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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
• Amazon Web 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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はじめに
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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はじめに
Cisco Nexus 1000V InterCloud 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）

注意

「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。

「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 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 InterCloud Interface Configuration Guide』
『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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マニュアルに関するフィードバック

『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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章

概要
この章の内容は、次のとおりです。
• ポート プロファイルとポート グループについて, 1 ページ
• ライブ ポリシー変更について, 2 ページ
• 整合性のある設定へのロールバックについて, 2 ページ
• インターフェイスの検疫について, 2 ページ

ポート プロファイルとポート グループについて
ポートプロファイルは、完全なネットワークポリシーを作成するために組み合わされたインター
フェイス レベルのコンフィギュレーション コマンドの集合です。
ポート グループとは、ポート プロファイルの サーバ上での表現です。 サーバ上のポート グルー
プはそれぞれ、Cisco Nexus 1000V 上のポート プロファイルが 1 つ関連付けられます。 ネットワー
ク管理者によってポートプロファイルが設定されたら、サーバ管理者はサーバ上の対応するポー
ト グループを使用してポートをポート プロファイルに割り当てます。
サーバでは、ポート プロファイルはポート グループとして表されます。 次の処理を実行するに
は、vEthernet インターフェイスを 内のポート グループに割り当てます。
• ポリシーによるポート設定の定義
• 多数のポートに対する単一ポリシーの適用
新規にプロビジョニングされた仮想マシンの電源投入時に、仮想マシンの vNIC ごとに 1 つの
vEthernet インターフェイスが Cisco Nexus 1000V 上に作成されます。 vEthernet は、選択されたポー
ト プロファイルの定義を継承します。
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概要
ライブ ポリシー変更について

ライブ ポリシー変更について
ポート プロファイルは、静的なエンティティではなく、ネットワークのニーズの変化に応じて変
更できるダイナミック ポリシーです。 アクティブ ポート プロファイルへの変更は、そのプロファ
イルを使用している各スイッチ ポートに適用されます。 これによって、新しいネットワーク ポ
リシーを適用するか、または既存のポリシーを変更するプロセスが簡略化されます。

整合性のある設定へのロールバックについて
ポート プロファイルの設定を更新すると、メンバ インターフェイスも更新されます。 設定が失
敗した場合、ポート プロファイルとメンバ インターフェイスはポート プロファイルの前回正常
起動時の設定にロールバックされます。

インターフェイスの検疫について
インターフェイスは、ポート プロファイルの設定が誤っているときに区別されてシャットダウン
されます。 これインターフェイスの検疫と呼びます。
インターフェイスは検疫されると、ポート プロファイルにマッピングを保持し、ポートはダウン
状態になります。 ポートは NoPortProfile 状態になります。 ポート プロファイル コンフィギュ
レーションにまだ誤りがある場合は、インターフェイスは再度シャットダウンされます。
作成したポート プロファイルにコマンド エラーがある場合、たとえばプライベート VLAN マッ
ピング エラーまたはサービス ポリシー マップのエラーがある場合は、インターフェイスにこの
ポートプロファイルを適用しようとするとインターフェイスがシャットダウンします。エラーは
インターフェイスにコピーされず、システム メッセージがエラーの詳細を使用して生成されま
す。この場合、ポートプロファイルのエラーを修正して、サービスにインターフェイスを返し、
インターフェイスに修正されたポート プロファイルを適用します。
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章

