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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 1000V InterCloudの関連資料, vii ページ

• マニュアルに関するフィードバック , viii 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, viii ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusデバイス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。

このマニュアルは、次のような経験と知識を持つネットワーク管理者とサーバ管理者を対象とし

ています。

•仮想化の知識

• VMMソフトウェアを使用した仮想マシンの作成と VMware vSwitchの設定

• AmazonWeb Service（AWS）などのプロバイダークラウドのアカウントを作成できること。

• VMware vNetwork Distributed Switchの知識は必要ありません。

表記法
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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説明表記法

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。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

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]

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}

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。

[x {y | z}]

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。

variable

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。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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。

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。

太字の screen フォント

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
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

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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説明表記法

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）

「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。

注意

Cisco Nexus 1000V InterCloudの関連資料
この項では、Cisco Nexus 1000V InterCloudとともに使用されるマニュアルの一覧を示します。こ
れらのマニュアルは、Cisco.comの次に示す URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps12904/tsd_products_support_series_home.html

一般情報

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Release Notes』

インストール & アップグレード

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Installation Guide』

コンフィギュレーションガイド

『Cisco Nexus 1000V InterCloud License Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud High Availability and Redundancy Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000Vインタークラウドインターフェイスコンフィギュレーションガイド』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Layer 2 Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Port Profile Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Security Configuration Guide』

『Cisco Nexus 1000V InterCloud System Management Configuration Guide』

リファレンス

『Cisco Nexus 1000V InterCloud Command Reference』
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『Cisco Nexus 1000V InterCloud Verified Scalability Reference』

『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』

トラブルシューティング & アラート

『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Procedure』

Cisco Nexus 1000V のマニュアル

Cisco Nexus 1000V for VMwareのマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Prime Network Services Controller のマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13213/tsd_products_support_series_home.html

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。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
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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第 1 章

概要

この章の内容は、次のとおりです。

• インターフェイスに関する情報, 1 ページ

インターフェイスに関する情報

仮想イーサネットインターフェイス

仮想イーサネット（vEthernetまたはvEth）インターフェイスは、論理インターフェイスです。各
vEthernetインターフェイスは、仮想ポートに接続されたスイッチインターフェイスに対応しま
す。次のインターフェイスタイプがあります。

• VM（VM NICに接続されたインターフェイス）

vEthernetインターフェイスは Cisco Nexus 1000Vで作成され、分散仮想スイッチで使用する仮想
ポートを示します。

管理インターフェイス

管理インターフェイスを使用して、Telnetクライアント、簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP）、その他の管理エージェントを使用するリモート管理用ネットワークにデバイスを接
続できます。

ポートプロファイルを使用したインターフェイス設定の簡略化

インターフェイス設定を簡略化するためにポートプロファイルを使用できます。ポートプロファ

イルを 1つ設定して複数のインターフェイスに割り当てると、これらのインターフェイスの設定
を統一することができます。ポートプロファイルに加えた変更は、そのポートプロファイルが
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割り当てられているすべてのインターフェイスのコンフィギュレーションに自動的に反映されま

す。

割り当てられたインターフェイスのコンフィギュレーションに変更を加えると、ポートプロ

ファイルのコンフィギュレーションは無効になるため、このような変更は推奨しません。イ

ンターフェイスのコンフィギュレーションに変更を加えるのは、変更の影響を簡単にテストし

たい場合や、特定のポートをディセーブルにする場合に限定してください。

（注）

インターフェイスのハイアベイラビリティ

インターフェイスは、ステートフル再起動とステートレス再起動をサポートします。ステートフ

ル再起動はスーパーバイザ切り替え時に発生します。スイッチオーバー後に、Cisco Nexus 1000V
は実行コンフィギュレーションを適用します。
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第 2 章

インターフェイスパラメータの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 基本インターフェイスパラメータについて, 3 ページ

• 注意事項と制約事項, 4 ページ

• 設定するインターフェイスの指定, 4 ページ

• 説明の設定, 5 ページ

• インターフェイスのシャットダウンおよび再開, 6 ページ

• インターフェイスカウンタのクリア, 7 ページ

• 基本インターフェイスパラメータの確認, 7 ページ

• 基本インターフェイスパラメータの機能履歴, 8 ページ

基本インターフェイスパラメータについて

説明

仮想イーサネット（vEthernet）インターフェイス、および管理インターフェイスに説明パラメー
タを設定して、インターフェイスに名前を付けることができます。それぞれのインターフェイス

