ポートの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• ポートについて, 1 ページ
• ポートの設定, 2 ページ
• STP ポートの設定, 3 ページ
• ポート ライセンスの設定, 4 ページ
• ポート プロファイルの管理, 4 ページ
• ポート チャネルの管理, 9 ページ
• プライベート VLAN ポート プロファイルの設定, 11 ページ

ポートについて
スイッチ ポートは、物理ポートに対応付けられたレイヤ 2 専用インターフェイスです。 スイッチ
ポートは 1 つまたは複数の VLAN に所属します。 スイッチ ポートは、アクセス ポート、トラン
ク ポート、またはトンネル ポートのいずれかに設定できます。 スイッチ ポートは物理インター
フェイスおよび対応レイヤ 2 プロトコルの管理に使用します。ルーティングやブリッジングは処
理しません。
Cisco UCS Director では、次のシスコのネットワーク デバイス上でポートおよびポート プロファ
イルを設定できます。
• Cisco Nexus 1000 および 1110 シリーズ スイッチ
• Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ
• Cisco Nexus 5000、5500、および 5672 シリーズ スイッチ
• Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチ
• Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ
• Cisco Nexus 9300 および 9500 シリーズ スイッチ
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• Cisco MDS 9100 シリーズ スイッチ
• Cisco MDS 9500 シリーズ スイッチ
• Cisco MDS 9700 シリーズ スイッチ
• Cisco ASA 5500 シリーズ ファイアウォール
• Cisco IOS デバイス
• Cisco 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv）

（注）

ポートの管理の詳細については、Cisco NX-OS ソフトウェアのコンフィギュレーション ガイド
を参照してください。

ポートの設定
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定するネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[インターフェイス] タブをクリックします。

ステップ 5

設定する必要があるインターフェイスを選択します。

ステップ 6

[ポートの設定] をクリックします。

ステップ 7

[ポートの設定] 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。

ステップ 8

名前

説明

[ポートの選択] フィールド

設定する必要があるポートが表示されます。

[有効化] チェックボックス

ポートを有効にするには、チェックボックスをオンにします。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の設定を起動設定にコピーするには、チェックボックスをオン
にします。

[送信] をクリックします。
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STP ポートの設定
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定する必要があるネットワーク デバイスを選択します。
デバイスの概要ステータスが表示されます。

ステップ 4

[STPポートの設定] をクリックします。

ステップ 5

[STPポートの設定] 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

[ポートの選択] の [選択] ボタン （必須）[選択] をクリックします。 [選択] ダイアログボックスで、指
定 STP ポートを選択します。
このポートに対して他のパラメータを指定する必要がない場合は、ス
テップ 8 に進みます。

ステップ 6

[VLAN] フィールド

1 ～ 4094 の VLAN ID 番号。

[自動コスト] チェックボックス

コストが最も低いポートパスの自動選択を有効にするには、このチェッ
クボックスをオンにします。 ポート コストによって、指定ポートの結
び付きが失われます。

[Helloタイム] フィールド

このポートで使用される hello タイム。 これは、ポートで送信される
各ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）間の時間です。

[転送時間] フィールド

このポートで使用される転送遅延。 これは、リスニング ステートおよ
びラーニング ステートで費やされる時間です。

[最大経過時間] フィールド

ブリッジ ポートがそのコンフィギュレーション BPDU 情報を保存する
までの最長時間。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の設定を起動設定にコピーするには、チェックボックスをオン
にします。

[送信] をクリックします。

Cisco UCS Director ネットワーク デバイス管理ガイド、リリース 5.2
3

ポートの管理
ポート ライセンスの設定

ポート ライセンスの設定
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定する必要があるネットワーク デバイスを選択します。
デバイスの概要ステータスが表示されます。

ステップ 4

[ポートライセンスの設定] をクリックします。

ステップ 5

[ポートライセンスの設定] 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。

ステップ 6

名前

説明

[ポートの選択] ドロップダウン

リストからポートを選択します。

[取得] チェック ボックス

このチェック ボックスをオンにしてライセンスを取得します。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の設定を起動設定にコピーするには、チェックボックスをオン
にします。

