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ポート プロファイル
ポート プロファイルには、VM-FEX 用に仮想インターフェイスを Cisco UCS で設定するために使
用できるプロパティと設定があります。 ポート プロファイルは、Cisco UCS Manager で作成およ
び管理されます。 1 つ以上の DVS によってポート プロファイルが作成され、割り当てられ、ア
クティブに使用された後に、Cisco UCS Manager でポート プロファイルのネットワーキング プロ
パティが変更されると、変更がすぐにそれらの DVS に適用されます。
VMware vCenter では、ポート プロファイルはポート グループとして表現されます。 Cisco UCS
Manager はポート プロファイル名を VMware vCenter にプッシュし、vCenter はポート グループと
して名前を表示します。 VMware vCenter では、ポート プロファイル内の特定のネットワーキン
グ プロパティや設定を表示できません。 Cisco UCS Manager でポート プロファイルを VMware
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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 クライアント

vCenter にプッシュさせる場合、ポート プロファイルに少なくとも 1 つのポート プロファイル ク
ライアントを設定する必要があります。

ポート プロファイル クライアント
ポート プロファイル クライアントは、ポート プロファイルが適用される DVS を決定します。 デ
フォルトで、ポート プロファイル クライアントは、関連付けられたポート プロファイルが VMware
vCenter のすべての DVS に適用されることを指定します。 ただし、特定のデータセンターまたは
データセンター フォルダのすべての DVS、または 1 つの DVS のみに対してポート プロファイル
を適用するように、クライアントを設定できます。

ポート プロファイルの作成
（注）

VMDirectPath Gen 2 を設定する場合は、[Host Network IO Performance] フィールドを [High
Performance] に設定する必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] ノードを展開します。

ステップ 3

[Port Profiles] ノードを右クリックし、[Create Port Profile] を選択します。

ステップ 4

[Create Port Profile] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 31 文字の ASCII 英数字を使用できます。
スペースと、-（ハイフン）、_（アンダースコア）、.（ピリオ
ド）、および:（コロン）以外の特殊文字は使用できず、オブ
ジェクトを保存した後でこの名前を変更できません。

[Description] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義の説明。
256 文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックスラッ
シュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引用
符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）を除
いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[QoS Policy] ドロップダウン リ このポート プロファイルと関連付けられる Quality Of Service ポ
スト
リシー。
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ポート プロファイルの作成

名前

説明

[Network Control Policy] ドロッ このポート プロファイルと関連付けられるネットワーク制御ポ
プダウン リスト
リシー。
[Max Ports] フィールド

このポート プロファイルと関連付けることが可能なポートの最
大数。 デフォルトは 64 ポートです。
1 つの分散仮想スイッチ（DVS）に関連付けることができるポー
トの最大数は 4096 です。 DVS に関連付けられたポート プロ
ファイルが 1 つだけの場合は、そのポート プロファイルに最大
4096 個のポートを設定できます。 しかし、DVS に関連付けら
れたポート プロファイルが複数ある場合は、それらのポート プ
ロファイルに関連付けられたポートの総数が 4096 を超えること
はできません。

[Host Network IO Performance]
フィールド

次のいずれかになります。
• [None]：仮想マシンとの間のトラフィックは DVS をパスス
ルーします。
• [High Performance]：仮想マシンとの間のトラフィックは
DVS とハイパーバイザをバイパスし、仮想マシンと仮想イ
ンターフェイス カード（VIC）アダプタに直接転送されま
す。

[Pin Group] ドロップダウン リ
スト

ステップ 5

ステップ 6

このポート プロファイルと関連付けられるピン グループ。

[VLANs] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Select] カラム

使用する VLAN ごとに、このカラムのチェックボックスをオン
にします。

[Name] カラム

VLAN の名前。

[Native VLAN] カラム

VLAN のいずれかをネイティブ VLAN として指定するには、こ
のカラムのオプション ボタンをクリックします。

[OK] をクリックします。
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ポート プロファイルの VLAN の修正
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