に独自の名前を使用すれば、複数のインターフェイスから探す場合でも必要なインターフェイス

をすぐに見つけることができます。

デフォルトでは、vEthernetインターフェイスの説明は、接続されているデバイスに関する情報を
含めるために自動フォーマットされます。たとえば、仮想ネットワークインターフェイスカー

ド（vNIC）の説明には、VM名とネットワークアダプタ番号が含まれます。このデフォルトの説
明を保持することも、選択した説明で上書きすることもどちらも可能です。
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管理ステータス

管理ステータスパラメータはインターフェイスのアップまたはダウンを指定します。管理的にダ

ウンしたインターフェイスはディセーブルであり、データを転送できません。管理的にアップし

たインターフェイスはイネーブルであり、データを転送できます。

注意事項と制約事項
インターフェイスパラメータには、次の注意事項と制限があります。

•インターフェイスを CLIで指定するには、次の注意事項に従ってください。

◦ vEthernetポートの場合、vethernet numberを使用します。numberは 1～ 256の番号で
す。

設定するインターフェイスの指定
この手順を使用すると、設定するインターフェイスを指定できます。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

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   

指定したインターフェイスのインターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface
interface

ステップ 2   

（任意）

現在のインターフェイス設定を表示します。

switch(config-if)# show
interface interface

ステップ 3   

interface引数を次のように定義します。

•管理インターフェイスの場合、mgmt 0または
mgmt0を使用します。

• vEthernetポートの場合、vethernet numberを使
用します。numberは 1～ 1048575の番号です。
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switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 5
switch(config-if)# show interface vethernet 5
switch(config-if)#

説明の設定
インターフェイスに説明を追加するには、この手順を使用します。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•説明は、大文字と小文字を区別する英数字で、最大 80文字の長さにできます。

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   

指定したインターフェイスのインターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

switch(config)# interface
interface

ステップ 2   

英数字で 80文字までの説明をこのインターフェ
イスに追加し、実行コンフィギュレーション内に

保存します。

switch(config-if)# description
string

ステップ 3   

（任意）

インターフェイスステータスを表示します。説明

もあわせて表示します。

switch(config-if)# show
interface interface

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-if)# 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。

次に、インターフェイスの説明を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 5
switch(config-if)# description vEthernet on module 5
switch(config-if)#
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インターフェイスのシャットダウンおよび再開
この手順を使用して、インターフェイスをシャットダウンして再起動できます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•インターフェイスをシャットダウンすると、そのインターフェイスはディセーブルになり、
モニタリングコマンドの出力ではダウンしているとして示されます。

•シャットダウンしたインターフェイスを再開するには、デバイスを再起動する必要がありま
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   

設定するインターフェイスを指定し、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch(config)# interface
interface

ステップ 2   

実行コンフィギュレーション内のインターフェイ

スをディセーブルにします。

switch(config-if)# shutdownステップ 3   

（任意）

インターフェイスステータスを表示します。管理

ステータスもあわせて表示します。

switch(config-if)# show
interface interface

ステップ 4   

実行コンフィギュレーション内のインターフェイ

スを再びイネーブルにします。

switch(config-if)#no shutdownステップ 5   

（任意）

インターフェイスステータスを表示します。管理

ステータスもあわせて表示します。

switch(config-if)# show
interface interface

ステップ 6   

•管理インターフェイスの場合、mgmt0または
mgmt0を使用します。

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

ステップ 7   
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次に、vEthernetインターフェイスをシャットダウンする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 5
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

インターフェイスカウンタのクリア
この手順を使用して、インターフェイスカウンタをクリアできます。

はじめる前に

EXECモード、コンフィギュレーションモード、またはインターフェイスコンフィギュレーショ
ンモードで 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

指定したインターフェイスのカウンタをクリアしま

す。

switch# clear counters interfaceステップ 1   

• vethernet number

• mgmt 0または mgmt0

（任意）

インターフェイスステータスを表示します。指定

したインターフェイスのカウンタもあわせて表示し

ます。

switch# show interface
interface

ステップ 2   

• vethernet number

• mgmt 0または mgmt0

次に、vEthernet 5のカウンタをクリアしてリセットする例を示します。
switch# clear counters vethernet 5
switch#