[送信] をクリックします。

ポート プロファイルの管理
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを選択します。

ステップ 3

[管理するネットワーク機器] タブで、設定する必要のあるネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[ポートプロファイル] タブをクリックします。
ネットワーク デバイスで作成したポート プロファイルが表示されます。 チャネル グループ モードおよび
ポート プロファイルのサブグループ タイプは、Hyper-V が設定されたネットワーク デバイスを選択した
場合にのみ表示されます。 [ポートプロファイル] タブでは、次のアクションを実行できます。
アクション

説明

[更新]

現在のページを更新します。
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アクション

説明

[お気に入り]

最も頻繁にアクセスするページが表示される [お気
に入り] タブにこのページを追加します。

ポート プロファイルの作成

ネットワーク デバイスでポート プロファイルを作
成します。

ポート プロファイルを選択すると、次の追加のアクションが表示されます。
アクション

説明

[詳細を表示]

Hyper-V が設定されていないネットワーク デバイス
を選択すると表示されます。 [詳細の表示] をクリッ
クして、ポート プロファイルのサービス リクエス
ト詳細を表示します。

ポートプロファイルの削除

ポート プロファイルを削除します。

ポートプロファイルの更新

ポート プロファイルを更新します。

ポートプロファイルの公開

このアクションは Hyper-V が設定されたネットワー
ク デバイスを選択すると表示されます。 [ポートプ
ロファイルの公開] をクリックして、ポート プロ
ファイルを System Center Virtual Machine Manager
（SCVMM）に公開します。

[タグの管理]

ポート プロファイルにタグを追加したり、割り当
てられたタグを編集したり、ポート プロファイル
からタグを削除したりします。
（注）

[タグの追加]

物理ストレージおよびネットワーク デバ
イスとしてタグ付け可能なエンティティ
が割り当てられたタグが表示されます。
タブ ライブラリの詳細については、
『Cisco UCS Director Administration Guide』
を参照してください。

ポート プロファイルにタグを追加します。
（注）

物理ストレージおよびネットワーク デバ
イスとしてタグ付け可能なエンティティ
が割り当てられたタグが表示されます。
タブ ライブラリの詳細については、
『Cisco UCS Director Administration Guide』
を参照してください。
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アクション

説明

[タグの削除]

ポート プロファイルからタグを削除します。
（注）

物理ストレージおよびネットワーク デバ
イスとしてタグ付け可能なエンティティ
が割り当てられたタグが表示されます。
タブ ライブラリの詳細については、
『Cisco UCS Director Administration Guide』
を参照してください。

ポート プロファイルの作成
ネットワーク デバイスに対して作成するポート プロファイルは、仮想スーパーバイザ モジュー
ル（VSM）と vCenter 間に接続がある場合は、VMware vCenter 上で分散型のポート グループとし
て使用できます。

ステップ 1

[ポートプロファイル] タブに移動します。
[ポートプロファイル] タブに移動する方法については、ポート プロファイルの管理, （4 ページ） を参
照してください。

ステップ 2

[ポートプロファイルの作成] をクリックします。

ステップ 3

[ポートプロファイルの設定] ダイアログボックスで、フィールドに値を入力します。
Hyper-V が設定されていないネットワーク デバイスを選択すると、次のフィールドが表示されます。
名前

説明

[ポートプロファイル名] フィー
ルド

（必須）ネットワーク デバイスのポート プロファイルの名前。

[説明] フィールド

ポート プロファイルの説明。

[ポートプロファイルタイプ] ド
ロップダウン リスト

[Vethernet] または [イーサネット] を選択します。

[モード] ドロップダウン リスト [アクセス] または [トランク] を選択します。
[アクセスVLAN] ドロップダウン （必須）アクセス VLAN タイプを選択します。
リスト
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名前

説明

[VXLAN機能の有効化] チェック このポート プロファイルで仮想拡張 LAN（VXLAN）機能を有効にす
ボックス
るには、このチェック ボックスをオンにします。 VXLAN 機能を有効
にしない場合は、チェックボックスをオフにします。
[IPアドレス] フィールド