ポート プロファイルの作成
この章の内容は、次のとおりです。
• ポート プロファイルの概要, 4 ページ
• ポート プロファイルのステートについて, 4 ページ
• vEthernet ポート バインディングについて, 4 ページ
• ポート プロファイル作成に関する注意事項と制約事項, 5 ページ
• デフォルト設定, 6 ページ
• ポート プロファイルの設定, 7 ページ
• ポート プロファイルの作成, 7 ページ
• VMware 属性の設定, 8 ページ
• ポート モードの設定, 9 ページ
• VLAN の範囲, 9 ページ
• トランク ポート プロファイルの設定, 9 ページ
• アクセス ポート プロファイルの設定, 11 ページ
• ポート管理ポリシーのクリア, 12 ページ
• vEthernet ポート プロファイル設定のポート バインディング, 14 ページ
• デフォルト ポート バインディング タイプの設定 , 14 ページ
• vEthernet ポート プロファイルのポート バインディングの設定, 15 ページ
• ポート プロファイルのイネーブル化, 17 ページ
• ポート プロファイルの削除, 18 ページ
• ポート プロファイルの機能履歴, 19 ページ
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ポート プロファイルの作成
ポート プロファイルの概要

ポート プロファイルの概要
ポート プロファイルのステートについて
次の表に、ポート プロファイルの動作を示します。
状態

動作

ディセーブル（デフォルト）

ディセーブルの場合、ポート プロファイルは次
のように動作します。
• 設定は、割り当てられたポートに適用され
ません。

有効

イネーブルの場合、ポート プロファイルは次の
ように動作します。
• 割り当てられたポートに設定が適用され
る。

vEthernet ポート バインディングについて
vEthernet ポート プロファイルのスタティック、ダイナミック、またはエフェメラル ポート バイ
ンディングを設定できます。 次の表に、ポートが VMware ポート グループ内で割り当てられる方
法を、この設定がどのように制御するか示します。
タイプ

動作

Static（デフォルト） DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当てたときにポート
グループ プールから割り当てられます。 DVPortID は、ネットワーク アダ
プタが存続する間、存続します。 ポート グループのポート数は固定です。
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ポート プロファイルの作成
ポート プロファイル作成に関する注意事項と制約事項

タイプ

動作

Dynamic

ダイナミック ポート プロファイルが企業の vCenter サーバに関連付けら
れているかどうかを確認してください。
DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マシンの電源がオン
になったときに、NIC が接続状態である場合だけです。 DVPortID は仮想
マシンの電源がオフになるか、または仮想マシンの NIC の接続が切断され
ると解放されます。 仮想マシンの接続先のポート グループでダイナミッ
ク バインディングが設定されている場合は、電源のオンとオフは VMware
vCenter サーバを通して行う必要があります。
ダイナミック バインディングを使用できるのは、使用可能なポート数より
も多くの仮想マシンがあるが、使用可能なポート数よりも多くの仮想マシ
ンをアクティブにする計画がない場合です。 たとえば、300 個の仮想マシ
ンと 100 個のポートがあるが、一度に 90 個を超える仮想マシンをアクティ
ブにすることがない場合は、ダイナミック バインディングがポート グルー
プに適しています。

Ephemeral

VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポートに割り当てられ
ます。 ポートは、VM が稼働中の間、この同じ DVPortID を保持します。
使用可能なすべての DVS ポートは共有されます。 ポートは、ポート グ
ループ プールから割り当てられるのではありません。
（注）

システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルの割
り当てを変更したときに、いずれかのポート プロファイルがエ
フェメラル ポート バインディングに設定されている場合は、そ
のインターフェイス上の手動設定が削除されます。 手動設定を
削除するこの処理は自動削除の設定に関係なく発生します。

ポート プロファイル作成に関する注意事項と制約事項
• ポート プロファイルはいったん作成されると、タイプを変更できません。
• 複数のポート プロファイルを同じ VEM 上でアクティブにしているインストール環境では、
同じ VLAN を伝送しないことを推奨します。 許可されている VLAN のリストは、相互に排
他的であることが必要です。 重複した VLAN を設定することはできますが、ネットワーク
では重複したパケットを仮想マシンで受信する原因となることがあります。
• ポート プロファイル定義と、インターフェイスに適用される内容との整合性を維持するため
に、ポート プロファイルの変更がいずれかのポートによって拒否された場合は、その変更が
ポート プロファイルでも拒否されます。
• 作成したポート プロファイルにコマンド エラーがある場合、たとえばプライベート VLAN
マッピング エラーまたはサービス ポリシー マップのエラーがある場合は、インターフェイ
スにこのポート プロファイルを適用しようとするとインターフェイスがシャットダウンしま