基本インターフェイスパラメータの確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
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目的コマンド

1つまたはすべてのインターフェイスに設定さ
れている状態を表示します。

show interface interface

インターフェイスの状態表を表示します。show interface brief

レイヤ 2ポートのステータスを表示します。show interface switchport

基本インターフェイスパラメータの機能履歴

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。Release 5.2(1)IC1(1.1)基本インターフェイスパラメー

タ
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第 3 章

レイヤ 2 インターフェイスの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• アクセスインターフェイスとトランクインターフェイスについて, 9 ページ

• VLANトランキングの前提条件, 10 ページ

• 注意事項と制約事項, 10 ページ

• デフォルト設定, 10 ページ

• レイヤ 2アクセスポートとしての LANインターフェイスの設定, 11 ページ

• トランクポートの設定, 12 ページ

• インターフェイスコンフィギュレーションの確認, 14 ページ

• インターフェイス設定のモニタリング, 14 ページ

• レイヤ 2インターフェイスパラメータの機能履歴, 15 ページ

アクセスインターフェイスとトランクインターフェイス

について
この章では、レイヤ 2スイッチングポートをアクセスポートまたはトランクポートとして設定
する手順について説明します。

スイッチドポートアナライザ（SPAN）宛先インターフェイスを設定する方法については、
『Cisco Nexus 1000V InterCloud System Management Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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VLANアドレステーブル、MACアドレステーブルについての詳細は、『Cisco Nexus 1000V
InterCloud Layer 2 Configuration Guide』を参照してください。

（注）

ハイアベイラビリティ

ソフトウェアは、レイヤ 2ポートのハイアベイラビリティをサポートします。

VLAN トランキングの前提条件
VLANトランキングには次の前提条件があります。

CLIにログインしていること。

注意事項と制約事項
VLANトランキングには次の注意事項と制限があります。

•アクセスリンクを持つデバイスには接続しないでください。アクセスリンクにより VLAN
が区分されることがあります。

• 802.1Qトランクを介して Ciscoスイッチを接続するときは、802.1Qトランクのネイティブ
VLANがトランクリンクの両端で同じであることを確認してください。トランクの一端の
ネイティブ VLANと反対側の端のネイティブ VLANが異なると、スパニングツリーループ
の原因になります。

•トランクポートで 802.1Xをイネーブルにしようとすると、エラーメッセージが表示され、
802.1Xはイネーブルになりません。

• 802.1x対応ポートのモードをトランクに変更しようとしても、ポートモードは変更されませ
ん。

デフォルト設定

表 1：アクセスおよびトランクインターフェイスのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

アクセススイッチポートモード

1～ 3967、4048～ 4094許可される VLAN
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デフォルトパラメータ

VLAN1アクセス VLAN ID

VLAN1ネイティブ VLAN ID

無効ネイティブ VLAN IDタギング

閉じる管理状態

レイヤ 2 アクセスポートとしての LAN インターフェイス
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

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)# [no] vlan vlan-id
VLANまたはVLANの範囲を作成、または削除し、実行コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 3 switch(config)# port-profile type vethernet name
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、CiscoNexus 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 vEthernetです。

ステップ 4 switch(config-port-prof)# switchport mode access
ポートモードアクセスを設定します。

ステップ 5 switch(config-port-prof)# switchport access vlan [vlan-id-access]
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。

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VLAN1のトラフィックだけを
伝送します。 VLAN IDを指定しない場合、VLAN 1が自動的に使用されます。

（注）
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ステップ 6 switch(config-port-prof)# no shutdown
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。

ステップ 7 switch(config-port-prof)# state enabled
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。

ステップ 8 switch(config-port-prof)# system vlan vlan-id
システム VLANを、このポートプロファイルに追加します。ステップ 5で設定した VLANを指
定します。

ステップ 9 switch(config-port-prof)# publish port-profile <name>
Cisco Prime Network Services Controllerにポートプロファイルをパブリッシュします。