IP ネットワーク アドレス。

[IPネットワークマスク] フィー
ルド

このネットワークのサブネットワーク アドレス マスク。

[IPネクストホップアドレス]
フィールド

IP ネクストホップ アドレス。

[QoSポリシーマップ] ドロップダ ポート プロファイルに適用する Quality of Service（QoS）ポリシー マッ
ウン リスト
プを選択します（該当する場合）。
[Sgtの選択] フィールド

このフィールドは、ポート プロファイル タイプに [Vethernet] を選択
すると表示されます。 [選択] をクリックします。 [選択] ダイアログ
ボックスで、SGT を選択します。
（注）

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

SGT のサポートは Cisco Nexus 1000v および Cisco Nexus 1110
スイッチに提供されます。

実行中のポート プロファイル設定を起動設定にコピーするには、この
チェック ボックスをオンにします。

Hyper-V が設定されたネットワーク デバイスを選択すると、次のフィールドが表示されます。
名前

説明

[ポートプロファイル名] フィー
ルド

（必須）ネットワーク デバイスのポート プロファイルの名前。

[説明] フィールド

ポート プロファイルの説明。

[ポートプロファイルタイプ] ド
ロップダウン リスト

[イーサネット] または [Vethernet] のいずれかを選択します。
ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定義すると、ポート
プロファイルを物理（イーサネット）ポートに使用できます。 vCenter
Server では、対応するポート グループを選択し、物理ポート（PNIC）
に割り当てることができます。
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名前

説明

[チャネルグループモード]ドロッ このドロップダウン リストは、ポート プロファイル タイプに [イーサ
プダウン リスト
ネット] を選択すると表示されます。 次のいずれかを選択します。
• [サブグループ]：サブグループは、物理スイッチへの 1 つ以上の
アップリンクから構成される、論理的に小さいポート チャネルで
す。
• [MACピン接続]：ポート チャネルをサポートしていない複数の
アップストリーム スイッチに接続する場合は、MAC ピン接続が
推奨設定です。 MAC ピン接続はイーサネット メンバー ポートご
とに 1 つのサブグループが自動的に割り当てられる必要があるこ
とを指定します。
[サブグループタイプ] ドロップ
ダウン リスト

このドロップダウン リストは、チャネルのサブグループ モードに [サ
ブグループ] を選択すると表示されます。 次のいずれかを選択します。
• [CDP]：Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットからの情報を使
用して自動的にサブグループを作成します。
• [手動]：複数のアップストリーム スイッチ上のトラフィック フ
ローを管理するためのポート チャネル サブグループを手動で設
定します。 CDP が設定されていない複数のアップストリーム ス
イッチに接続するポート チャネルに対しては、このオプションを
実行する必要があります。

[モード] ドロップダウン リスト 次のいずれかのモードを選択します。
• [トランク]：Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットからの情報
を使用して自動的にサブグループを作成します。
• [アクセス]：複数のアップストリーム スイッチ上のトラフィック
フローを管理するためのポート チャネル サブグループを手動で
設定します。 CDP が設定されていない複数のアップストリーム
スイッチに接続するポート チャネルに対しては、このオプション
を実行する必要があります。
[トランクに許可されるVLAN]
フィールド

このフィールドはモードとして [トランク] を選択すると表示されま
す。 [選択] をクリックして、トランク リンクに許可される VLAN を
選択します。

[VLANへのアクセス] フィールド このフィールドはモードとして [アクセス] を選択すると表示されま
す。 このアクセス ポートでトラフィックを伝送する VLAN を選択し
ます。
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名前

説明

[システムVLANに追加] チェック システム VLAN にポート プロファイルを追加するには、このチェック
ボックス
ボックスをオンにします。

ステップ 4

[システムVLAN] フィールド

このフィールドは、[システムVLANに追加] チェック ボックスをオン
にすると表示されます。 [選択] をクリックし、ポート プロファイルを
追加する必要があるシステム VLAN を選択します。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中のポート プロファイル設定を起動設定にコピーするには、この
チェック ボックスをオンにします。

[送信] をクリックします。

ポート チャネルの管理
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを選択します。

ステップ 3

[管理するネットワーク機器] タブで、設定する必要のあるネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[詳細の表示] をクリックします。

ステップ 5

[インターフェイス] タブをクリックします。
ネットワーク デバイスで作成したインターフェイスが表示されます。 [インターフェイス] タブでは、次
のアクションを実行できます。
アクション

