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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、イーサネットインターフェイス、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。

速度モードとデュプレックスモード

速度モードとデュプレックスモードは、それぞれのイーサネットインターフェイスおよび管理イ

ンターフェイスと相関関係にあります。デフォルトでは、各インターフェイスの速度およびデュ

プレックスモードは他のインターフェイスとそれぞれ自動ネゴシエートされますが、設定を変更

することもできます。設定を変更する場合は、両方のインターフェイスで同じ速度とデュプレッ
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クスモード設定を使用するか、または少なくとも 1つのインターフェイスに自動ネゴシエーショ
ンを使用します。

ポート MTU サイズ
最大伝送単位（MTU）サイズは、イーサネットポートで処理できる最大フレームサイズを指定
します。2つのポート間で転送するには、どちらのポートにも同じMTUサイズを設定する必要が
あります。ポートのMTUサイズを超えたフレームはドロップされます。

デフォルトでは、各ポートのMTUサイズは 1500バイトであり、イーサネットフレームの IEEE
802.3標準です。これよりも大きいMTUサイズでは、より少ないオーバーヘッドでデータをより
効率的に処理できます。このようなフレームはジャンボフレームと呼ばれ、最大 9000バイトま
でのサイズを指定できます。これも、Cisco Nexus 1000Vでの固定されたシステムジャンボMTU
サイズです。

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。

Cisco Discovery Protocol
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、2台のデバイスで CDPを実行して相互に学習しあうことがで
きるレイヤ 2プロトコルです。CDPを使用すれば、お互いのインターフェイスを通じてリンクさ
れているネイバーデバイスの情報を表示してネットワークをトラブルシューティングできます。

デフォルトでは、CDPがイネーブルに設定されています。

ポートチャネル

ポートチャネルは、論理インターフェイスを構成する複数の物理インターフェイスの集合体で

す。1つのポートチャネルに最大 8つの個別インターフェイスをバンドルして、帯域幅と冗長性
を向上させることができます。これらの集約された各物理インターフェイス間でトラフィックの

ロードバランシングも行います。ポートチャネルの物理インターフェイスが少なくとも 1つ動作
していれば、そのポートチャネルは動作しています。

変更した設定をポートチャネルに適用すると、そのポートチャネルのインターフェイスメンバ

にもそれぞれ変更が適用されます。

注意事項と制約事項
インターフェイスパラメータの設定には次の注意事項と制約事項があります。
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•通常、イーサネットポートの速度およびデュプレックスモードパラメータを自動に設定し、
ポート間で速度およびデュプレックスモードをネゴシエートできるようにします。これらの

ポートのポート速度およびデュプレックスモードを手動で設定する場合は、次の点について

考慮してください。

◦イーサネットポート速度を自動に設定すると、デバイスは自動的にデュプレックスモー
ドを自動に設定します。

◦ no speedコマンドを入力すると、デバイスは速度およびデュプレックスパラメータの両
方を自動的に自動に設定します（no speedコマンドと speed autoコマンドは同じ結果に
なります）。

◦イーサネットポート速度を自動以外の値（10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbpsなど）に設
定する場合は、それに合わせて接続先ポートを設定してください。接続先ポートが速度

をネゴシエーションするように設定しないでください。

接続先ポートが自動以外の値に設定されている場合、デバイスはイーサネッ

トポート速度およびデュプレックスモードを自動的にネゴシエートできませ

ん。

（注）

イーサネットポート速度およびデュプレックスモードの設定を変更すると、

インターフェイスがシャットダウンされてから再びイネーブルになる場合が

あります。

（注）

•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。

◦イーサネットポートの場合は、ethernetslot/portコマンドを使用します。slotはモジュー
ルのスロット番号、portはポート番号です。

◦ vEthernetポートの場合は、vethernetnumberコマンドを使用します。numberは1～1048575
の番号です。

◦インターフェイスタイプと、スロット/ポートまたはインターフェイス番号の間に空白
は必要ありません。たとえば、スロット 4、ポート 5のイーサネットインターフェイス
の場合、ethernet 4/5コマンドまたは ethernet4/5コマンドのどちらでも指定できます。

基本インターフェイスパラメータの設定

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。
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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に対して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。

•イーサネットポートの場合、ethernet slot/portを使
用します。slotはモジュールのスロット番号、port
はポート番号です。

•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。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# show interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

説明の設定

この手順を使用すると、イーサネットインターフェイス、vEthernetインターフェイス、または管
理インターフェイスに説明を追加できます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•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。
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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に対してインターフェ

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、変更を継続的に保存しま

す。

次に、モジュール 3のイーサネットポート 24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 ethernet 3/24
switch(config-if)# description Ethernet port 24 on module 3
switch(config-if)#

インターフェイス速度およびデュプレックスモードの設定

この手順を使用すると、インターフェイス速度およびデュプレックスモードを設定できます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•インターフェイス速度とデュプレックスモードは相関関係にあります。このため、両方を同
時に設定する必要があります。イーサネットインターフェイスと管理インターフェイスに同

時に設定できる速度およびデュプレックスモードについては、速度モードとデュプレックス

モード, （1ページ）を参照してください。
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速度およびデュプレックスモードを設定する前に、基礎となるNICハードウェ
ア機能を確認してください。

