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vNIC テンプレートの設定
vNIC テンプレート
このポリシーは、サーバ上の vNIC が LAN に接続する方法を定義します。このポリシーは、vNIC
LAN 接続ポリシーとも呼ばれます。
Cisco UCS Manager は、vNIC テンプレートを作成する際に正しい設定で VM-FEX ポート プロファ
イル自動的には作成しません。VM-FEX ポート プロファイルを作成するには、vNIC テンプレー
トのターゲットを VM として設定する必要があります。
このポリシーを有効にするには、このポリシーをサービス プロファイルに含める必要がありま
す。
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（注）

サーバに 2 つの Emulex NIC または QLogic NIC（ Cisco UCS CNA M71KR-E または Cisco UCS
CNA M71KR-Q）がある場合は、両方の NIC にユーザ定義の MAC アドレスが取得されるよう
に、サービス プロファイルで両方のアダプタの vNIC ポリシーを設定する必要があります。両
方の NIC のポリシーを設定しない場合でも、Windows は PCI バスで両方の NIC を引き続き検
出します。ただし、2 番目のイーサネット インターフェイスがサービス プロファイルに含ま
れていないため、Windows はそれにハードウェア MAC アドレスを割り当てます。その後で
サービス プロファイルを異なるサーバに移動すると、Windows によって追加の NIC が検出さ
れますが、これは 1 つの NIC でユーザ定義の MAC アドレスが取得されなかったためです。

vNIC テンプレートの作成
はじめる前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• ネームド VLAN
• MAC プール
• QoS ポリシー
• LAN ピン グループ
• 統計情報しきい値ポリシー

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。

ステップ 4

[vNIC Templates] ノードを右クリックし、[Create vNIC Template] を選択します。

ステップ 5

[Create vNIC Template] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [General] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Name] フィールド

仮想ネットワーク インターフェイス カード（vNIC）テンプ
レートの名前。
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）、_（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にこの
名前を変更することはできません。

[Description] フィールド

テンプレートのユーザ定義による説明。
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）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>
（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使用で
きません。

[Fabric ID] フィールド

コンポーネントに関連付けられたファブリック インターコネ
クトです。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使用できない
場合に、このテンプレートから作成された vNIC から第 2 の
ファブリック インターコネクトにアクセスできるようにする
には、[Enable Failover] チェックボックスをオンにします。
（注）

次の状況下では、vNIC ファブリック フェールオー
バーを有効化しないでください。
• Cisco UCS ドメインイーサネット スイッチ モー
ドで動作している場合。 vNIC ファブリック
フェールオーバーは、そのモードではサポート
されません。 1 つのファブリック インターコ
ネクト上のすべてのイーサネット アップリン
クが障害になった場合、vNICは他のイーサネッ
トアップリンクにフェールオーバーしません。
• ファブリック フェールオーバーをサポートし
ないアダプタ（Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit
Ethernet Adapter）があるサーバに、このテンプ
レートから作成された 1 つ以上の vNIC を関連
付ける予定がある場合。 これを行った場合、
Cisco UCS Manager により、サービス プロファ
イルとサーバを関連付けたときに設定エラーが
生成されます。
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名前

説明

冗長性

選択した [Redundancy Type] は、vNIC/HBA の冗長性ペアを使
用して、ファブリック フェールオーバーを開始します。
[Redundancy Type] は次のいずれかです。
• [Primary]：セカンダリ テンプレートと共有可能な構成を
作成します。プライマリ テンプレートでのその他の共有
される変更は、セカンダリ テンプレートに自動的に同期
されます。
（注）
次に、共有される構成を示しま
す。
• ネットワーク制御ポリシー
• QoS ポリシー
• 統計しきい値ポリシー
• Template Type
• 接続ポリシー
• VLANS
• MTU
次に、共有されない構成を示します。
◦ [Fabric] ID
◦ CDN ソース
◦ MAC プール
◦ 説明
◦ ピン グループ ポリシー
• [Secondary]：
すべての共有される構成は、プライマリ テンプレートか
ら継承されます。
• [None]：
レガシー vNIC/vNHBA テンプレートの動作です。冗長性
を使用しない場合、このオプションを選択します。
[Peer Redundancy Template]：ドロップダウン リストで、ペア
の別のメンバーを選択できます。たとえば、これがセカンダ
リ テンプレートである場合、対応するプライマリ vNIC テン
プレートの名前を選択します。
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名前