説明

[更新]

現在のページを更新します。

[お気に入り]

最も頻繁にアクセスするページが表示される [お気
に入り] タブにこのページを追加します。

ポート チャネルの作成

ネットワーク デバイスでポート チャネルを作成し
ます。

ポート チャネルを選択すると、次の追加のアクションが表示されます。
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アクション

説明

ポートの設定

ポートを設定します。

ポートチャネルの削除

ポート チャネルを削除します。

[タグの管理]

ポート チャネルにタグを追加したり、割り当てら
れたタグを編集したり、ポート チャネルからタグ
を削除したりします。
（注）

[タグの追加]

ポート チャネルにタグを追加します。
（注）

[タグの削除]

物理ストレージおよびネットワーク デバ
イスとしてタグ付け可能なエンティティ
が割り当てられたタグが表示されます。
タブ ライブラリの詳細については、
『Cisco UCS Director Administration Guide』
を参照してください。

ポート チャネルからタグを削除します。
（注）

物理ストレージおよびネットワーク デバ
イスとしてタグ付け可能なエンティティ
が割り当てられたタグが表示されます。
タブ ライブラリの詳細については、
『Cisco UCS Director Administration Guide』
を参照してください。

アクセスの設定

インターフェイスをアクセス ポートとして設定し
ます。

トランクの設定

指定したインターフェイスをトランク ポートとし
て設定します。

トランクの更新

インターフェイス上に設定されたトランク ポート
を更新します。
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物理ストレージおよびネットワーク デバ
イスとしてタグ付け可能なエンティティ
が割り当てられたタグが表示されます。
タブ ライブラリの詳細については、
『Cisco UCS Director Administration Guide』
を参照してください。

ポートの管理
ポート チャネルの作成

ポート チャネルの作成

ステップ 1

[インターフェイス] タブに移動します。
[インターフェイス] タブに移動する方法については、ポート チャネルの管理, （9 ページ） を参照して
ください。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定する必要があるネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[インターフェイス] タブをクリックします。

ステップ 5

[ポートチャネルの作成] をクリックします。

ステップ 6

[ポートチャネルの作成] 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。

ステップ 7

名前

説明

[ポートチャネル番号] フィール
ド

有効な範囲内で選択するポート チャネル番号。 有効なポート チャネ
ルの範囲には、1 ～ 4096 を指定できます。

[説明] フィールド

ポート チャネルの説明。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の設定を起動設定にコピーするには、このチェック ボックスを
オンにします。

[送信] をクリックします。

プライベート VLAN ポート プロファイルの設定
ステップ 1

メニュー バーで、[物理] > [ネットワーク] の順に選択します。

ステップ 2

[ネットワーク] ペインで、ポッドを展開します。

ステップ 3

設定する必要があるネットワーク デバイスを選択します。

ステップ 4

[プライベートVLAN] タブをクリックします。

ステップ 5

[プライベートVLANポートプロファイルの設定] をクリックします。

ステップ 6

[プライベートVLANポートプロファイルの設定] 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。
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ポートの管理
プライベート VLAN ポート プロファイルの設定

名前

説明

[ポートプロファイル名] フィー
ルド

（必須）ポート プロファイル名。

[ポートプロファイルタイプ] ド
ロップダウン リスト

ポート プロファイル タイプ

[トランク] チェックボックス

ポート プロファイルをトランク モードで作成するには、このチェック
ボックスをオンにします。

[タイプ] ドロップダウン リスト [ホスト] または [プロミスキャス] を選択します。

ステップ 7

[プライマリVLAN ID] ドロップ
ダウン リスト

プライマリ VLAN ID を選択します。

[セカンダリVLAN ID] の [選択]
ボタン

[選択] をクリックします。 [項目の選択] ダイアログボックスで、有効
なセカンダリ VLAN ID を選択して [選択] をクリックします。

[実行中の設定を起動設定にコ
ピー] チェックボックス

実行中の設定を起動設定にコピーするには、このチェック ボックスを
オンにします。

[送信] をクリックします。

Cisco UCS Director ネットワーク デバイス管理ガイド、リリース 5.2
12