Cisco Nexus 1000V インタークラウド 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
5.2(1)IC1(1.1)
OL-29148-01-J

5

ポート プロファイルの作成
デフォルト設定

す。 エラーはインターフェイスにコピーされず、システム メッセージがエラーの詳細を使
用して生成されます。 この場合、ポート プロファイル内のエラーを修正する必要がありま
す。 その後で、インターフェイスをサービス状態に戻し、修正済みのポート プロファイル
を適用します。使用するコマンド シーケンスは次のとおりです。
1 no shutdown
2 default shutdown
• ポート プロファイルを設定する前に、Cisco Nexus 1000V ソフトウェアの初期設定を行う必
要があります。

デフォルト設定
次の表に、ポート プロファイル設定のデフォルト設定を示します。
パラメータ

デフォルト

capability l3control

No

description

-

administrative state

すべてのポートがディセーブル

switchport mode（access または trunk）

access

system vlan vlan_list

-

type

vethernet

access port vlan

VLAN 1

max-ports

32

min-ports

32

vEthernet port-bindings

スタティック
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの作成
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• システム設定でポートを初期化する必要があるかどうかを知っています。
• このポート プロファイルに必要な特性を確認しました。

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 名前付きポート プロファイルのポート プロファイ
vethernet] name
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、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
vEthernet です。

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
description profile_description

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示しま
expand-interface | usage] [name す。
profile-name]

ステップ 5

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

（任意）
ポート プロファイルに ASCII 文字で 80 文字までの
説明を追加します。

（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。
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VMware 属性の設定
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• VMware ポート グループにポート プロファイルと同じ名前を設定するか、または VMware
ポート グループに別の名前を指定するかを知っています。

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 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、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
vEthernet です。

ステップ 3

switch(config-port-prof)#
max-ports num

この非アップリンク ポート プロファイルに割り当て
られるポートの最大数を指定します。 デフォルトは
32 ポートです。
指定したポートの最大数に達すると、ポートを割り
当てられなくなります。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
expand-interface | usage]
[name profile-name]

ステップ 5

switch(config-port-prof)# 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、変更を永続的に保存します。
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ポート モードの設定
VLAN の範囲
IEEE 802.1Q 標準に従って、最大 128 個のアクティブ VLAN がサポートされ、VLAN の有効範囲
は 1 ～ 4094 です。 次の表に、使用可能な VLAN 範囲および用途について説明します。
表 1：VLAN の範囲

VLAN 番号

範囲

使用方法

1

標準

シスコのデフォルトです。 こ
の VLAN は使用できますが、
変更や削除はできません。

2 ～ 1005

標準

これらの VLAN は、作成、使
用、変更、削除できます。

1006 ～ 4094

拡張

これらの VLAN は、作成、命
名、使用できます。 次のパラ
メータは変更できません。
• ステートは常にアクティ
ブになります。
• VLAN は常にイネーブル
になります。
これらの VLAN はシャットダ
ウンできません。

3968 ～ 4047 および 4094

内部割り当て

これら 80 の VLAN および
VLAN 4094 は、内部デバイス
が使用するために割り当てられ
ます。 内部使用に予約された
ブロック内の VLAN の作成、
削除、変更はできません。

トランク ポート プロファイルの設定
トランク ポート プロファイルを設定するには、この手順を使用します。

Cisco Nexus 1000V インタークラウド 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
5.2(1)IC1(1.1)
OL-29148-01-J

9

ポート プロファイルの作成
トランク ポート プロファイルの設定

はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• すでにポート プロファイルが作成されていること。
• このポート プロファイルに必要な VLAN 設定がわかっていること。それはトランク モード
で使用するためのものであること。
• ポート プロファイルに割り当てる VLAN がスイッチ上で事前に作成されていること。
• サポートされている VLAN 範囲を知っています。