ステップ 10 （任意） switch(config-port-prof)# copy 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、変更を永続的に保存します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type vethernet mgmt-access
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 72
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# system vlan 72
switch(config-port-prof)# publish port-profile mgmt-access
switch(config-port-prof)#

トランクポートの設定
この手順を使用すると、レイヤ 2ポートをトランクポートポートとして設定できます。

はじめる前に

•トランクポートを設定する前に、レイヤ 2インターフェイスを設定することを確認します。

•トランクポートは、1つの VLANの非タグ付きパケットと、複数の VLANのカプセル化さ
れたタグ付きパケットを伝送します

•デバイスは 802.1Qカプセル化だけをサポートします。

• Cisco Nexus 1000Vコマンドは Cisco IOSコマンドと異なる場合があることに注意してくださ
い。

手順

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)# [no] vlan vlan-id
VLANまたはVLANの範囲を作成、または削除し、実行コンフィギュレーションに保存します。
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ステップ 3 switch(config)# port-profile [type vethernet] name
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、CiscoNexus 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 vEthernetです。

ステップ 4 switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
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。

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。

ステップ 5 switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan {allowed-vlans | add add-vlans | except except-vlans
| remove remove-vlans | all | none}
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。

• 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）

ステップ 6 switch(config-port-prof)# no shutdown
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。

ステップ 7 switch(config-port-prof)# state enabled
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。

ステップ 8 switch(config-port-prof)# system vlan vlan-id
システム VLANを、このポートプロファイルに追加します。

ステップ 9 switch(config-port-prof)# publish port-profile <name>
Cisco Prime Network Services Controllerにポートプロファイルをパブリッシュします。

ステップ 10 （任意） switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config
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。
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次の例に、トランクポートプロファイルを設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile port-profile type vethernet Trunk_To_Cloud
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 72,2315-2350
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# max ports 64
switch(config-port-prof)# system vlan 72
switch(config-port-prof)# publish port-profile
switch(config-port-prof)#

インターフェイスコンフィギュレーションの確認
アクセスおよびトランクインターフェイスコンフィギュレーション情報を確認するには、次のい

ずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

インターフェイスの設定を表示します。show interface vethernet [ brief | capabilities |
counters |mac-address | status | switchport | trunk]

インターフェイス設定情報を、モードも含めて

表示します。

show interface brief

アクセスおよびトランクインターフェイスも含

めて、すべてのレイヤ 2インターフェイスの情
報を表示します。

show interface switchport

トランク設定情報を表示します。show interface trunk [modulemodule-number | vlan
vlan-id]

インターフェイスの性能に関する情報を表示し

ます。

show interface capabilities

指定されたインターフェイスに関する設定情報

を表示します。

show running-config interface vethernet

インターフェイス設定のモニタリング
アクセスおよびトランクインターフェイスコンフィギュレーション情報を表示するには、次のい

ずれかのコマンドを使用します。

目的コマンド

カウンタをクリアします。clear counters [interface]
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目的コマンド

入力および出力オクテットユニキャストパケッ

ト、マルチキャストパケット、ブロードキャス

トパケットを表示します。

show interface counters [module module]

入力パケット、バイト、マルチキャストを、出

力パケットおよびバイトとともに表示します。

show interface counters detailed [all]

エラーパケットの数を表示します。show interface counters errors [module module]

レイヤ 2 インターフェイスパラメータの機能履歴
機能情報リリース機能名

この機能が導入されましたRelease 5.2(1)IC1(1.1)レイヤ 2インターフェイスパ
ラメータ
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第 4 章

仮想イーサネットインターフェイスの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• vEthernetインターフェイスについて, 17 ページ

• 注意事項と制約事項, 18 ページ

• デフォルト設定, 18 ページ

• vEthernetアクセスインターフェイスの設定, 18 ページ

• vEthernetインターフェイスのイネーブル化またはディセーブル化, 20 ページ

• vEthernetインターフェイス設定の確認, 21 ページ

• vEthernetインターフェイスコンフィギュレーションのモニタリング, 22 ページ

• vEthernetインターフェイスの機能の履歴, 23 ページ

vEthernet インターフェイスについて
仮想イーサネット（vEthernetまたはvEth）インターフェイスは、論理インターフェイスです。各
vEthernetインターフェイスは、仮想ポートに接続されたスイッチインターフェイスに対応しま
す。次のインターフェイスタイプがあります。