説明

[Target] リスト ボックス

このテンプレートから作成された vNIC に可能なターゲット
のリスト。選択したターゲットによって、Cisco UCS Manager
が、vNIC テンプレートの適切な設定を使用して、自動的に
VM-FEX ポート プロファイルを作成するかどうかが決まりま
す。次のいずれかになります。
• [Adapter]：vNIC はすべてのアダプタに適用されます。こ
のオプションを選択した場合、VM-FEX ポート プロファ
イルが作成されません。
• [VM]：vNIC はすべての仮想マシンに適用されます。こ
のオプションを選択した場合、VM-FEX ポート プロファ
イルが作成されます。

[Template Type] フィールド

次のいずれかになります。
• [Initial Template]：テンプレートが変更された場合、この
テンプレートから作成された vNIC はアップデートされ
ません。
• [Undating Template]：テンプレートが変更された場合、こ
のテンプレートから作成された vNIC はアップデートさ
れます。

b) [VLANs] 領域で、このテンプレートから作成された vNIC に割り当てる VLAN をテーブルを使
用して選択します。テーブルには、次のカラムがあります。
名前

説明

[Select] カラム

使用する VLAN ごとに、このカラムのチェックボックスをオ
ンにします。
（注）

VLAN と PVLAN を同じ vNIC に割り当てることは
できません。

[Name] カラム

VLAN の名前。

[Native VLAN] カラム

VLAN のいずれかをネイティブ VLAN として指定するには、
このカラムのオプション ボタンをクリックします。

[Create VLAN] リンク

VLAN を作成する場合は、このリンクをクリックします。

c) [Policies] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[CDN Source] フィールド

次のいずれかのオプションになります。
• vNIC Name
：CDN 名として vNIC インスタンスの vNIC テンプレー
ト名を使用します。これがデフォルトのオプションで
す。
• User Defined
：vNIC テンプレートのユーザ定義 CDN 名を入力するた
めの [CDN Name] フィールドが表示されます。

[CDN Name] フィールド

[CDN Source User Defined] オプションを選択すると表示され
て、ユーザ定義 CDN 名を追加できます。

[MAC Pool] ドロップダウン リ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
スト
れる MAC アドレス プール。
[QoS Policy] ドロップダウン
リスト

この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
れるサービス ポリシーの品質。

[Network Control Policy] ドロッ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
プダウン リスト
れるネットワーク制御ポリシー。
[Pin Group] ドロップダウン リ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
スト
れる LAN ピン グループ。
[Stats Threshold Policy] ドロッ この vNIC テンプレートから作成された vNIC によって使用さ
プダウン リスト
れる統計情報収集ポリシー。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の作業
vNIC テンプレートをサービス プロファイルに含めます。
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vNIC テンプレート ペアの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。[LAN] タブで、[LAN] > [Policies] の順に展開
します。

ステップ 2

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。

ステップ 3

[vNIC Templates] ノードを右クリックし、[Create vNIC Template] を選択します。[Create vNIC
Template] ダイアログボックスで、[Name] と [Description] を入力し、テンプレートの [Fabric ID] を
選択します。

ステップ 4

[Redundancy Type] で、[Primary]、[Secondary]、または [No Redundancy] を選択します。以下の冗長
タイプの説明を参照してください。

ステップ 5

[Peer Redundancy Template] を選択し、対応する [Primary] または [Secondary] の冗長性テンプレー
トの名前を入力し、[Primary] または [Secondary] の冗長性テンプレートからテンプレート ペアリ
ングを実行します。
• [Primary]：セカンダリ テンプレートと共有可能な構成を作成します。プライマリ テンプレー
トでのその他の共有される変更は、セカンダリ テンプレートに自動的に同期されます。
◦ VLANS
◦ Template Type
◦ MTU
◦ ネットワーク制御ポリシー
◦ 接続ポリシー
◦ QoS ポリシー
◦ 統計しきい値ポリシー
（注）