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、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 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。
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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。
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。
（注）

ステップ 6
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。

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)#

アクセス ポート プロファイルの設定
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。
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• 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 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 VLAN 1 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。
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。
（注）

ステップ 6
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。

次の例に、インタークラウドスイッチの管理インターフェイスに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 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)#

ポート管理ポリシーのクリア
この手順を使用すると、既存のポート プロファイル設定から次のポート管理ポリシーのいずれか
を削除できます。
• shutdown
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• switchport mode

（注）

属性のコンフィギュレーションを削除すると、その属性は、show コマンドの出力に表示され
なくなります。

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
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
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。

ステップ 3

default {shutdown | switchport shutdown または switchport mode のコンフィギュ
mode}
レーションをポート プロファイルから削除しま
す。
• shutdown：ポート プロファイル ポートを
shutdown ステートに戻します。
• switchport mode：ポート プロファイル ポー
トをスイッチ アクセス ポートに戻します。

ステップ 4

switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示しま
expand-interface | usage] [name す。
profile-name]

ステップ 5

switch(config-port-prof)# 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、変更を永続的に保存します。

次に、ポート プロファイルの管理ステートをデフォルト設定（全ポートがディセーブルの状態）
に戻す例を示します。
switch# configure treminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# default shutdown
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
switch(config-port-prof)#
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vEthernet ポートプロファイル設定のポートバインディン
グ
デフォルト ポート バインディング タイプの設定
この手順を使用すると、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルにデフォルトで適用される
ポート バインディングのタイプ（スタティック、ダイナミック、またはエフェメラル）を設定で
きます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、次のことを確認または実行する必要があります。
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• すべての新しい vEthernet ポート プロファイルのデフォルトとして使用するポート バインディ
ングのタイプ（スタティック、ダイナミック、またはエフェメラル）がわかっていること。

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)#
デフォルト ポート バインディング タイプを設定します。これ
port-profile default
は、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルに自動的に
port-binding {static
適用されます（明示的に設定される場合を除く）。
[auto] dynamic [auto] |
• Static：
ephemeral}
DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当て
たときにポート グループ プールから割り当てられます。
DVPortID は、ネットワーク アダプタが存続する間、存続
します。 ポート グループのポート数は固定です。
auto オプションを指定した場合は、Cisco Nexus 1000V に
よってポート プロファイルは min-ports と max-ports の両
方を指定して作成されます。これらは、最初にグローバル
デフォルトから継承され、ユーザが後で定義し直すことが
できます。 auto オプションを指定してバインディング タ
イプを設定すると、Cisco Nexus 1000V は、vCenter サーバ
で作成されるプロファイルあたりのポート数を、ポート
グループの使用に基づいて調整します。

Cisco Nexus 1000V インタークラウド 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
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ポート プロファイルの作成
vEthernet ポート プロファイルのポート バインディングの設定

コマンドまたはアク
ション

目的
• Dynamic：
DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マシ
ンの電源がオンになったときに、NIC が接続状態である場
合だけです。 DVPortID は仮想マシンの電源がオフになる
か、または仮想マシンの NIC の接続が切断されると解放
されます。
ダイナミック バインディングの auto オプションの効果
は、スタティック バインディングの説明のとおりです。
• Ephemeral：
VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポート
に割り当てられます。 ポートは、VM が稼働中の間、こ
の同じ DVPortID を保持します。 使用可能なすべての DVS
ポートは共有されます。 ポートは、ポート グループ プー
ルから割り当てられるのではありません。

ステッ
プ3

switch(config-port-prof)# （任意）
show running-config
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。

ステッ
プ4

switch(config-port-prof)# （任意）
copy running-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
startup-config
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。

