Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレー
ション ガイド リリース 7.x
初版：2014 年 03 月 19 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

Text Part Number: OL-31631-01-J

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネット
ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意
図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company.(1110R)
© 2014

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目次

はじめに v
対象読者 v
表記法 v
Cisco Nexus 5500 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料 vii
Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料 ix
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料 xi
マニュアルに関するフィードバック xiii
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート xiii
Adapter-FEX の概要 1
概要 1
複数の仮想リンク 1
サポートされるプラットフォーム 2
Cisco Nexus Adapter-FEX トポロジの例 3
Adapter-FEX の設定 7
サーバ ネットワーク アダプタ搭載のサーバの追加 7
Adapter-FEX 対応のスイッチのイネーブル化 7
Adapter FEX 機能の設定 8
サーバ ネットワーク アダプタの設定 10
サーバ ネットワーク アダプタの初期ハンドシェイクおよびネゴシエーション 10
サーバ ネットワーク アダプタの vNIC の設定 10
サーバ ネットワーク アダプタの初期化 11
デュアル ホーム接続 FEX トポロジの Cisco Nexus Adapter FEX の初期化の例 13
アクティブ/スタンバイ トポロジでの Cisco Nexus Adapter-FEX 初期化の例 14
アクティブ/スタンバイ トポロジでのデュアル ホーム接続 FEX 用の Cisco Nexus
Adapter FEX の初期化の例 16
vEthernet インターフェイスの作成 17

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
OL-31631-01-J

iii

目次

スタートアップ コンフィギュレーションへの vEthernet インターフェイスの保
存 18
vEthernet インターフェイスの手動設定 18
スイッチとサーバ ネットワーク アダプタ間の設定の競合 18
スイッチ間の設定の競合 19
サーバ ネットワーク アダプタ搭載のサーバの削除 19
別の物理インターフェイスへのサーバの再配置 20
ポート プロファイルの追加または削除 22
スイッチの Adapter-FEX のディセーブル化 22

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
iv

OL-31631-01-J

はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, v ページ
• 表記法, v ページ
• Cisco Nexus 5500 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, vii ページ
• Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, ix ページ
• Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, xi ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xiii 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, xiii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステ
ンダのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当するネットワーク管理者を対象として
います。

表記法
（注）

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環とし
て、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従
来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新た
に組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。
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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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]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで
示しています。

[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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Cisco Nexus 5500 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）

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

注意

「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。

Cisco Nexus 5500 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 5500 シリーズ全体のマニュアル セットは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
tsd-products-support-series-home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_release_notes_list.html
コンフィギュレーション ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/products_installation_and_configuration_guides_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS FCoE Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
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• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
インストレーション ガイドおよびアップグレード ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_installation_guides_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guides』
ライセンス ガイド
『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/
switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html から入手できます。
コマンド リファレンス
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_command_reference_list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Security Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS System Management Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』
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テクニカル リファレンス
『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS MIB Reference』は http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/
nexus5500/sw/mib/reference/NX5500_MIBRef.html から入手できます。
エラー メッセージおよびシステム メッセージ
『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/nexus5500/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.html から入手できます。
トラブルシューティング ガイド
『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/nexus5500/sw/troubleshooting/guide/N5K_Troubleshooting_Guide.html から入手できます。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 5600 シリーズ全体のマニュアル セットは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
tsd-products-support-series-home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-release-notes-list.html
コンフィギュレーション ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
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• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
ライセンス ガイド
『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/
switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html から入手できます。
コマンド リファレンス
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/
products-command-reference-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS QoS Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』
エラー メッセージおよびシステム メッセージ
『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/
datacenter/nexus5500/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.html から入手できます。
トラブルシューティング ガイド
『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
switches/nexus-5000-series-switches/products-troubleshooting-guides-list.html から入手できます。
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Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 6000 シリーズ全体のマニュアル セットは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/tsd_products_support_series_home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-release-notes-list.html
コンフィギュレーション ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FCoE Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』
インストレーション ガイドおよびアップグレード ガイド
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-installation-guides-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guides』
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ライセンス ガイド
『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/
switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html から入手できます。
コマンド リファレンス
これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/
products-command-reference-list.html
このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Security Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Management Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
• 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』
テクニカル リファレンス
『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS MIB Reference』は http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/
nexus6000/sw/mib/reference/NX6000_MIBRef.html から入手できます。
エラー メッセージおよびシステム メッセージ
『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
switches/datacenter/nexus6000/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.html から入手できます。
トラブルシューティング ガイド
『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
switches/nexus-6000-series-switches/tsd-products-support-troubleshoot-and-alerts.html から入手できま
す。
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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。
ciscodfa-docfeedback@cisco.com。
ご協力をよろしくお願いいたします。

