の制限

vSphere Client での DVS アクセスの定義



c) [OK]をクリックします。

図 4：[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。

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。
（注）

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。

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, （7ページ）に進みます。

（注）

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

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   

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。

switch(config)# feature
port-profile-role

ステップ 2   

（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 feature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

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

ステップ 4   

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, （3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, （6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

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

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

ステップ 2   

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、CiscoNexus
1000V上の各ロールに対して一意である必要があ
ります。

（任意）

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。

switch(config-port-prof-role)#
description role-description

ステップ 3   

（任意）

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。

switch(config-port-prof-role)#
show port-profile-role users

ステップ 4   

（任意）

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

1つ以上の userまたは
groupのロールを入力しま
す。

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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

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, （3ペー
ジ）を参照してください。

（注）

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。

switch(config-port-prof-role)#
exit

ステップ 6   

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
profile-name

ステップ 7   

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

ステップ 8   

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。

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。

（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)#
showport-profile-role [name
role-name]

ステップ 9   

（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 10   
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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

目的コマンドまたはアクショ

ン

（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

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

ステップ 1   

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。

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 2   

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 3   

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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目的コマンドまたはアクショ

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。

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からロールを削除します。 vCenter
Serverでポートグループが更新されます。

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

ステップ 4   

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。

switch(config-port-prof)#
exit

ステップ 5   

VSMからロールを削除します。switch(config)# no
port-profile-role
role-name

ステップ 6   

（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

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

ステップ 7   

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。

（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 8   
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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。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。4.2(1)SV1(4)ポートプロファイル可視性の

制限
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