次の例では、作成されるすべての新しい vEthernet ポート プロファイルのデフォルトとしてダイナ
ミック ポート バインディング タイプを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile default port-binding dynamic
switch(config-port-prof)#

vEthernet ポートプロファイルのポートバインディングの
設定
この手順を使用すると、既存の vEthernet ポート プロファイルのポート バインディングのタイプ
（スタティック、ダイナミック、またはエフェメラル）を設定できます。

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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• すでに vEthernet ポート プロファイルが作成されていること。
• この vEthernet ポート プロファイルに適用するポート バインディングのタイプ（スタティッ
ク、ダイナミック、またはエフェメラル）がわかっていること。

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)#
指定した vEthernet ポート プロファイルのポート プロファイ
port-profile [type
ル コンフィギュレーション モードを開始します。
{vethernet}] profile-name

ステッ
プ3

switch(config-port-prof)# デフォルト ポート バインディング タイプを設定します。こ
port-binding {static
れは、すべての新しい vEthernet ポート プロファイルに自動
[auto] dynamic [auto] | 的に適用されます（明示的に設定される場合を除く）。
ephemeral}
• Static：
DVPortID は、ポートに最初にポート グループを割り当
てたときにポート グループ プールから割り当てられま
す。 DVPortID は、ネットワーク アダプタが存続する
間、存続します。 ポート グループのポート数は固定で
す。
◦ auto：ポート プロファイルは min-ports と max-ports
の両方を指定して作成されます。これらは、最初に
グローバル デフォルトから継承され、ユーザが後
で定義し直すことができます。 auto オプションを
指定してバインディングタイプを設定すると、Cisco
Nexus 1000V は、vCenter サーバで作成されるプロ
ファイルあたりのポート数を、ポート グループの
使用に基づいて調整します。
• Dynamic：
DVPortID が仮想マシンに割り当てられるのは、仮想マ
シンの電源がオンになったときに、NIC が接続状態であ
る場合だけです。 DVPortID は仮想マシンの電源がオフ
になるか、または仮想マシンの NIC の接続が切断される
と解放されます。
◦ 上記の auto オプションを参照してください。
• Ephemeral：

Cisco Nexus 1000V インタークラウド 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
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ポート プロファイルの作成
ポート プロファイルのイネーブル化

コマンドまたはアク
ション

目的
VM の電源が投入されるたびに新しい DVPortID がポー
トに割り当てられます。 ポートは、VM が稼働中の間、
この同じ DVPortID を保持します。 使用可能なすべての
DVS ポートは共有されます。 ポートは、ポート グルー
プ プールから割り当てられるのではありません。

ステッ
プ4

switch(config-port-prof)# （任意）
show port-profile [name 確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
profile-name]

ステッ
プ5

switch(config-port-prof)# （任意）
copy running-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
startup-config
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。

次の例では、target-pp という名前の既存のポート プロファイルのダイナミック ポート バインディ
ング タイプを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile target-pp
switch(config-port-prof)# port-binding dynamic
switch(config-port-prof)#

ポート プロファイルのイネーブル化
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• すでにポート プロファイルが作成されていること。

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
{vethernet}] profile-name

指定した vEthernet 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。
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ポート プロファイルの作成
ポート プロファイルの削除

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

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 4

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 5

switch(config-port-prof)# show
確認のためにコンフィギュレーションを表示
port-profile [brief | expand-interface します。
| usage] [name profile-name]

ステップ 6

switch(config-port-prof)# 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、変更を永続的
に保存します。

次の例では、ポート プロファイルをイネーブルにする方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# publish port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
switch(config-port-prof)#

ポート プロファイルの削除
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 プロファイルが別のポート プロファイルによって継承される場合は、このポート プ
ロファイルを削除する前に、別のポート プロファイルから継承を削除する必要があります。
継承を先に削除しないと、この手順は失敗します。

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)# show port-profile （任意）
virtual usage name profile_name アクティブ インターフェイスがこのポート プロ
ファイルを使用しているかどうかを確認します。