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

Adapter-FEX の概要
この章では、Cisco NX-OS の Adapter-FEX 機能の概要について説明します。この章の内容は、次
のとおりです。
• 概要, 1 ページ
• 複数の仮想リンク, 1 ページ
• サポートされるプラットフォーム, 2 ページ
• Cisco Nexus Adapter-FEX トポロジの例, 3 ページ

概要
Cisco NX-OS Adapter-FEX 機能は、FEX リンク アーキテクチャの利点に、1 つのイーサネット イ
ンターフェイスに複数の仮想インターフェイスを作成するためのサーバ I/O 仮想化を組み合わせ
たものです。これにより、サーバのデュアル ポート NIC を展開し、サーバが通常のイーサネット
インターフェイスとして認識する複数の仮想インターフェイスを設定することができます。この
アプローチの利点は、電力および冷却の必要性を減らし、ネットワーク ポート数を削減できるこ
とです。

複数の仮想リンク
Adapter-FEX は、単一の物理リンクを複数の仮想リンクまたはチャネルに分割する方法と見なすこ
とができます。各チャネルは、固有のチャネル番号で識別され、その範囲は物理リンクに制限さ
れています。
物理リンクは、サーバ ネットワーク アダプタのポートと、スイッチのイーサネット ポートを接
続します。これにより、チャネルはスイッチの vEthernet インターフェイスとサーバの vNIC を接
続できます。
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各チャネルのパケットは、特定の送信元仮想インターフェイス ID（VIF）がある VNTag でタグ付
けされます。VIF によって、受信側は送信元がパケットの送信に使用したチャネルを識別できま
す。

サポートされるプラットフォーム
Adapter-FEX には、Adapter-FEX 機能をサポートする親スイッチに接続されたサーバ ネットワーク
アダプタが必要です。
この実装は、Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバの Cisco UCS P81E または Cisco UCS
VIC1225 仮想インターフェイス カード（VIC）などのサーバ ネットワーク アダプタ、または
Broadcom BCM57810 コンバージェンス ネットワーク インターフェイス カードなどの VNTag テク
ノロジーをサポートするサードパーティ アダプタで動作するように設計されています。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
2

OL-31631-01-J

Adapter-FEX の概要
Cisco Nexus Adapter-FEX トポロジの例

Cisco Nexus Adapter-FEX トポロジの例
次の図に、サーバ ネットワーク アダプタを使用した Cisco Nexus Adapter-FEX トポロジの例を示
します。
図 1：Cisco Nexus Adapter-FEX トポロジ

図 2：Cisco Nexus Adapter-FEX デュアルホーム接続トポロジ
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次の図に、アップリンクのアクティブ/スタンバイ チーミングをサポートするサーバ ネットワー
ク アダプタでサポートされるトポロジを示します。
このアクティブ/スタンバイ トポロジでは、一方のアップリンクがアクティブに、他方のアップリ
ンクがスタンバイに設定されています。一部のサーバ ネットワーク アダプタでは、vNIC ごとに
アップリンクをアクティブにするかスタンバイにするか選択できます。この場合、各アップリン
クは、特定の vNIC に対してはアクティブなアップリンクになり、残りのアップリンクがスタン
バイになります。
ベスト プラクティスとして、vNIC ごとにアップリンクをアクティブにするかスタンバイにする
か選択することをお勧めします。
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（注）

Cisco UCS P81E VIC1225 と Cisco UCS 仮想インターフェイス カードは、アクティブ/スタンバ
イ アップリンク チーミングをサポートしています。これらの仮想インターフェイス カード
は、各仮想 NIC（vNIC）がアクティブなアップリンクを選択できるようにします。他のアップ
リンクはスタンバイ アップリンクとして設定されます。
詳細については、『Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller CLI Configuration
Guide』の Cisco UCS 仮想インターフェイス カードに関する資料を参照してください。

図 3：Cisco Nexus Adapter-FEX アクティブ/スタンバイ トポロジ

図 4：Cisco Nexus Adapter-FEX デュアルホーム接続アクティブ/スタンバイ トポロジ
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章