（注）

•リモートポートの速度設定はローカルポートへの変更をサポートします。ローカルポート
を固有の速度で使用するには、リモートポートにも同じ速度を設定するか、ローカルポー

トがその速度を自動ネゴシエートするように設定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   

ポート速度を指定します。switch(config-if)# speed {{10
| 100 | 1000 | {auto [10 100
[1000]]}} | {10000 | auto}}

ステップ 2   

• 48ポート 10/100/1000モジュールのイーサネット
ポートでは 10Mbps、100Mbps、1000Mbpsの速度
を設定します。またはポートの速度を同じリンク

の他の 10/100/1000ポートと自動ネゴシエートする
ように設定します。

• 32ポート 10ギガビットイーサネットモジュール
のイーサネットポートでは、速度を 10,000 Mbps
（10Gbps）に設定します。または、ポートがリン
クの他の 10ギガビットイーサネットポートの速
度と自動ネゴシエートするように設定します。

•管理インターフェイスでは、速度を 1000 Mbpsに
設定します。あるいはポートがその速度と自動ネ

ゴシエートするように設定します。

全二重モード、半二重モード、自動ネゴシエートモー

ドを指定します。

switch(config-if)# duplex
{full | half | auto}

ステップ 3   

（任意）

インターフェイスコンフィギュレーションを表示しま

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ションにコ

ピーして、変更を継続的に保存します。

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

ステップ 5   
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次に、モジュール 3のイーサネットポート 24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 ethernet 2/1
switch(config-if)# speed 1000
switch(config-if)# duplex full
switch(config-if)# show interface mgmt0
switch(config-if)#

イーサネットインターフェイスの MTU サイズの設定
この手順を使用すると、レイヤ 2イーサネットインターフェイスの最大伝送単位（MTU）のサイ
ズを設定できます。

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

•イーサネットインターフェイスでは 1500～ 9000バイトのMTUサイズを指定できます。

•設定するMTU値がVEM物理NICでサポートされていることを確認してください。物理NIC
でサポートされるMTUの詳細については、Microsoftのマニュアルを参照してください。

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   

設定するイーサネットインターフェイスを指定し

ます。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
ethernet slot/port

ステップ 2   

1500（デフォルト）～ 9000バイトのMTUサイズ
を指定します。

switch(config-if)#mtu size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。MTU
サイズもあわせて表示します。

switch(config-if)# show
interface ethernet slot/port

ステップ 4   

interface引数を次のように定義します。

（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

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

ステップ 5   

ションにコピーして、変更を継続的に保存しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

次に、イーサネットインターフェイス 3/1にデフォルトMTUサイズ（1500バイト）を設定する
例を示します。

switch# configure terminal
switch# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# mtu 1500
switch(config-if)#

インターフェイスのシャットダウンおよび再開

この手順を使用すると、イーサネットインターフェイスまたは管理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   

設定するイーサネットインターフェイスを指定しま

す。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   
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目的コマンドまたはアクション

（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   

•イーサネットポートの場合、ethernet slot/port
を使用します。slotはモジュールのスロット番
号、portはポート番号です。

•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。

（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。

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

ステップ 7   

次に、イーサネットインターフェイス 3/1にデフォルトMTUサイズ（1500バイト）を設定する
例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

CDP のイネーブル化/ディセーブル化
この手順を使用すると、イーサネットおよび管理インターフェイスの Cisco Discovery Protocol
（CDP）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。

• CDPがリンクの両端でイネーブルになっていることを確認します。

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   

設定するインターフェイスを指定します。interface引数を
次のように定義します。

switch(config)# interface
interface

ステップ 2   

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V 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.x    

9

インターフェイスパラメータの設定

CDP のイネーブル化/ディセーブル化



目的コマンドまたはアク

ション

•イーサネットポートの場合、ethernet slot/portを使用
します。slotはモジュールのスロット番号、portはポー
ト番号です。

•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。

実行コンフィギュレーション内のインターフェイスのCDP
をイネーブルまたはディセーブルにします。動作するには、

switch(config-if)# [no]
cdp enable

ステップ 3   

このパラメータが同じリンクの両方のインターフェイスで

イネーブルになっている必要があります。2つのインター
フェイスのうち一方のCDPをディセーブルにすると、すぐ
にリンクの CDPがディセーブルになります。

（任意）

実行コンフィギュレーション内のインターフェイスのCDP
ステータスを表示します。interface引数を次のように定義
します。

switch(config-if)# show
interface interface

ステップ 4   

•イーサネットポートの場合、ethernet slot/portを使用
します。slotはモジュールのスロット番号、portはポー
ト番号です。

•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。

（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。

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

ステップ 5   

次に、イーサネットポート 3/1の CDPをイネーブルにする例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)#

次に、イーサネットポート 3/1の CDPをディセーブルにする例を示します。
n1000v# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# no cdp enable
switch(config-if)#
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インターフェイスカウンタのクリア

この手順を使用すると、イーサネット、vEthernet、および管理インターフェイスのカウンタをク
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   

• ethernet slot/port

• 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   

• ethernet slot/port

• vethernet number

• mgmt 0または mgmt0

次に、イーサネットポート 5/5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 ethernet 5/5
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。

目的コマンド

CDPステータスを表示します。show cdp

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V 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.x    
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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。5.2(1)SM1(5.1)基本インターフェイスパラメー

タ

   Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V 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.x
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