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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 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、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 DVSにすぐに適用されます。
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、VMware 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 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。
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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
フォルトでは、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、あるいは 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
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

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

ステップ 3

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

VMware モードを開始します。

ステップ 4

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

システム VM 管理 VMware プロファイ
ル セット モードを開始します。

ステップ 5

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

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 VMware 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。

ステップ 6

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile ポート プロファイルの説明を入力しま
# set descr description
す。
（注）

ステップ 7

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。

UCS-A
次のいずれかのオプションを選択でき
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile ます。
# set host-nwio-perf {high-performance | none}
• ハイパフォーマンス
• なし
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 8

UCS-A
ポート プロファイルが使用できるポー
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile トの最大数を指定します。
# set max-ports max-num
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。

ステップ 9

UCS-A
ポート プロファイルに使用するよう
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile に、ネットワーク制御ポリシーを指定
# set nw-control-policy policy-name
します。

ステップ 10 UCS-A
ポート プロファイルに使用するよう
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile に、LAN pin グループを指定します。
# set pin-group group-name
ステップ 11 UCS-A
ポート プロファイルに使用するよう
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile に、QoS ポリシーを指定します。
# set qos-policy policy-name
ステップ 12 UCS-A
トランザクションをコミットします。
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile
# commit-buffer

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 vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # create port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # set descr "This is my port profile"
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # set host-nwio-perf high-performance
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # set max-ports 24
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # set pin-group PinGroup54
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # set qos-policy QosPolicy34
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/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。
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

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

ステップ 3

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

VMware モードを開始します。

ステップ 4

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

システム VM 管理 VMware プロファイル
セット モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
指定されたポート プロファイルを削除しま
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set す。
# delete port-profile profile-name

ステップ 6

UCS-A
トランザクションをコミットします。
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set
Cisco UCS Manager はポート プロファイル
# commit-buffer
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 vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # delete port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set #
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ポート プロファイルへのネームド VLAN の追加
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

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

ステップ 3

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

VMware モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set システム VM 管理 VMware プロ
ファイル セット モードを開始し
ます。

ステップ 5

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope 指定したポート プロファイルに
port-profile profile-name
対して、システム VM 管理
VMware プロファイル セット ポー
ト プロファイル モードを開始し
ます。

ステップ 6

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

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。
（注）

ゲスト VLAN トランキ
ングに複数の VLAN を
作成できます。

ステップ 7

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan UCS Manager のネイティブ VLAN
# set default-net no
としてデフォルト ネット VLAN
を設定します。

ステップ 8

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

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

/system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile MyProfile
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # create vlan accounting
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan* # set native no
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan* # commit-buffer
/system/vm-mgmt/vmware/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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

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

ステップ 3

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

VMware モードを開始します。

ステップ 4

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

システム VM 管理 VMware プロファ
イル セット モードを開始します。

ステップ 5

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

指定したポート プロファイルに対
して、システム VM 管理 VMware プ
ロファイル セット ポート プロファ
イル モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A
指定されたネームド VLAN をポー
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile ト プロファイルから削除します。
# delete vlan vlan-name

ステップ 7

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

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 vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware# scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # delete vlan accounting
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile #
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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
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステッ
プ2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

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

ステッ
プ3

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

VMware モードを開始します。

ステッ
プ4

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set システム VM 管理 VMware プロ
ファイル セット モードを開始しま
す。

ステッ
プ5

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope 指定したポート プロファイルに対
port-profile profile-name
して、システム VM 管理 VMware
プロファイル セット ポート プロ
ファイル モードを開始します。

ステッ
プ6

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

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 VMware プロファイル 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。
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 プロファイルは
vCenter 内のすべての DVSes に適用
されますが、オプションの set
data-center、set folder、および set
dvs コマンドを使用して、特定の
データセンター、データセンター
フォルダにあるすべての DVS、ま
たは特定の DVS にポート プロファ
イルを適用できます。
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コマンドまたはアクション
ステッ
プ7

目的

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client ポート プロファイル クライアント
# set descr description
の説明を入力します。
（注）

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。

ステッ
プ8

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client ポート プロファイルが適用される
# set data-center data-center-name
データセンターを指定します。

ステッ
プ9

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client ポート プロファイルが適用される
# set folder folder-name
データセンター フォルダを指定し
ます。

ステッ
プ 10

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client ポート プロファイルが適用される
# set dvs name
DVS を指定します。

ステッ
プ 11

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

次に、MyProfile という名前のポート プロファイルを OtherDatacenter という名前のデータセンター
にあるすべての DVS に適用する、OtherClient 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 vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # create client MyClient
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client* # set descr "This is my other
client for my port profile"
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client* # set data-center
OtherDatacenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

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

ステップ 3

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

VMware モードを開始します。

ステップ 4

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

システム VM 管理 VMware プロファ
イル セット モードを開始します。

ステップ 5

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

指定したポート プロファイルに対
して、システム VM 管理 VMware プ
ロファイル セット ポート プロファ
イル モードを開始します。

ステップ 6

UCS-A
指定されたポート プロファイル ク
/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile ライアントを削除します。
# delete client client-name

ステップ 7

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

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