Adapter-FEX の設定
この章の構成は、次のとおりです。
• サーバ ネットワーク アダプタ搭載のサーバの追加, 7 ページ
• サーバ ネットワーク アダプタ搭載のサーバの削除, 19 ページ
• スイッチの Adapter-FEX のディセーブル化, 22 ページ

サーバ ネットワーク アダプタ搭載のサーバの追加
ここでは、Adapter-FEX 対応のサーバ ネットワーク アダプタを搭載したサーバを設定する方法に
ついて説明します。

Adapter-FEX 対応のスイッチのイネーブル化
サーバが接続されている各スイッチの Adapter-FEX 機能をイネーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

install feature-set virtualization

スイッチに Cisco 仮想マシン フィーチャ
セットをインストールします。

例：
switch(config)# install feature-set
virtualization
switch(config)#
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

feature-set virtualization

スイッチで Cisco 仮想マシン機能をイ
ネーブルにします。

例：
switch(config)# feature-set
virtualization
switch(config)#

ステップ 4

スイッチで vEthernet インターフェイス
の自動作成をイネーブルにします。

vethernet auto-create
例：
switch(config)# vethernet auto-create
switch(config)#

例：
switch# configure terminal
switch(config)# install feature-set virtualization
switch(config)# feature-set virtualization
switch(config)# vethernet auto-create
switch(config)#

Adapter FEX 機能の設定
Adapter-FEX をサポートするようにスイッチを設定します。

はじめる前に
仮想化機能セットをイネーブルにして、Adapter FEX 機能をイネーブルにします。
Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を使用して、物理サーバのアダプタのネットワー
ク インターフェイス仮想化（NIV）をイネーブルにします。

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 type アダプタのvNICと関連付けられるポートプロファ
vethernet port-profile_name
イル（type vethernet）を作成します。
ポート プロファイルに、VLAN、帯域幅、Quality
of Service（QoS）、アクセス コントロール リス
ト（ACL）などの関連するプロパティおよびポリ
シーを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

switch(config-port-profile)#state vNIC をイネーブルにします。
enabled

ステップ 4

switch(config-port-profile)#exit 現在のコンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 5

switch(config)#interface
ethernet type/port

指定されたインターフェイスのコンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 6

switch(config-if)#switchport
mode vntag

ネットワーク アダプタのアップリンク インター
フェイスが接続されているスイッチのイーサネッ
ト インターフェイスで、VNTag モードのスイッ
チポートを設定します。

ステップ 7

switch(config-if)#exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 8

switch(config-if)# 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、変更を継続的に保存しま
す。

ステップ 9

サーバ ネットワーク アダプタ サーバからスイッチまたは FEX にサーバ ネット
のアップリンクを接続しま
ワーク アダプタのアップリンクを接続します。
す。

次の例に、vNIC のタイプごとに 1 個のポート プロファイルを作成して、Cisco Nexus スイッチに
4 台の vNIC を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type vethernet user_data1
switchport trunk allowed vlan 2-100
switchport trunk native vlan 2
switchport mode trunk
switch(config)# state enabled
switch(config)# port-profile type vethernet user_data2
switchport trunk allowed vlan 2-100
switchport trunk native vlan 2
switchport mode trunk
switch(config)# state enabled
switch(config)# port-profile type vethernet user_management
switchport access vlan 1
switch(config)# state enabled
switch(config)# port-profile type vethernet user_backup
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2-100
switchport trunk native vlan 2
mac port access-group mac_acl1
ip port access-group ip_acl1 in
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ipv6 port traffic-filter ipv6_acl1 in
switch(config)# state enabled
switch(config)# interface ethernet1/5
description ucs_vic2/0
switch(config-if)# switchport mode vntag
switch(config-if)#

サーバ ネットワーク アダプタの設定
サーバのネットワークアダプタ設定ユーティリティを使用して、ネットワークアダプタのネット
ワーク インターフェイス仮想化（NIV）モードをイネーブルにします。詳細については、ご使用
のサーバネットワークアダプタのマニュアルを参照してください。設定を完了するため、サーバ
をリブートしてネットワーク アダプタをリセットすることが必要になる場合があります。
• Cisco UCS P81E または Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェイス カードについては、『Cisco
UCS C-Series Servers Integrated Management Controller CLI Configuration Guide』の Cisco UCS
仮想インターフェイス カードに関する資料を参照してください。
• Broadcom BCM57810 コンバージェンス ネットワーク インターフェイス カードについては、
Broadcom 社の資料を参照してください。