VLAN を修正するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の項目を 1 つ以上変更します。

ステップ 5

名前

説明

[Select] カラム

使用する VLAN ごとに、このカラムのチェックボックスをオン
にします。

[Name] カラム

VLAN の名前。

[Native VLAN] カラム

VLAN のいずれかをネイティブ VLAN として指定するには、こ
のカラムのオプション ボタンをクリックします。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

[OK] をクリックします。

ポート プロファイル用ネイティブ VLAN の変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

ネイティブ VLAN を変更するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択しま
す。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Native VLAN] カラムで、ネイティブ VLAN にする VLAN の行のオプション ボタンをクリッ
クします。
b) [OK] をクリックします。
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ポート プロファイルへの VLAN の追加
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

VLAN を追加するポート プロファイルを右クリックして、[Modify VLANs] を選択します

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルに追加する VLAN のローにあるチェックボックスをオ
ンにします。
b) （任意） この VLAN をネイティブ VLAN にするには、[Native VLAN] カラムのオプション ボ
タンをクリックします。
c) [OK] をクリックします。

ポート プロファイルからの VLAN の削除
ポート プロファイルから VLAN を削除したり、ネイティブ VLAN として割り当てた VLAN を変
更したりできます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

VLAN を削除するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルから削除する VLAN の行にあるチェックボックスをオ
フにします。
b) （任意） 異なる VLAN の [Native VLAN] カラムのオプション ボタンをクリックすることで、
ネイティブ VLAN を異なる VLAN に変更できます。
c) [OK] をクリックします。
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ポート プロファイルの削除
VM がポート プロファイルをアクティブに使用している場合、そのポート プロファイルは削除で
きません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

削除するポート プロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager はポート プロファイルと、関連付けられたすべてのポート プロファイル クラ
イアントを削除します。

プロファイル クライアントの作成
プロファイル クライアントを作成できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを作成するポート プロファイルを右クリックし、[Create Profile Client]
を選択します。

ステップ 4

[Create Profile Client] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 スペース
と、-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、およ
び .（ピリオド）以外の特殊文字は使用できず、オブジェクトを
保存した後でこの名前を変更できません。
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名前

説明

[Description] フィールド

クライアントのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックスラッ
シュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引用
符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）を除
いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Datacenter] ドロップダウン リ ドロップダウン リストからデータセンターを選択するか、この
スト
プロファイル クライアントをすべてのデータセンターに適用す
る場合には [All] を選択します。
[Folder] ドロップダウン リスト ドロップダウン リストからフォルダを選択するか、このプロ
ファイル クライアントをすべてのフォルダに適用する場合には
[All] を選択します。
[Distributed Virtual Switch] ド
ロップダウン リスト

ステップ 5

ドロップダウン リストから仮想スイッチを選択するか、このプ
ロファイル クライアントをすべての仮想スイッチに適用する場
合には [All] を選択します。

[OK] をクリックします。

次の作業
VMware vCenter で仮想マシンの設定を完了します。

プロファイル クライアントの変更
プロファイル クライアントを変更できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを変更するポート プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。

ステップ 5

変更するプロファイル クライアントを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 6

プロファイル クライアントのナビゲータで、次に示す 1 つ以上のフィールドの値を変更します。
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名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。

[Description] フィールド

クライアントのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックスラッ
シュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引用
符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）を除
いた任意の文字またはスペースを使用できます。

ステップ 7

[Datacenter] フィールド

適切なデータセンターを選択するために使用される正規表現。

[Folder] フィールド

適切なデータセンター フォルダを選択するために使用される正
規表現。

[Distributed Virtual Switch]
フィールド

適切な仮想スイッチを選択するために使用される正規表現。

[OK] をクリックします。

プロファイル クライアントの削除
クライアントが関連付けられているポート プロファイルを VM がアクティブに使用している場
合、そのポート プロファイルは削除できません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブの [All] > [Port Profiles] を展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを削除するポート プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。

ステップ 5

削除するプロファイル クライアントを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。
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