• VM（VM NICに接続されたインターフェイス）

vEthernetインターフェイスは Cisco Nexus 1000Vで作成され、分散仮想スイッチで使用する仮想
ポートを示します。

vEthernetインターフェイスは、MACアドレスのほか DVPort番号によって、接続されたポートに
マッピングされます。サーバ管理者が vNICまたはハイパーバイザポート上のポートプロファイ
ルの割り当てを変更すると、同じ vEthernetインターフェイスが再利用されます。

ポートプロファイルの割り当ての変更が検出されたvEthernetインターフェイスをアップすると、
そのインターフェイス上に存在する手動設定がすべて仮想スーパーバイザモジュール（VSM）に
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よって自動的に消去されます。次のコマンドを使用して、手動設定が消去されないようにするこ

とができます。

no svs veth auto-config-purge

注意事項と制約事項
vEthernetインターフェイスの設定には次の注意事項と制限があります。

MTUは vEthernetインターフェイスに設定できません。

デフォルト設定

表 2：vEthernet インターフェイスのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

アクセススイッチポートモード

1～ 4094許可される VLAN

VLAN1アクセス VLAN ID

VLAN1ネイティブ VLAN ID

無効ネイティブ VLAN IDタギング

閉じる管理状態

有効vEthernetインターフェイスの自動削除

有効vEthernetインターフェイス上の手動設定の自動
消去

有効vEthernetインターフェイスの自動作成

vEthernet アクセスインターフェイスの設定
この手順を使用すると、vEthernetインターフェイスをアクセスインターフェイスとして設定でき
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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• vEthernetインターフェイスに説明を追加しない場合、次のいずれかの説明が接続時に追加さ
れます。説明を追加してから、no descriptionコマンドを使用して説明を削除した場合、次
の説明がインターフェイスに追加されます。

◦ VMの場合：VM名、ネットワークアダプタ番号

手順

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)# [no] vlan vlan-id
VLANまたはVLANの範囲を作成、または削除し、実行コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 3 switch(config)# port-profile type vethernet name
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、CiscoNexus 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 vEthernetです。

ステップ 4 switch(config-port-prof)# switchport mode access
ポートモードアクセスを設定します。

ステップ 5 switch(config-port-prof)# switchport access vlan [vlan-id-access]
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。

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VLAN1のトラフィックだけを
伝送します。 VLAN IDを指定しない場合、VLAN 1が自動的に使用されます。

（注）

ステップ 6 switch(config-port-prof)# no shutdown
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。

ステップ 7 switch(config-port-prof)# state enabled
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。

ステップ 8 switch(config-port-prof)# system vlan vlan-id
システム VLANを、このポートプロファイルに追加します。ステップ 5で設定した VLANを指
定します。

ステップ 9 switch(config-port-prof)# publish port-profile <name>
Cisco Prime Network Services Controllerにポートプロファイルをパブリッシュします。

ステップ 10 （任意） switch(config-port-prof)# copy 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、変更を永続的に保存します。
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switch# configure terminal
switch(config)# port-profile type vethernet mgmt-access
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 72
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# system vlan 72
switch(config-port-prof)# publish port-profile mgmt-access
switch(config-port-prof)#

vEthernet インターフェイスのイネーブル化またはディ
セーブル化

この手順を使用すると、vEthernetインターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにできます。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

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インターフェイス（1～1048575）
のインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

switch(config)# interface
vethernet interface-number

ステップ 2   

実行コンフィギュレーション内のvEthernetインター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにしま

す。

switch(config-if)# [no]
shutdown

ステップ 3   

• shutdown：vEthernetインターフェイスをディ
セーブルにします。

• no shutdown：vEthernetインターフェイスをイ
ネーブルにします。

（任意）

インターフェイスのステータスと内容を表示しま

す。

switch(config-if)# show
interface

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）

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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次に、vEthernetインターフェイスをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 100
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# show interface veth100 status

vEthernet インターフェイス設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

目的コマンド

vEthernetインターフェイス設定を表示します。show interface vethernet interface-number [brief
| counters [detailed [all] | errors] | description |
mac-address | status [down | err-disabled | inactive
|module num | up] | switchport]