サーバネットワークアダプタの初期ハンドシェイクおよびネゴシエー
ション
サーバ ネットワーク アダプタをスイッチのイネーブル化された VNTag モードのイーサネット
ポートまたは FEX に接続すると、ハンドシェイクが開始されます。NIV 機能に関する情報交換が
実行され、通信は VNTag モードで開始されます。スイッチは、設定されたポート プロファイル
のリスト（type vethernet）をアダプタに渡します。これらのポート プロファイル名は、選択可能
なオプションとしてサーバ ネットワーク アダプタ設定ユーティリティに表示されます。
サーバ ネットワーク アダプタには、ポート プロファイルの名前だけが渡されます。ポート プロ
ファイルの設定は、サーバ ネットワーク アダプタには渡されません。
サーバ ネットワーク アダプタがスイッチに接続されていなければ、まだ、サーバの仮想ネット
ワーク インターフェイス カード（vNIC）を設定できます。ただし、アダプタではポート プロファ
イル名を使用できません。

サーバ ネットワーク アダプタの vNIC の設定
サーバのネットワーク アダプタ設定ユーティリティを使用して、適切な数の vNIC を作成します。
各 vNIC は、固有のチャネル番号、MAC アドレス、アップリンク フェールオーバー プロパティ、
ポート プロファイル名などの適切なプロパティで作成します。
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（注）

初期ハンドシェイクとネゴシエーションが終わると、スイッチに設定されたポート プロファ
イルのリストがサーバ アダプタで自動的に使用可能になります。これらのポート プロファイ
ル名を vNIC に関連付けることができます。

（注）

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ上の vNIC または仮想ハブ バス アダプタ VHBA のそれぞ
れに対して、一意の仮想イーサネット（vEthernet または vEth）インターフェイスを設定しま
す。たとえば、vNIC1 の vEth は、Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ上の vEth1 になり、vNIC2
は Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ上の vEth2 になります。各 vNIC は単一の一意な vEth に
マップされるため、Cisco Nexus 5000シリーズ スイッチと MAC テーブルの間で同期されます。
各 vNIC には、固有のチャネル番号が関連付けられています。vNIC は、物理ポートおよび vNIC
のチャネル番号を vEthernet インターフェイスに関連付ける bind コマンドにより、スイッチで識別
されます。詳細については、ご使用のサーバネットワークアダプタのマニュアルを参照してくだ
さい。
• Cisco UCS P81E または Cisco UCS VIC1225 仮想インターフェイス カードについては、『Cisco
UCS C-Series Servers Integrated Management Controller CLI Configuration Guide』の Cisco UCS
仮想インターフェイス カードに関する資料を参照してください。
• Broadcom BCM57810 コンバージェンス ネットワーク インターフェイス カードについては、
Broadcom 社の資料を参照してください。
VNtag 接続が確立されると、ポート プロファイル名（type vethernet）だけがサーバ ネットワーク
アダプタに渡されます。ポート プロファイルの設定は、サーバ ネットワーク アダプタには渡さ
れません。
ポート プロファイル名は、選択可能なオプションとしてサーバ ネットワーク アダプタ設定ユー
ティリティに表示されます。

サーバ ネットワーク アダプタの初期化
サーバ ネットワーク アダプタの vNIC を設定した後、次を考慮して設定を完了する必要がありま
す。
• サーバのリブートとサーバ ネットワーク アダプタのリセット。
• ドライバのリロード。
詳細については、ご使用のサーバ ネットワーク アダプタのマニュアルを参照してください。
設定が完了すると、サーバ ネットワーク アダプタとスイッチはリンクを再確立し、初期ハンド
シェイクとネゴシエーション プロセスを実行します。また、サーバ ネットワーク アダプタとス
イッチは、Virtual Interface Configuration（VIC）プロトコルを使用してさらに高いレベルのコント
ロール プレーン接続を確立します。
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（注）

