
ポリシーの設定

この章は、次の内容で構成されています。

• ダイナミック vNIC接続ポリシーの設定, 1 ページ

• SR-IOVのカスタムアダプタポリシーの作成, 5 ページ

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

Hyper-Vまたは KVMクラスタなどの SR-IOVトポロジでは、仮想関数（VF）はダイナミック
vNICの代わりになります。 VFは基本的にはダイナミック vNICの制限付きバージョンであ
り、VFのすべてのシステム通信と設定は、関連する物理的な機能（PF）によって実行されま
す。

（注）

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。

イーサネットアダプタポリシー

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。

Hyper-Vでは、Windowsという名前の定義済みイーサネットアダプタポリシーを使用します。
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サーバの移行

ダイナミック vNICが設定されているサーバを、VMotionまたはその他の移行ツールを使用し
て移行すると、vNICが使用するダイナミックインターフェイスで障害が発生し、によってそ
の障害が通知されます。

サーバが復旧すると、はサーバに新しいダイナミック vNICを割り当てます。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。

（注）

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー

ドを開始するには、/を org-nameとして入力します。
UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定された vNIC接続ポリシーを作成し、組織の vNIC接
続ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
dynamic-vnic-conn-policy
policy-name

ステッ

プ 2   

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できます。 -
（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、お
よび .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文
字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが

保存された後で、この名前を変更することはできません。

動的vNIC接続ポリシー名の値として「default」
を指定しないでください。 Cisco UCS Manager
は、「default」を参照している空のポリシーを
自動的に解決します。静的 vNICのみが定義さ
れたサービスプロファイルまたはサービスプロ

ファイルテンプレートは、存在する場合に、自

動的にポリシー「default」を参照します。動的
vNIC接続ポリシー名に「default」を指定した場
合、それらのサービスプロファイルまたはサー

ビスプロファイルテンプレート上で予期しない

動的 vNICが作成されることがあります。

（注）

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A
/org/dynamic-vnic-conn-policy
# set desc description

ステッ

プ 3   

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字または
スペースを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記
号）、^（カラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>
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目的コマンドまたはアクション

（大なり）、<（小なり）、または'（一重引用符）は使用
できません。

説明にスペースまたは特殊文字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。

イーサネットアダプタポリシーをこのポリシーに使用す

るように指定します。アダプタポリシーがすでに存在す

る必要があります。

UCS-A
/org/dynamic-vnic-conn-policy
# set adapter-policy
policy-name

ステッ

プ 4   

このポリシーに使用するダイナミックvNICの数を指定し
ます。

UCS-A
/org/dynamic-vnic-conn-policy
# set dynamic-eth
{dynamic-eth-num | off}

ステッ

プ 5   

ダイナミック vNICはCiscoUCSで常に保護されますが、
このコマンドを使用して優先するファブリックがある場

UCS-A
/org/dynamic-vnic-conn-policy
# set protection {protected |

ステッ

プ 6   
合は、それを選択することができます。次のいずれかの

オプションを選択できます。
protected-pref-a |
protected-pref-b}

• protected：Cisco UCSはいずれかの使用可能なファ
ブリックを使用します。

• 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。

トランザクションをコミットします。UCS-A
/org/dynamic-vnic-conn-policy
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次の例は、12個のダイナミック vNICに対してシステムで提供されたイーサネットアダプタポ
リシーを使用するMyDynVnicConnPolicyという名前のダイナミック vNIC接続ポリシーを作成す
る方法と、トランザクションをコミットする方法を示しています。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create dynamic-vnic-conn-policy MyDynVnicConnPolicy
UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy* # set adapter-policy
UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy* # set desc "Dynamic vNIC for Eth policy"
UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy* # set dynamic-eth 12
UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy #
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ダイナミック vNIC 接続ポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、/を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定された vNIC接続ポリシーを削除しま
す。

UCS-A /org # delete
dynamic-vnic-conn-policy
policy-name

ステップ 2   

トランザクションをコミットします。UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例は、MyDynVnicConnPolicyという名前のダイナミック vNIC接続ポリシーを削除して、ト
ランザクションをコミットする方法を示しています。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete dynamic-vnic-conn-policy MyDynVnicConnPolicy
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #

VM 上のダイナミック vNIC プロパティの表示

はじめる前に

VMが動作している必要があります。

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   

VM管理モードを開始します。UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

（任意）

実行中の仮想マシンを表示します。

UCS-A /system/vm-mgmt # show
virtual-machine

ステップ 3   

ダイナミック vNICを含む仮想マシン
のコマンドモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
virtual-machine uuid

ステップ 4   

vNICプロパティを表示します。UCS-A /system/vm-mgmt/virtual-machine
# show vnic [detail]

ステップ 5   
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次に、VMのダイナミック vNICのプロパティを表示する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt

UCS-A /system/vm-mgmt # show virtual-machine
Virtual Machine:

UUID: 420a00c8-934b-4ae3-6af5-2ce9b8bd0f44
Service Profile: org-root/ls-PTS-ch6-7
Server: sys/chassis-6/blade-7
Status: Online

.