Cisco Nexus 1000V インタークラウド 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
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ポート プロファイルに関連付けられて
いるアクティブ インターフェイスが存
在する場合は、ポート プロファイルを
削除できません。

ステップ 3

switch(config)# no port-profile
profile_name

ステップ 4

switch(config)# show port-profile （任意）
[name profile-name]
確認のためにコンフィギュレーションを表示しま
す。

ステップ 5

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

ポート プロファイル設定および動作設定を削除し
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。

次に、ポート プロファイルを削除する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# no port-profile AccessProf
switch(config)# show port-profile name AccessProf
ERROR: port-profile AccessProf does not exist
switch(config)# copy running-config startup-config
switch(config)#

ポート プロファイルの機能履歴
機能名

リリース

機能情報

ポート プロファイル

Release 5.2(1)IC1(1.1)

この機能が導入されました。
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章

システム ポート プロファイルの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• システム ポート プロファイルの概要, 21 ページ
• システム ポート プロファイルに関する注意事項と制約事項, 21 ページ
• システム ポート プロファイルの作成, 22 ページ
• トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN の変更, 25 ページ
• アクセス モードのポート プロファイルのシステム VLAN の変更, 28 ページ
• システム ポート プロファイルの機能履歴, 29 ページ

システム ポート プロファイルの概要
システム ポート プロファイルは、VEM が VSM と通信する前に設定されている必要がある、これ
らのポートと VLAN の確立および保護が目的です。
この理由から、次のポートでシステム VLAN を使用する必要があります。
• インタークラウド スイッチおよびインタークラウド エクステンダのトランク ポート プロ
ファイル内の管理 VLAN
• インタークラウド スイッチの管理インターフェイスのアクセス ポート プロファイル内の管
理 VLAN。

システムポートプロファイルに関する注意事項と制約事
項
• システム VLAN は控えめに使用し、システム ポート プロファイルの概要, （21 ページ）に
記述された使用法でのみ使用する必要があります。
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• ポート プロファイルが使用中のときは、システム VLAN を削除できません。
• ポート プロファイルが使用中のとき、システム VLAN ではない VLAN は追加または削除で
きます。
• ポート プロファイルが使用中のときでも、そのポート プロファイルにシステム VLAN を追
加できます。
• システム VLAN をポート プロファイルから削除できるのは、そのポート プロファイルがサー
ビスから削除された後だけです。 これは、ホストのための管理 VLAN や VSM のためのスト
レージ VLAN などの重要な VLAN が誤って削除されることを防ぐためです。
• システム ポート プロファイルは、システム ポート プロファイルでないポート プロファイル
に変換できません。
• システム ポート プロファイル上のネイティブ VLAN は、システム VLAN であってもかまい
ませんが、システム VLAN である必要はありません。
• システム ポート プロファイルの使用中は、次のようにネイティブ VLAN を変更できます。
◦ システム VLAN ではない VLAN から、システム VLAN ではない別の VLAN に。
◦ システム VLAN ではない VLAN から、システム VLAN に
◦ システム VLAN から別のシステム VLAN に
• システム ポート プロファイルが使用中の場合、ネイティブ VLAN をシステム VLAN からシ
ステム VLAN ではない VLAN に変更できません。

システム ポート プロファイルの作成
システム ポート プロファイルを作成するには、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。
• 次の設定が済んでいます。
◦ ポートの admin ステータスは active（no shutdown）です。
◦ ポート モードは access または trunk です。
◦ システム VLAN として使用される VLAN がすでに存在しています。
◦ VLAN はアクセス VLAN またはトランク対応 VLAN として設定されています。
• 複数のポート プロファイルを同じ VEM 上でアクティブにしているインストール環境では、
同じ VLAN を伝送しないことを推奨します。 許可されている VLAN のリストは、相互に排
他的であることが必要です。 重複した VLAN を設定することはできますが、ネットワーク
では重複したパケットを仮想マシンで受信する原因となることがあります。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# port-profile 名前付きポート プロファイルのポート プロファイル コ
[type { vethernet}] name
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。