VIC プロトコルは、リモート デバイスに仮想インターフェイスをプロビジョニングし、管理
します。
VIC プロトコル接続が確立されると、サーバ ネットワーク アダプタは、サーバ ネットワーク ア
ダプタに設定されている各 vNIC 用の vEthernet インターフェイスを作成するよう、スイッチに要
求します。また、サーバ ネットワーク アダプタは、vEthernet インターフェイスの作成要求に加え
て、アップリンクを介して次の属性を渡します。
• ポート プロファイル名
• チャネル番号
• アクティブ/スタンバイ ステータス
スイッチは、サーバ ネットワーク アダプタの各 vNIC の vEthernet インターフェイスを作成して応
答し、vEthernet インターフェイスにポート プロファイルおよびチャネル番号を関連付けます。
サーバの起動プロセスは、vEthernet の作成が完了するまで、BIOS 設定フェーズで保留されること
があります。vEthernet が作成されると、起動プロセスが再開し、オペレーティング システムが
ロードされます。詳細については、ご使用のアダプタのマニュアルを参照してください。
グローバル コンフィギュレーション コマンド no vethernet auto-create は、vEthernet インターフェ
イスの自動作成を停止します。スイッチに vethernet auto-create コマンドが設定されていない場合
は、適切なバインディングとポート プロファイルの設定を使用して、vEthernet インターフェイス
を手動で設定する必要があります。
スイッチによって作成された vEthernet インターフェイスには、作成されるときに自動的に番号が
付けられます。これらの vEthernet 番号は、32769 から始まります。スイッチは、vEthernet イン
ターフェイスを作成するときに、最も小さい未使用の番号を選択します。
vEthernet インターフェイスを手動で作成するときは、vEthernet に任意の番号を選択できます。た
だし、ベスト プラクティスとして、32678 より小さい番号を選択します。
vEthernet インターフェイスの設定例
switch# interface vethernet 21
bind interface ethernet 1/5 channel 1
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 22
bind interface ethernet 1/5 channel 2
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 23
bind interface ethernet 1/5 channel 3
inherit port-profile user_management
switch# interface vethernet 24
bind interface ethernet 1/5 channel 4
inherit port-profile user_backup

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
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デュアル ホーム接続 FEX トポロジの Cisco Nexus Adapter FEX の初期化の例
次の図に、デュアル ホーム接続 FEX のトポロジを示します。
図 5：Cisco Nexus Adapter FEX デュアルホーム接続トポロジ

Cisco Nexus スイッチ A の vEthernet インターフェイスの初期化の結果
switch# interface vethernet 21
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 22
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 23
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_management
switch# interface vethernet 24
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_backup

1
2
3
4

Cisco Nexus スイッチ B の vEthernet インターフェイスの初期化の結果
switch# interface vethernet 21
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 22
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 23
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_management
switch# interface vethernet 24
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_backup

1
2
3
4
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（注）

初期化の結果は両方のスイッチで同じになります。

アクティブ/スタンバイ トポロジでの Cisco Nexus Adapter-FEX 初期化の例
ここで説明しているアクティブ/スタンバイ トポロジでは、一方のアップリンクがアクティブ、他
方にアップリンクがスタンバイに設定されています。一部のサーバネットワークアダプタでは、
vNIC ごとにアップリンクをアクティブにするかスタンバイにするか選択できます。この場合、各
アップリンクは、特定の vNIC に対してはアクティブなアップリンクになり、残りのアップリン
クがスタンバイになります。ベスト プラクティスとして、各 vNIC でアップリンクをアクティブ
にするかスタンバイにするか選択することをお勧めします。
スタンバイ アップリンク デバイスで作成された vEthernet インターフェイスのチャネル番号は、
アクティブ アップリンクのチャネル番号と同じです。
アクティブ/スタンバイ アップリンクのトポロジを示す次の図を考慮してください。
図 6：Cisco Nexus Adapter FEX アクティブ/スタンバイ トポロジ

仮想ポート チャネル（vPC）トポロジの vPC プライマリ スイッチおよびセカンダリ スイッチで
は、単一の vNIC に関連付けられた vEthernet インターフェイスのインターフェイス番号は同じで
す。
この例のサーバ ネットワーク アダプタに 4 つの vNIC（eth0、eth1、eth2、eth3）と 2 つのアップ
リンク（uplink_0、uplink_1）があり、次の表のように設定されているとします。
vNIC

アップリンク

ポート プロファイル名

Channel Number

eth0

Uplink_0

user_data

1

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
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eth1

