
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。

• ポートプロファイル, 1 ページ

• ポートプロファイルの作成, 2 ページ

• ポートプロファイルの削除, 3 ページ

• ポートプロファイルへのネームド VLANの追加, 4 ページ

• ポートプロファイルからのネームド VLANの削除, 5 ページ

• ポートプロファイルクライアント, 6 ページ

• ポートプロファイルへのポートプロファイルクライアントの追加, 6 ページ

• ポートプロファイルからのポートプロファイルクライアントの削除, 8 ページ

ポートプロファイル
ポートプロファイルには、Cisco UCS for VM-FEXに仮想インターフェイスを設定するために使用
できるプロパティと設定が含まれています。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 クラスタ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、Cisco UCS Managerのポートプロファイルのネットワーキン
グプロパティに行われたすべての変更がそれらの クラスタにすぐに適用されます。
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ポートプロファイルの作成

VM-FEX for Hyper-Vシステムでは、次の条件が適用されます。（注）

• set max-portsコマンドは、クラスタに適用されます。分散仮想スイッチ（DVS）はあり
ません。

• set host-nwio-perfコマンドは影響を及ぼしません。

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムVirtual Machine（VM;仮想マシン）
管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理プロファイルセットモー
ドを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
profile-set

ステップ 3   

指定したポートプロファイルが作成され、シ

ステム VM管理プロファイルセットポート
プロファイルモードが開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #
create port-profile profile-name

ステップ 4   

（任意）

ポートプロファイルの説明を入力します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# set descr description

ステップ 5   

説明にスペース、特殊文字、また

は句読点が含まれている場合、説

明を引用符で括る必要があります。

引用符は showコマンド出力の説
明フィールドには表示されません。

（注）

次のいずれかのオプションを選択できます。UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile

ステップ 6   

• high-performance# set host-nwio-perf
{high-performance | none} • none

ポートプロファイルが使用できるポートの最

大数を指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# set max-ports max-num

ステップ 7   

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
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目的コマンドまたはアクション

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。

ポートプロファイルに使用するように、ネッ

トワーク制御ポリシーを指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# set nw-control-policy policy-name

ステップ 8   

ポートプロファイルに使用するように、LAN
pinグループを指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# set pin-group group-name

ステップ 9   

ポートプロファイルに使用するように、QoS
ポリシーを指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# set qos-policy policy-name

ステップ 10   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# commit-buffer

ステップ 11   

次に、MyProfileという名前のポートプロファイルを作成および設定して、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # create port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set descr "This is my port profile"
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set max-ports 24
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set pin-group PinGroup54
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set qos-policy QosPolicy34
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #

次の作業

ポートプロファイルにポートプロファイルクライアントを追加します。

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。
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手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムVirtualMachine（VM;仮想マシン）
管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システムVM管理プロファイルセットモー
ドを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
profile-set

ステップ 3   

指定されたポートプロファイルを削除しま

す。

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set
# delete port-profile profile-name

ステップ 4   

トランザクションをコミットします。UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set
# commit-buffer

ステップ 5   

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。

次に、MyProfileという名前のポートプロファイルを削除して、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt

UCS-A /system/vm-mgmt # scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # delete port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #

ポートプロファイルへのネームド VLAN の追加

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マ
シン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システムVM管理プロファイルセット
モードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope profile-setステップ 3   

指定したポートプロファイルに対し

て、システム VM管理プロファイル
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope
port-profile profile-name

ステップ 4   

   Cisco UCS Manager VM-FEX for Hyper-V CLI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1
4 OL-26741-01-J  

ポートプロファイルの設定

ポートプロファイルへのネームド VLAN の追加



目的コマンドまたはアクション

セットポートプロファイルモードを開

始します。

ポートプロファイルに使用するよう

に、ネームド VLANを指定します。
UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #
create vlan vlan-name

ステップ 5   

ゲストVLANトランキングに
複数の VLANを作成できま
す。

（注）

（任意）

UCS Managerのネイティブ VLANとし
てデフォルトネットVLANを設定しま
す。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan
# set default-net no

ステップ 6   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan
# commit-buffer

ステップ 7   

次に、accountingという名前の VLANをMyProfileという名前のポートプロファイルに追加し、
VLANを非ネイティブとして設定して、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt

UCS-A /system/vm-mgmt# scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile # create vlan accounting
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan* # set default-net no
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan #

ポートプロファイルからのネームド VLAN の削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシ
ン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理プロファイルセット
モードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
profile-set

ステップ 3   

指定したポートプロファイルに対して、

システム VM管理プロファイルセット
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #
scope port-profile profile-name

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ポートプロファイルモードを開始しま

す。

指定されたネームドVLANをポートプロ
ファイルから削除します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# delete vlan vlan-name

ステップ 5   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、accountingという名前の VLANをMyProfileという名前のポートプロファイルから削除し
て、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt

UCS-A /system/vm-mgmt# scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile # delete vlan accounting
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #

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クラスタを決定します。

ポートプロファイルへのポートプロファイルクライア

ントの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マ
シン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システムVM管理プロファイルセット
モードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope profile-setステップ 3   

指定したポートプロファイルに対して、

システムVM管理プロファイルセット
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope
port-profile profile-name

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ポートプロファイルモードを開始しま

す。

指定したポートプロファイルクライア

ントが作成され、システム VM管理プ
UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #
create client client-name

ステップ 5   

ロファイルセットポートプロファイル

クライアントモードが開始します。

（任意）

ポートプロファイルクライアントの説

明を入力します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client
# set descr description

ステップ 6   

説明にスペース、特殊文字、

または句読点が含まれている

場合、説明を引用符で括る必

要があります。引用符は show
コマンド出力の説明フィール

ドには表示されません。

（注）

（任意）

ポートプロファイルが適用されるデー

タセンターを指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client
# set data-center data-center-name

ステップ 7   

（任意）

ポートプロファイルが適用されるデー

タセンターフォルダを指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client
# set folder folder-name

ステップ 8   

（任意）

ポートプロファイルが適用されるクラ

スタを指定します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client
# set cluster name

ステップ 9   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client
# commit-buffer

ステップ 10   

次に、ポートプロファイルをデフォルトのクラスタに適用する、MyClientという名前のポートプ
ロファイルクライアントを作成して、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # create client MyClient
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client* # set descr "This is the client for
my port profile"
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client* # set cluster default
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client #
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ポートプロファイルからのポート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

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシ
ン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理プロファイルセット
モードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
profile-set

ステップ 3   

指定したポートプロファイルに対して、

システム VM管理プロファイルセット
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #
scope port-profile profile-name

ステップ 4   

ポートプロファイルモードを開始しま

す。

指定されたポートプロファイルクライア

ントを削除します。

UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# delete client client-name

ステップ 5   

トランザクションをコミットします。UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、OtherClientという名前のポートプロファイルクライアントをMyProfileという名前のポー
トプロファイルから削除してトランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt

UCS-A /system/vm-mgmt# scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile # delete client OtherClient
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #
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