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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)#

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 3

インターフェイスパラメータの設定

説明の設定



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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