Uplink_1

user_management

2

eth2

Uplink_0

user_data

3

eth3

Uplink_1

user_backup

4

また、uplink_0 が Swtich-A のイーサネット 1/5 に接続され、uplink_1 が Switch-B のイーサネット
1/15 に接続されているとします。
vPC のアクティブ/スタンバイ トポロジでは、vEthernet 番号は vPC プライマリ スイッチによって
割り当てられます。vEthernet 作成要求が受信されると、vPC セカンダリ スイッチがプライマリ ス
イッチに割り当てを要求します。show vpc brief コマンドを実行すると、スイッチの vPC ロールが
表示されます。
サーバが、あるポートからプライマリ vPC スイッチまたはセカンダリ vPC スイッチのいずれかの
ポートに移動すると、そのサーバ ネットワーク アダプタの接続は、古い vEthernet インターフェ
イスが削除されるまで確立されません。
Cisco Nexus スイッチ A の vEthernet インターフェイスの初期化の結果
switch# interface vethernet 37
bind interface ethernet 1/5 channel 1
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 38
bind interface ethernet 1/5 channel 2
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 39
bind interface ethernet 1/5 channel 3
inherit port-profile user_management
switch# interface vethernet 40
bind interface ethernet 1/5 channel 4
inherit port-profile user_backup

Cisco Nexus スイッチ B の vEthernet インターフェイスの初期化の結果
switch# interface vethernet 37
bind interface ethernet 1/5 channel 1
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 38
bind interface ethernet 1/5 channel 2
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 39
bind interface ethernet 1/5 channel 3
inherit port-profile user_management
switch# interface vethernet 40
bind interface ethernet 1/5 channel 4
inherit port-profile user_backup

（注）

初期化の結果は両方のスイッチで同じになります。
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アクティブ/スタンバイトポロジでのデュアルホーム接続FEX用のCiscoNexusAdapter
FEX の初期化の例
次の図に、アクティブ/スタンバイ アップリンクを使用したトポロジを示します。
図 7：Cisco Nexus Adapter FEX デュアルホーム接続アクティブ/スタンバイ トポロジ

この例のアダプタに 4 つの vNIC（eth0、eth1、eth2、eth3）と 2 つのアップリンク（uplink_0、
uplink_1）があり、次の表のように設定されているとします。
vNIC

アップリンク

ポート プロファイル名

Channel Number

eth0

Uplink_0

user_data

1

eth1

Uplink_1

user_management

2

eth2

Uplink_0

user_data

3

eth3

Uplink_1

user_backup

4

また、uplink_0 がイーサネット 100/1/15 に接続され、uplink_1 がイーサネット 101/1/15 に接続さ
れているとします。
Cisco Nexus スイッチ A の vEthernet インターフェイスの初期化の結果
switch# interface vethernet 37
bind interface ethernet 100/1/15 channel 1
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bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 38
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 39
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_management
switch# iinterface vethernet 40
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_backup

1
2
2
3
3
4
4

Cisco Nexus スイッチ B の vEthernet インターフェイスの初期化の結果
switch# interface vethernet 37
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 38
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_data
switch# interface vethernet 39
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_management
switch# interface vethernet 40
bind interface ethernet 100/1/15 channel
bind interface ethernet 101/1/15 channel
inherit port-profile user_backup

（注）

1
1
2
2
3
3
4
4

初期化の結果は両方のスイッチで同じになります。

vEthernet インターフェイスの作成
サーバ ネットワーク アダプタは、スイッチに vEthernet インターフェイスを 1 つずつ作成するよ
うに要求します。
vEthernet インターフェイスを作成した結果の例
switch# show running-config interface Vethernet32773
interface Vethernet32773
inherit port-profile sample
bind interface Ethernet1/20 channel 11
switch# show interface Vethernet32773 detail
vif_index: 29
-------------------------veth is bound to interface Ethernet1/20 (0x1a013000)
priority: 0
vntag: 52
status: standby
channel id: 11
registered mac info:
vlan 0 - mac 00:00:00:00:00:00
vlan 0 - mac 00:22:bd:d6:5f:4b
vlan 0 - mac ff:ff:ff:ff:ff:ff

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS Adapter-FEX コンフィギュレーション ガイド リリース 7.x
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スタートアップ コンフィギュレーションへの vEthernet インターフェ
イスの保存
VIC プロトコル インターフェイス作成要求で作成された vEthernet インターフェイスは、実行コン
フィギュレーションに保存されます。実行コンフィギュレーションを保存すると、vEthernet イン
ターフェイスおよびその設定はスタートアップ コンフィギュレーションに保存されます。
スイッチがリロードされると、スイッチはスタートアップ コンフィギュレーションをロードし、
vEthernet インターフェイスがスタートアップ コンフィギュレーションからスタティックに作成さ
れます。VNTag インターフェイスが初期化され、サーバ ネットワーク アダプタが vEthernet 作成
の要求を行うと、すでに存在する vEthernet インターフェイスが使用されます。

