
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, 1 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, 13 ページ

• スイッチの Adapter-FEXのディセーブル化, 16 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

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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。

install feature-set virtualization

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチで Cisco仮想マシン機能をイ
ネーブルにします。

feature-set virtualization

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

ステップ 3   

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)#

ステップ 4   

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

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   

アダプタのvNICと関連付けられるポートプロファ
イル（type vethernet）を作成します。

switch(config)#port-profile type
vethernet port-profile_name

ステップ 2   

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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目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 3   

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-port-profile)#exitステップ 4   

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。

switch(config)#interface
ethernet type/port

ステップ 5   

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

switch(config-if)#switchport
mode vntag

ステップ 6   

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。

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

switch(config-if)#exitステップ 7   

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

ステップ 8   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。

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

サーバネットワークアダプタ

のアップリンクを接続しま

す。

ステップ 9   

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。

• CiscoUCSP81EまたはCiscoUCSVIC1225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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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、CiscoNexus 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、CiscoNexus 5000シリーズスイッチとMACテーブルの間で同期されます。

（注）

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。

• CiscoUCSP81EまたはCiscoUCSVIC1225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。

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 5

Adapter-FEX の設定
サーバネットワークアダプタの初期化



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。

（注）

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
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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 1：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 1
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 22
bind interface ethernet 101/1/15 channel 2
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 23
bind interface ethernet 101/1/15 channel 3
inherit port-profile user_management

switch# interface vethernet 24
bind interface ethernet 101/1/15 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 21

bind interface ethernet 101/1/15 channel 1
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 22
bind interface ethernet 101/1/15 channel 2
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 23
bind interface ethernet 101/1/15 channel 3
inherit port-profile user_management

switch# interface vethernet 24
bind interface ethernet 101/1/15 channel 4
inherit port-profile user_backup
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初期化の結果は両方のスイッチで同じになります。（注）

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 2：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。

Channel Numberポートプロファイル名アップリンクvNIC

1user_dataUplink_0eth0
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2user_managementUplink_1eth1

3user_dataUplink_0eth2

4user_backupUplink_1eth3

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。showvpcbrief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

初期化の結果は両方のスイッチで同じになります。（注）
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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 Cisco Nexus Adapter
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 3：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。

Channel Numberポートプロファイル名アップリンクvNIC

1user_dataUplink_0eth0

2user_managementUplink_1eth1

3user_dataUplink_0eth2

4user_backupUplink_1eth3

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 1
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 38
bind interface ethernet 100/1/15 channel 2
bind interface ethernet 101/1/15 channel 2
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 39
bind interface ethernet 100/1/15 channel 3
bind interface ethernet 101/1/15 channel 3
inherit port-profile user_management

switch# iinterface vethernet 40
bind interface ethernet 100/1/15 channel 4
bind interface ethernet 101/1/15 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 100/1/15 channel 1
bind interface ethernet 101/1/15 channel 1
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 38
bind interface ethernet 100/1/15 channel 2
bind interface ethernet 101/1/15 channel 2
inherit port-profile user_data

switch# interface vethernet 39
bind interface ethernet 100/1/15 channel 3
bind interface ethernet 101/1/15 channel 3
inherit port-profile user_management

switch# interface vethernet 40
bind interface ethernet 100/1/15 channel 4
bind interface ethernet 101/1/15 channel 4
inherit port-profile user_backup

初期化の結果は両方のスイッチで同じになります。（注）

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
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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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

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。

（注）

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

vEthernetインターフェイスを削除します。no interface vethernet veth-id

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

ステップ 2   

（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

copy running-config startup-config

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

ステップ 3   

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。

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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクション

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。

シャットダウン

例：
switch# shutdown

ステップ 1   

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2   

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。

no interface vethernet veth-id

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

ステップ 3   

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。

no switchport mode vntag

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

ステップ 4   

両方のvPCスイッチからサーバを切断し
ます。

両方の vPCスイッチからサーバを取
り外します。

ステップ 5   

サーバを新規の物理インターフェイスに

接続します。

サーバを新規の物理インターフェイス

に接続します。

ステップ 6   

新規スイッチのサーバネットワークア

ダプタを設定します。

サーバネットワークアダプタを設定

します。

ステップ 7   

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。

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。

（注）

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

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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。

no interface vethernet veth-id

例：
switch(config)# no interface vethernet
21

ステップ 2   

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。

no port-profile type vethernet
port-profile_name

例：
switch(config-if)# no port-profile type
vethernet user_data
switch(config)#

ステップ 3   

   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
16 OL-31631-01-J  

Adapter-FEX の設定
ポートプロファイルの追加または削除



目的コマンドまたはアクション

VNTagモードのスイッチポートの設
定を解除します。

no switchport mode vntag

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

ステップ 4   

仮想化をディセーブルにします。no feature-set virtualization

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

ステップ 5   

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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