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。

• name：ポート プロファイルの名前は最大 80 文字
で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイル
に対して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 3

switch(config-port-prof)#
（任意）
description profile-description ポート プロファイルに ASCII 文字で 80 文字までの説
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。

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)#
ポート プロファイルをトランキングとして指定し、そ
switchport trunk allowed
のポート プロファイルへの VLAN アクセスを次のよう
vlan {vlan-id-list | all | none | に定義します。
[add | except | remove
• allowed vlan：ポート上で許可される VLAN ID を
{vlan-list}]}
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。
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コマンドまたはアクション 目的
• 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。
ステップ 6

switch(config-port-prof)# no システムVLANを設定できるようにポートを管理ステー
shutdown
タスに変更します。
（注）

ポート ステートを変更しない場合、システム
VLAN を設定しようとすると、次のエラーが
表示されます。
ERROR: Cannot set system vlans. Change port
admin status to 'no shutdown' and retry.

ステップ 7

switch(config-port-prof)# state ポート プロファイルをイネーブルにし、割り当てられ
enabled
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-list

ステップ 9

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

ステップ 10

switch(config-port-prof)#
show port-profile [brief |
expand-interface | usage]
[name profile-name]

ステップ 11

switch(config-port-prof)# copy （任意）
running-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
startup-config
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。

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加しま
す。

（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。

次に、システム ポート プロファイルを作成する例を示します。
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)#
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トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN
の変更
下記の手順を使用すると、トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN のセットの
変更を、すべてのシステム VLAN を削除せずに行うことができます。

はじめる前に
• Cisco Nexus 1000V のインタークラウド VSM CLI に EXEC モードでログインしている。
• ネットワークのシステム VLAN の VLAN ID がわかっていること。 どのシステム VLAN でも
かまいません。
• 変更するポート プロファイルに必要なシステム VLAN の VLAN ID がわかっていること。

手順
ステップ 1

企業の Cisco Nexus 1000V VSM で、インタークラウド VSM の管理ポートが使用するスイッチ ポー
トを停止します。

ステップ 2

Cisco Nexus 1000V インタークラウド VSM のコンソールにログインし、ポート プロファイルをシ
ステム VLAN とのアクセス プロファイルに変換します。

ステップ 3

アクセス ポート プロファイルを再びトランク プロファイルに変換します。

ステップ 4

企業の Cisco Nexus 1000V VSM で、Cisco Nexus 1000V インタークラウド VSM の管理ポートが使
用するスイッチ ポートの停止を解除します。
VEM が VSM に再接続します。

ポート プロファイルからシステム VLAN のあるアクセス プロファイル
への変換
この手順を使用すると、トランク モードのポート プロファイルのシステム VLAN のセットの変
更を、すべてのシステム VLAN を削除せずに行うことができます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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 プロファイルの名前は最大 80 文
字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロ
ファイルに対して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 3

switch(config-port-prof)# no
system vlan

ポート プロファイルからシステム VLAN を削除し
ます。

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)#
インターフェイスのアクセスモードを設定します。
switchport access vlan vlan-id

ステップ 6

switch(config-port-prof)# no
shutdown

システム VLAN を設定できるようにポートを管理
ステータスに変更します。
（注）

ステップ 7

switch(config-port-prof)#
system vlan vlan-id-list

ポート ステートを変更しない場合、シス
テム VLAN を設定しようとすると、次の
エラーが表示されます：ERROR: Cannot
set system vlans. Change port admin status to
'no shutdown' and retry.