（注）

システムから vEthernet インターフェイスを削除するには、no interface vethernet veth-id コマン
ドを使用します。vEthernet インターフェイスはスタートアップ コンフィギュレーションに保
存されているため、ベスト プラクティスは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保存することです。

vEthernet インターフェイスの手動設定
サーバ ネットワーク アダプタがスイッチの VNTag モードのイーサネット インターフェイスに接
続されている場合、vEthernet インターフェイスは自動的に作成されます。ただし、vEthernet イン
ターフェイスは、コンフィギュレーション モードから interface vethernet veth-id コマンドを使用
して手動で作成することもできます。

（注）

vEthernet インターフェイスを手動で作成する場合、no vethernet auto-create コマンドを使用し
て vEthernet インターフェイスの自動作成をディセーブルにします。
サーバ ネットワーク アダプタが接続され、vEthernet 作成要求が受信されると、スイッチは vEthernet
作成要求のチャネル番号と一致する手動設定された vEthernet インターフェイスがないか確認しま
す。手動設定された vEthernet インターフェイスがすでに存在する場合、手動設定された vEthernet
インターフェイスが使用され、新しい vEthernet インターフェイスは作成されません。

スイッチとサーバ ネットワーク アダプタ間の設定の競合
手動で設定された vEthernet インターフェイスまたはスタートアップ コンフィギュレーションに保
存された vEthernet インターフェイスの設定と、サーバ ネットワーク アダプタでの設定の間に、
ポート プロファイル名の競合が発生する場合があります。
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たとえば、サーバ ネットワーク アダプタがチャネル番号 5 の vNIC をポート プロファイル
user_backup に関連付けるのに対し、スイッチはチャネル番号 5 にバインドされた vEthernet イン
ターフェイスをポート プロファイル user_data に関連付ける場合があります。
この種の競合が発生した場合は、サーバネットワークアダプタの設定が優先され、スイッチの設
定は上書きされます。

（注）

ポート プロファイルが vNIC に関連付けられた場合に、そのポート プロファイルがスイッチ
に存在しないと、vEthernet の作成と初期化は失敗します。

スイッチ間の設定の競合
vPC トポロジでは、特定の vEthernet インターフェイスの設定は、両方のスイッチで同じでなけれ
ばなりません。スイッチの設定に不一致がある場合、設定が競合し、vEthernet インターフェイス
に障害が発生します。
この種の競合が発生した場合は、vEthernet インターフェイスが正常に起動する前に競合を手動で
解決する必要があります。

サーバ ネットワーク アダプタ搭載のサーバの削除
サーバ ネットワーク アダプタがスイッチに接続している場合、サーバ ネットワーク アダプタを
サポートするために、vEthernet インターフェイスが作成されます。トポロジからサーバ ネット
ワーク アダプタを削除する場合、サーバの接続解除または電源切断を行ってもこれらの vEthernet
インターフェイスは削除されません。古い vEthernet インターフェイスは、手動で削除されるまで
存在します。
古い vEthernet インターフェイスを手動で削除すると、サーバ ネットワーク アダプタに接続され
たサーバをトポロジから削除できます。

（注）

ベスト プラクティスとして、スイッチ リソースを節約するために未使用の vEthernet インター
フェイスを削除する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

no interface vethernet veth-id

vEthernet インターフェイスを削除します。

例：
switch(config)# no interface
vethernet 1
switch(config)#

ステップ 3

copy running-config startup-config
例：
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
を継続的に保存します。

vEthernet インターフェイスの削除例
switch# configure terminal
switch(config)# no interface vethernet 1
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)#

別の物理インターフェイスへのサーバの再配置
サーバネットワークアダプタをスイッチ上の物理インターフェイスから別の同一のスイッチに移
動すると、新しい vEthernet インターフェイスが作成され、新しい物理インターフェイスにバイン
ドされます。元の物理インターフェイスにバインドされた元の vEthernet インターフェイスは、削
除されるまで存在します。
新しいサーバを元のサーバが接続されていた物理インターフェイスに接続すると、vEthernet イン
ターフェイスは再利用されます（vEthernet インターフェイスが削除されていないと仮定します）。
ただし、このアクションにより、スイッチの設定とサーバネットワークアダプタの設定との間に
競合が発生する場合があります。

