VM-FEXを使用したサービスプロファイルの
設定
この章の内容は、次のとおりです。
• VMwarePassThrough イーサネット アダプタ ポリシーの変更, 1 ページ
• ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定, 2 ページ
• VM ライフサイクル ポリシーの設定, 5 ページ
• ハイパフォーマンス モードでの VM-FEX の BIOS ポリシーの作成, 7 ページ

VMwarePassThroughイーサネットアダプタポリシーの変
更
ハイパフォーマンス モードの VM-FEX には、システムで提供されている VMwarePassThrough ア
ダプタ ポリシーがあります。 ほとんどはデフォルト設定で十分です。 ただし、特定の実装に対
応するために、このポリシーの内容とは異なる設定が必要な場合があります。 異なる設定が必要
な場合は、特定の設定を含む別のイーサネット アダプタ ポリシーを作成することをお勧めしま
す。 特に、次の設定について、特定の実装で動作するかどうかを確認することをお勧めします。
• ゲスト OS の要件
◦ 送信キュー
◦ 受信キュー
◦ 完了キュー
◦ 割り込み
• ホストあたりの最大インターフェイス数。
• ホストあたりのパススルー モードの最大インターフェイス数。

VMware 用 Cisco UCS Manager VM-FEX GUI コンフィギュレーション ガイド
OL-25368-01-J

1

VM-FEX を使用したサービス プロファイルの設定
ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定

イーサネット アダプタ ポリシーの設定の詳細については、『Cisco UCS Manager GUI Configuration
Guide』を参照してください。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定
ダイナミック vNIC 接続ポリシー
ダイナミック vNIC 接続ポリシーは、VM とダイナミック vNIC の間の接続を設定する方式を決定
します。 VM がインストール済みでダイナミック vNIC が設定された VIC アダプタを使用してい
るサーバを含む Cisco UCS ドメインには、このポリシーが必要です。
各ダイナミック vNIC 接続ポリシーには、イーサネット アダプタ ポリシーが含まれており、ポリ
シーを含むサービス プロファイルに関連付けられた任意のサーバに対して設定できる vNIC の数
を指定します。
ブレードのすべてのポートが標準モードの VM-FEX の場合は、VMware アダプタ ポリシーを使用
する必要があります。
ブレードの 1 つ以上のポートがハイパフォーマンス モードである VM-FEX の場合は、
VMwarePassThrough アダプタ ポリシーを使用するか、カスタム ポリシーを作成します。 カスタ
ム ポリシーを作成する必要がある場合、プロビジョニングされるリソースは、最もリソースを必
要とし、ハイパフォーマンス モードを使用するゲスト OS のリソース要件に等しい必要がありま
す。

（注）

ダイナミック vNIC が設定されているサーバを、VMotion を使用して移行する場合、インター
フェイスによって使用されているダイナミック vNICs が障害になり、Cisco UCS Manager によっ
てその障害が通知されます。
サーバが起動すると、Cisco UCS Manager は新しいダイナミック vNICs をサーバに割り当てま
す。 ダイナミック vNIC 上のトラフィックを監視している場合、監視元を再設定する必要があ
ります。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成
ダイナミック vNIC 接続ポリシーを作成できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブの [LAN] > [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root] ノードを展開します。
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ステップ 4

[Dynamic vNIC Connection Policies] ノードを右クリックし、[Create Dynamic vNIC Connection Policy]
を選択します。

ステップ 5

[Create Dynamic vNIC Connection Policy] 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

ポリシーの名前。
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。

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーが使用される場所と条件についての
情報を含めることを推奨します。
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。

[Number of Dynamic vNICs]
フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。
0 ～ 256 の整数を入力します。 デフォルト値は 54 です。

[Adapter Policy] ドロップダウン このポリシーと関連付けられるアダプタ プロファイル。 すでに
リスト
存在しているプロファイルだけが、このドロップダウン リスト
に表示されます。
[Protection] フィールド

ダイナミック vNIC は常に Cisco UCS で保護されていますが、
このフィールドを使用すると、優先するファブリックがあれば
それを選択できます。 次のいずれかを選択できます。
• [Protected Pref A]：Cisco UCS は、ファブリック A を使用し
ようとしますが、必要に応じてファブリック B にフェール
オーバーします
• [Protected Pref B]：Cisco UCS は、ファブリック B を使用し
ようとしますが、必要に応じてファブリック A にフェール
オーバーします
• [Protected]：Cisco UCS は、使用できるいずれかのファブ
リックを使用します
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ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

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。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの変更
ダイナミック vNIC 接続ポリシーを変更できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブの [LAN] > [Policies] を展開します。

ステップ 3

変更するポリシーを含む組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Dynamic vNIC Connection Policies] ノードを展開し、変更するポリシーをクリックします。

ステップ 5

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 6

次の 1 つ以上のフィールドを変更します。
名前

説明

[Description] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーが使用される場所と
条件についての情報を含めることを推奨しま
す。

[Number of Dynamic vNICs] フィールド

このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC
の数。

[Adapter Policy] ドロップダウン リスト

このポリシーと関連付けられるアダプタ プロ
ファイル。 すでに存在しているプロファイルだ
けが、このドロップダウン リストに表示されま
す。

[Name] フィールドなどの、ポリシーの他のプロパティは変更できません。
ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