インターフェイスの全設定を表示します。show interface [vethernet interface-number]

簡略化したインターフェイス設定を表示します。show interface [vethernet interface-number] brief

インターフェイスの説明を表示します。show interface [vethernet interface-number]
description

インターフェイスのMACアドレスが表示され
ます。

vEthインターフェイスの場合、これ
は、接続されたデバイスのMACアド
レスを表示します。

（注）

show interface [vethernet interface-number]
mac-address

インターフェイスラインステータスを表示しま

す。

show interface [vethernet interface-number] status
[ down | err-disabled | inactive |module num | up
]

インターフェイススイッチポートの内容を表示

します。

show interface [vethernet interface-number]
switchport
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目的コマンド

仮想インターフェイスだけを表示します。show interface virtual [ vm [vm_name] ] [module
mod_no ]

vEthとVMwareDVPort間のマッピングを表示し
ます。

show interface virtual port-mapping [vm [name]
| vmk | vswif | description] [module_num]

vEthernetインターフェイスにバインドされたハ
イパーバイザポートを表示します。

show interface virtual attach binding

使用可能な場合、分散仮想スイッチの UUIDを
表示します。

show interface virtual attach binding detail

vEthernetに接続しているデバイスの名前を表示
します。

show interface virtual attach connectee device

vEthernetに接続しているポートの IDを表示し
ます。

show interface virtual attach connectee id

vEthernetインターフェイスに接続されたエン
ティティ（VMなど）の名前が表示されます。

show interface virtual attach connectee name

使用中のポートプロファイルと vEthernetの接
続ステータスを表示します。

show interface virtual attach connectee status

vEthernetの VEMの特定の情報を表示します。show interface virtual vem-info

vEthernet インターフェイスコンフィギュレーションのモ
ニタリング

vEthernetインターフェイスコンフィギュレーションをモニタするには、次のいずれかのコマンド
を使用します。

目的コマンド

インターフェイス着信カウンタおよびインター

フェイス受信カウンタを表示します。

show interface [vethernet interface-number]
counters

すべてのカウンタの詳細情報を表示します。

[all]が指定されてない場合は、非ゼロ
カウンタだけが表示されます。

（注）

show interface [vethernet interface-number]
counters detailed [all]
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目的コマンド

インターフェイスエラーカウンタを表示しま

す。

show interface [vethernet interface-number]
counters errors

vEthernet インターフェイスの機能の履歴
機能情報リリース機能名

この機能が導入されましたRelease 5.2(1)IC1(1.1)vEthernetインターフェイスパ
ラメータ
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第 5 章

Top-N レポートの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• Top-Nレポートの概要, 25 ページ

• Top-Nレポートの操作, 26 ページ

• Top-Nレポートのインターフェイス統計情報の収集 , 26 ページ

• Top-Nレポートの表示, 27 ページ

• Top-Nレポートの消去, 28 ページ

Top-N レポートの概要
Top-Nレポートを使用して、スイッチ上の各インターフェイスのデータを収集し、解析すること
ができます。各ポートの統計情報は、次の表に示すいずれかの統計タイプによってソートされま

す。

表 3：有効な Top-N 統計タイプ

定義統計タイプ

入力および出力ブロードキャストパケット数broadcast

入力および出力バイト数bytes

入力および出力マルチキャストパケット数multicast

ドロップの数drops

入力および出力パケット数packets

稼働率utilization
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Top-N レポートの操作
collect topコマンドを入力すると、処理が開始され、システムプロンプトがただちに再び表示さ
れます。処理が完了すると、レポートはその場で画面上に表示されるのではなく、あとで参照で

きるように保存されます。 Top-Nレポートはレポートの生成が完了すると、画面に Syslogメッ
セージを送信して通知します。

生成が完了したレポートを表示するには、show top counters interface reportコマンドを入力しま
す。完了したレポートだけが表示されます。まだ完了していないレポートに対しては、処理につ

いての簡単な概要情報を表示します。

Top-Nレポートの処理を終了するには、clear top counters interface reportコマンドを入力します。
Ctrl+Cキーを押しても、Top-Nレポートの処理は中止されません。完了したレポートは、明示的
に削除するまで表示可能です。削除するには、clear top counters interface report{ all report_num }
コマンドを入力します。