（注）

サーバ ネットワーク アダプタをサーバから別のサーバに移動すると、vNIC に関する情報など
のサーバ ネットワーク アダプタの設定も一緒に移動されます。設定は、サーバ ネットワーク
アダプタに保存されます。
vPC トポロジでは、vNIC の vEthernet 番号が両方の vPC ピアで同じでなければなりません。サー
バ ネットワーク アダプタを搭載したサーバを、最初にスイッチの vEthernet インターフェイスを
削除せずに、1 つの物理インターフェイスからいずれかの vPC ピアのインターフェイスに移動す
ると、異なる番号を持つ新しい vEthernet インターフェイスが作成されます。この結果、2 つの
vPC ピアは同期されません。vEthernet の作成の障害は、vPC ピアが同期されていない場合に発生
します。ベスト プラクティスとして、元の vEthernet インターフェイスはサーバが新しい物理イン
ターフェイスに接続される前に削除する必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

シャットダウン

元の物理インターフェイスでシャットダ
ウンを実行します。

例：
switch# shutdown

ステップ 2

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 3

no interface vethernet veth-id

サーバに関連付けられた各 vEthernet イ
ンターフェイスを削除します。

例：
switch(config)# no interface
vethernet 21
switch(config)#

ステップ 4

no switchport mode vntag
例：

両方の vPC スイッチの元の物理インター
フェイスで switchport mode vntag を設定
解除します。

switch(config-if)# no switchport
mode vntag
switch(config)#

ステップ 5

両方の vPC スイッチからサーバを取 両方の vPC スイッチからサーバを切断し
り外します。
ます。

ステップ 6

サーバを新規の物理インターフェイス サーバを新規の物理インターフェイスに
に接続します。
接続します。

ステップ 7

サーバ ネットワーク アダプタを設定 新規スイッチのサーバ ネットワーク ア
します。
ダプタを設定します。

例：
• 次のコマンドを実行します。
switch# shutdown
switch# configure terminal
switch(config)# no interface vethernet 21
switch(config-if)# no switchport mode vntag
switch(config-if)#

• 両方の vPC スイッチからサーバを取り外します。
• サーバを新規の物理インターフェイスに接続します。
• サーバ ネットワーク アダプタを設定します。
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ポート プロファイルの追加または削除
type vethernet の新しいポート プロファイルを追加すると、そのポート プロファイルはすべての接
続されたサーバネットワークアダプタにただちに渡され、使用可能になります。同様に、ポート
プロファイルを削除すると、接続しているすべてのサーバネットワークアダプタからその名前が
取り消されます。

（注）

ポート プロファイル名だけがサーバ ネットワーク アダプタに渡されるため、ポート プロファ
イル内の設定を変更しても、サーバ ネットワーク アダプタに情報は渡されません。

（注）

既存または新規 vNIC との関連付けなど、新しく追加されたポート プロファイルを使用する
と、サーバを再起動してサーバ ネットワーク アダプタをリセットする必要がある場合があり
ます。詳細については、ご使用のアダプタのマニュアルを参照してください。
ポート プロファイルを削除すると、関連付けられたすべての vEthernet インターフェイスがダウン
します。

スイッチの Adapter-FEX のディセーブル化
サーバが接続されている各スイッチの Adapter-FEX 機能をディセーブルにします。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2

no interface vethernet veth-id
例：

実行コンフィギュレーションの各
vEthernet インターフェイスを削除しま
す。

switch(config)# no interface vethernet
21

ステップ 3

no port-profile type vethernet
port-profile_name

アダプタの vNIC と関連付けるポート
プロファイル（type vethernet）を削除
します。

例：
switch(config-if)# no port-profile type
vethernet user_data
switch(config)#
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

no switchport mode vntag

VNTag モードのスイッチポートの設
定を解除します。

例：
switch(config-if)# no switchport mode
vntag
switch(config)#

ステップ 5

no feature-set virtualization

仮想化をディセーブルにします。

例：
switch(config)# no feature-set
virtualization
switch(config)#

例：
switch# configure terminal
switch(config)# no interface vethernet 21
switch(config-if)# no port-profile type vethernet user_data
switch(config-if)# no switchport mode vntag
switch(config-if)# no feature-set virtualization
switch(config-if)#
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