ステップ 8

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。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの削除
ダイナミック vNIC 接続ポリシーを削除できます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブの [LAN] > [Policies] > [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Dynamic vNIC Connection Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

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。

VM 上のダイナミック vNIC プロパティの表示
VM でダイナミック vNIC プロパティを表示できます。

はじめる前に
VM が動作している必要があります。

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] タブで [All] > [VMware] を展開します。

ステップ 3

[Virtual Machines] を展開します。

ステップ 4

ダイナミック vNIC が含まれている仮想マシンを展開します。

ステップ 5

ダイナミック vNIC を選択します。

ステップ 6

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
[Properties] 領域に vNIC プロパティが表示されます。

VM ライフサイクル ポリシーの設定
VM ライフサイクル ポリシー
VM ライフサイクル ポリシーは、Cisco UCS Manager でのオフライン VM とデータベース内のオ
フライン ダイナミック vNIC の保持期間を決定します。 この期間が経過した後で VM またはダイ
ナミック vNIC がオフラインのままになっている場合、Cisco UCS Manager ではデータベースから
そのオブジェクトを削除します。
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Cisco UCS サーバ上のすべての仮想マシン（VM）が vCenter によって管理されます。 Cisco UCS
Manager では、非アクティブな VM が一時的にシャットダウンされているか、削除されたか、ま
たはアクセス不能と表示されるその他の状態のいずれであるかを判断できません。 したがって、
Cisco UCS Manager ではすべての非アクティブな VM をオフライン状態であると判断します。
Cisco UCS Manager では、関連付けられた VM がシャットダウンされている場合、またはファブ
リック インターコネクトと I/O モジュールの間のリンクに障害が発生した場合に、ダイナミック
vNIC がオフラインであると判断します。 まれに、内部エラーが原因で Cisco UCS Manager でダイ
ナミック vNIC がオフラインであると判断される場合もあります。
デフォルトの VM およびダイナミック vNIC の保持間隔は 15 分です。 保持期間は、1 分から 7,200
分（2 日）の範囲を設定できます。

（注）

Cisco UCS Manager によって表示される VM データベースは、情報表示と監視のためだけにあ
ります。 Cisco UCS Manager で VM を管理できません。 Cisco UCS Manager データベースから
VM を削除しても、VM はサーバや vCenter から削除されません。

VM ライフサイクル ポリシーの設定
VM ライフサイクル ポリシーを設定できます。

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] ノードを展開します。

ステップ 3

[VM] タブの [VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの、[Life Cycle Policy] タブをクリックします。

ステップ 5

[Life Cycle Policy] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[VM Retention] フィールド

Cisco UCS Manager によってオフラインの VM がデータベース
に保持される期間。 その期間を過ぎても VM がオフラインのま
まである場合は、Cisco UCS Manager によってその VM はデー
タベースから削除されます。 次のいずれかになります。
• 1 Min
• 1 Hour
• 1 Day
• [other]：Cisco UCS Manager は、カスタム保持期間を指定可
能な [Minutes] フィールドを表示します。
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名前

説明

[Minutes] フィールド

1 ～ 7200 分（5 日間）の間の整数を入力します。

[vNIC Retention] フィールド

Cisco UCS Manager によってオフラインのダイナミック vNIC が
データベースに保持される期間。 その期間を過ぎてもダイナ
ミック vNIC がオフラインのままである場合、Cisco UCS Manager
によってそのダイナミック vNIC はデータベースから削除され
ます。 次のいずれかになります。
• 1 Min
• 1 Hour
• 1 Day
• [other]：Cisco UCS Manager は、カスタム保持期間を指定可
能な [Minutes] フィールドを表示します。

[Minutes] フィールド

ステップ 6

1 ～ 7200 分（5 日間）の間の整数を入力します。

[Save Changes] をクリックします。

ハイパフォーマンス モードでの VM-FEX の BIOS ポリシー
の作成
ハイパフォーマンス モードの VM-FEX の場合、特定の BIOS 設定を行う必要があります。

（注）

Cisco UCS Managerは、BIOS ポリシーまたはデフォルトの BIOS 設定を通じて、Cisco Integrated
Management Controller（CIMC）バッファに BIOS 設定の変更をプッシュします。 これらの変更
はバッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。
設定するサーバで BIOS 設定のサポートを確認することをお勧めします。 RAS メモリのミラー
リング モードやスパース モードなどの一部の設定は、すべての Cisco UCSサーバでサポート
されているわけではありません。
ハイパフォーマンス モードの VM-FEX で使用していることを識別できるように、この BIOS ポリ
シーを VMwarePassThru という名前にすることをお勧めします。
これらのパラメータは次の BIOS 設定でイネーブルにする必要があります。
• [Processor]：Virtual Technology（VT）と Direct Cache Access をイネーブルにします。
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（注）

64 ビットの VM を ESX/ESXi ホストで実行する場合は、VT をイネーブルにす
る必要があります。 VT がイネーブルでない限り、ESX/ESXi ホストでは 64
ビット VM を実行できません。

• [Intel Directed IO]：次のパラメータをイネーブルにします。
◦ VT for Directed IO
◦ Interrupt Remap
◦ Coherency Support
◦ ATS Support
◦ Pass Through DMA Support
残りの BIOS 設定を適切に設定します。
詳細については、『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』を参照してください。
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