Top-N レポートのインターフェイス統計情報の収集
Top-Nレポートの作成をイネーブルにする場合は、次の点に注意してください。

•レポート作成の対象として、最もビジーなポートの数を指定できます（デフォルトは20）。

•最もビジーなポートを判断する基準になる統計タイプを指定できます（デフォルトは
utilization）。 statistic_typeのサポートされる値は、broadcast、bytes、multicast、drop、overflow、
packetsおよび utilizationです。

•統計情報を収集するためのインターバルを指定できます（有効範囲は 0～ 999、デフォルト
は 30秒）。 utilizationレポートのインターバルの範囲は 10～ 999です。

• utilizationレポートを除き（sort-by utilizationキーワードを使用して設定）、レポート作成の
インターバルを 0に指定できます。この場合は、インターバル開始時のカウンタ値とイン
ターバル終了時のカウンタ値の差分ではなく、現在のカウンタ値がレポートに表示されま

す。

•最大 5レポートまで収集できます

手順

目的コマンドまたはアクション

TopNレポートのインターフェイス統計情報を収集
します。

switch(config)# collect top [num ]
counters interface{all |
vEthernet}[sort-by{ broadcast | bytes

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

Top-Nレポートのインターフェイス統計
情報は、vEthernetインターフェイスの
broadcast、bytes、drops、multicast、packets
および utilizationでソートできます。こ
のリリースでは、Cisco Nexus 1000Vイン
タークラウドはvEthernetインターフェイ
スだけをサポートします。

（注）| drops |multicast | packets |
utilization }] [interval seconds]

次の例は、利用率が最も高い 4つのポートに対し、Top-Nレポートのインターフェイス統計情報
を収集します。インターバルは 76秒に設定します。
switch# collect top 4 counters interface all sort-by utilization interval 76

Top-N レポートの表示
次の手順で Top-Nレポートを表示できます。 Top-Nレポートの統計情報は、次の状況では表示さ
れません。

•最初のポーリング実行時にポートが存在しない場合

• 2回めのポーリング実行時にポートが存在しない場合

手順

目的コマンドまたはアクション

Top-Nレポートを表示します。switch(config)# show top counters
interface report

ステップ 1   

すべてのレポートについての情報

を表示する場合は、レポート番号

を入力しないでください。

（注）

特定のレポート番号の Top-Nレポートを表
示します。

switch(config)# show top counters
interface report [report_num]

ステップ 2   

次に、すべての Top-Nレポート情報を表示する例を示します。
switch# show top counters interface report

次に、特定の Top-Nレポート情報を表示する例を示します。
switch# show top counters interface report 1
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Top-N レポートの消去
次の手順で Top-Nレポートをクリアできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

すべての Top-Nレポートをクリアします。特定のレ
ポートを消去することも、allを使用してすべてのレ

switch(config)# clear top counters
interface report {all|rep_num }

ステップ 1   

ポートをクリアすることもできます。このコマンド

を使用して、収集中のレポートをキャンセルするこ

ともできます。

次に、Top-Nレポートを削除する例を示します。

switch# clear top counters interface report 4
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付録 A
サポートされている RFC

この章の内容は、次のとおりです。

• サポートされている RFC, 29 ページ

サポートされている RFC
次の表に、インターフェイスでサポートされる IETF RFCを示します。

表 4：IP サービスに関する RFC の参考資料

タイトルRFC

UDPRFC 786

IPRFC 791

ICMPRFC 792

TCPRFC 793

ARPRFC 826

プロキシ ARPRFC 1027

DNSクライアントRFC 1591

IPv4ルータRFC 1812

Cisco Nexus 1000V インタークラウドインターフェイスコンフィギュレーションガイドリリース
5.2(1)IC1(1.1)    

    OL-29146-01-J 29



   Cisco Nexus 1000V インタークラウドインターフェイスコンフィギュレーションガイドリリース
5.2(1)IC1(1.1)

30 OL-29146-01-J   

サポートされている RFC
サポートされている RFC



付録 B
インターフェイスの設定制限

この章の内容は、次のとおりです。

• インターフェイスの設定制限, 31 ページ

インターフェイスの設定制限
設定の制限は、『Cisco Nexus 1000V InterCloud Verified Scalability Reference』に記載されています。
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