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加
します。

トランク ポート プロファイルは、システム VLAN のあるアクセス ポート プロファイルに変換さ
れます。
次の例では、トランク ポート プロファイルをアクセス ポート プロファイルに変換する方法を示
します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile Trunk_System_Prof
switch(config-port-prof)# no system vlan
switch(config-port-prof)# switchport mode access
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 300
switch(config-port-prof)# system vlan 300
switch(config-port-prof)#
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アクセス ポート プロファイルからトランク ポート プロファイルへの
変換
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 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 プロファイルの名前は最大 80 文
字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファ
イルに対して一意である必要があります。
• type：（任意）ポート プロファイルは vEthernet
です。

ステップ 3

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 4

system vlan vlan-id-list

ステップ 5

switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示します。
expand-interface | usage]
[name profile-name]

ステップ 6

switch(config-port-prof)# 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、変更を永続的に保存します。

このポート プロファイルにシステム VLAN を追加し
ます。

Cisco Nexus 1000V インタークラウド 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
5.2(1)IC1(1.1)
OL-29148-01-J

27

システム ポート プロファイルの設定
アクセス モードのポート プロファイルのシステム VLAN の変更

次の例では、アクセス ポート プロファイルをトランク ポート プロファイルに変換する方法を示
します。
switch# config terminal
switch(config)# port-profile Trunk_System_Prof
switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
switch(config-port-prof)# system vlan 114,115
switch(config-port-prof)# show port-profile name Trunk_System_Prof
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

アクセス モードのポート プロファイルのシステム VLAN
の変更
この手順を使用すると、アクセス ポート プロファイルのシステム VLAN のセットの変更を、す
べてのシステム VLAN を削除せずに行うことができます。

はじめる前に
• Cisco Nexus 1000V のインタークラウド VSM CLI に EXEC モードでログインしている。
• 変更するポート プロファイルに必要なシステム VLAN の VLAN ID がわかっていること。
• 企業の Cisco Nexus 1000V VSM で、Cisco Nexus 1000V インタークラウド VSM の管理ポート
が使用するスイッチ ポートを停止します。

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 名前付きポート プロファイルのポート プロファイ
vethernet] name
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 プロファイルの名前は最大 80
文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロ
ファイルに対して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 3

switch(config-port-prof)# system このポート プロファイルにシステム VLAN を追加
vlan vlan-id-list
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 4

switch(config-port-prof)# show （任意）
port-profile [brief |
確認のためにコンフィギュレーションを表示しま
expand-interface | usage] [name す。
profile-name]

ステップ 5

switch(config-port-prof)# 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、変更を永続的に保存します。

次の例に、アクセス ポート プロファイルのシステム VLAN のセットの変更を、すべてのシステ
ム VLAN を削除せずに行う方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile Access_System_Prof
switch(config-port-prof)# system vlan 114,115
switch(config-port-prof)# show port-profile name Access_System_prof
switch(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次の作業
企業の Cisco Nexus 1000V VSM で、Cisco Nexus 1000V インタークラウド VSM の管理ポートが使
用するスイッチ ポートの停止を解除します。

システム ポート プロファイルの機能履歴
機能名

リリース

システム ポート プロファイル Release 5.2(1)IC1(1.1)

機能情報
この機能が導入されました。
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章

ポート プロファイル設定の確認
この章の内容は、次のとおりです。
• ポート プロファイル設定の確認, 31 ページ
• ポート プロファイルの確認の機能履歴, 31 ページ

ポート プロファイル設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
• show port-profile [brief | expand-interface | usage] [name profile-name]
• show port-profile-role [name port-profile-role-name]
• show running-config port-profile [profile-name]
• show port-profile-role users
• show port-profile sync-status [interface if-name]
• show port-profile virtual usage [name profile-name]
• show running-config port-profile [prof-name]

ポート プロファイルの確認の機能履歴
機能名

リリース

機能情報

ポート プロファイルの確認

Release 5.2(1)IC1(1.1)

この機能が導入されました。
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A

ポート プロファイルの設定上限
この章の内容は、次のとおりです。
• ポート プロファイルの設定上限, 33 ページ

ポート プロファイルの設定上限
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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