.

.
UCS-A /system/vm-mgmt # scope virtual-machine 420a08b0-cda7-9e0a-424f-01ec8653eea0
UCS-A /system/vm-mgmt/virtual-machine # show vnic detail

vNIC:
Name: 4479
Status: Online
MAC Address: 00:50:56:8A:07:B5
Profile Name: VM-mgmt
Virtual Adapter: sys/chassis-1/blade-1/adapter-1/host-eth-9
Vnic Dn: org-root/ls-PTS-ch1-1/ether-dynamic-prot-009
Current Task:

UCS-A /system/vm-mgmt/virtual-machine #

SR-IOV のカスタムアダプタポリシーの作成
定義済み [SRIOV]イーサネットアダプタポリシーは最大 32個の CPUスレッドをサポートしま
す。サーバに 32個を超えるCPUスレッドがある場合、この手順を実行してCPUスレッド数に等
しい割り込み数をサポートするカスタムアダプタポリシーを作成し、指定する必要があります。

アダプタポリシーの作成の詳細については、の「Configuring EthernetAdapter Policies」を参照して
ください。

はじめる前に

show server cpu chassis/blade detailコマンドを使用してサーバによって使用される CPUスレッド
数を決定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始しま

す。ルート組織モードに入るには、

「/」を org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

イーサネットアダプタポリシーを作成

し、組織イーサネットポリシーモード

を開始します。

UCS-A /org # create eth-policy nameステップ 2   

この名前には、1～ 16文字の英数字を
使用できます。 -（ハイフン）と _（ア
ンダースコア）以外の特殊文字やスペー
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目的コマンドまたはアクション

スは使用できません。また、オブジェ

クトを保存した後は、この名前を変更

できません。

（任意）

ポリシーの説明を記します。

UCS-A /org/eth-policy # set descr
description

ステップ 3   

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）

イーサネットの送信キューを設定しま

す。

UCS-A /org/eth-policy # set trans-queue
count 1

ステップ 4   

UCS-A /org/eth-policy # set trans-queue
ring-size 256

ステップ 5   

イーサネットの受信キューを設定しま

す。

UCS-A /org/eth-policy # set recv-queue
count 4

ステップ 6   

UCS-A /org/eth-policy # set recv-queue
ring-size 512

ステップ 7   

イーサネットの完了キューを設定しま

す。

UCS-A /org/eth-policy # set
comp-queue count 5

ステップ 8   

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt
coalescing-time 125

ステップ 9   

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt
coalescing-type min

ステップ 10   

interrupt-countをサーバで使用される
CPUスレッドの数に等しく設定しま
す。

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt
count interrupt-count

ステップ 11   

UCS-A /org/eth-policy # set interrupt
mode msi-x

ステップ 12   

UCS-A /org/eth-policy # set offload
large-receive enabled

ステップ 13   

UCS-A /org/eth-policy # set offload
tcp-rx-checksum enabled

ステップ 14   

UCS-A /org/eth-policy # set offload
tcp-segment enabled

ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

UCS-A /org/eth-policy # set offload
tcp-tx-checksum enabled

ステップ 16   

UCS-A /org/eth-policy # set rss
receivesidescaling enabled

ステップ 17   

トランザクションをシステムの設定に

コミットします。

UCS-A /org/eth-policy # commit-bufferステップ 18   

次の例では、40個のスレッドがある SR-IOVのカスタムイーサネットアダプタポリシーを設定
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create eth-policy SRIOV
UCS-A /org/eth-policy* # set descr "This is an Ethernet adapter policy for SR-IOV."
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue count 1
UCS-A /org/eth-policy* # set trans-queue ring-size 256
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue count 4
UCS-A /org/eth-policy* # set recv-queue ring-size 512
UCS-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 5
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt coalescing-time 125
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt coalescing-type min
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt count 40
UCS-A /org/eth-policy* # set interrupt mode msi-x
UCS-A /org/eth-policy* # set offload large-receive enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set offload tcp-rx-checksum enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set offload tcp-segment enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set offload tcp-tx-checksum enabled
UCS-A /org/eth-policy* # set rss receivesidescaling enabled
UCS-A /org/eth-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/eth-policy #
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