次に、共有されない構成を示します。
◦ ファブリック ID
（注）

ファブリック ID は相互に排他的である必要があります。プライマリ テンプ
レートをファブリック A に割り当てると、プライマリ テンプレートとの同期
の一環として、ファブリック B がセカンダリ テンプレートに自動的に割り当
てられます。

◦ CDN ソース
◦ MAC プール
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◦ 説明
◦ ピン グループ ポリシー
• [Secondary]：
すべての共有される構成は、プライマリ テンプレートから継承されます。
• [No Redundancy]：
レガシー vNIC テンプレートの動作です。
ステップ 6

[OK] をクリックします。

次の作業
vNIC 冗長性テンプレート ペアを作成すると、この冗長性テンプレート ペアを使用して、同じ組
織または下部組織内のサービス プロファイルに冗長性 vNIC ペアを作成できます。

vNIC テンプレート ペアの取り消し
[Primary] または [Secondary] テンプレートにピア テンプレートが設定されないように、[Peer
Redundancy Template] を変更して vNIC テンプレート ペアを取り消すことができます。vNIC テン
プレート ペアを取り消すと、対応する vNIC ペアも取り消されます。

手順
[Peer Redundancy Template] ドロップダウン リストから [not set] を選択し、テンプレート ペアリン
グの実行に使用される [Primary] または [Secondary] 冗長性テンプレート間のペアリングを取り消
します。また、[Redundancy Type] で [None] を選択し、ペアリングを取り消すこともできます。
（注）
ペアの 1 つのテンプレートを削除すると、そのペアのもう一方のテンプレートも削除す
るように要求されます。このペアのもう一方のテンプレートを削除しないと、そのテン
プレートはピア参照をリセットし、冗長性タイプを保持します。

vNIC テンプレートへの vNIC のバインディング
サービス プロファイルと関連付けられた vNIC を vNIC テンプレートにバインドすることができま
す。 vNIC を vNIC テンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Manager により、vNIC テンプ
レートで定義された値を使って vNIC が設定されます。 既存の vNIC 設定が vNIC テンプレートと
一致しない場合、Cisco UCS Manager により vNIC が再設定されます。 バインドされた vNIC の設
定は、関連付けられた vNIC テンプレートを使用してのみ変更できます。 vNIC を含むサービス プ
ロファイルがすでにサービス プロファイル テンプレートにバインドされている場合、vNIC を
vNIC テンプレートにバインドできません。
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重要

再設定されている vNIC をテンプレートにバインドした場合、Cisco UCS Manager により、サー
ビス プロファイルと関連付けられているサーバがリブートされます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブの [Servers] > [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

vNIC とバインドする サービス プロファイル が含まれてい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。

ステップ 4

[Service_Profile_Name] > [vNICs] の順に展開します。

ステップ 5

テンプレートにバインドする vNIC をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で、[Bind to a Template] をクリックします。

ステップ 8

[Bind to a vNIC Template] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [vNIC Template] ドロップダウン リストから、vNIC をバインドするテンプレートを選択しま
す。
b) [OK] をクリックします。

ステップ 9

警告ダイアログボックスで [Yes] をクリックすることにより、バインディングによって vNIC の再
設定が生じた場合に Cisco UCS Manager でサーバのリブートが必要になる場合があることを確認
します。

vNIC テンプレートからの vNIC のバインド解除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブの [Servers] > [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

バインドを解除する vNIC を備えた サービス プロファイル が含まれてい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

[Service_Profile_Name] > [vNICs] の順に展開します。

ステップ 5

テンプレートからバインドを解除する vNIC をクリックします。

ステップ 6

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 7

[Actions] 領域で [Unbind from a Template] をクリックします。

ステップ 8

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。

vNIC テンプレートの削除
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

[vNIC Templates] 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

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。

イーサネット アダプタ ポリシーの設定
イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制
御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。
• キュー
• 割り込み処理
• パフォーマンス拡張
• RSS ハッシュ
• 2 つのファブリック インターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー
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（注）

ファイバ チャネル アダプタ ポリシーの場合は、Cisco UCS Manager で表示される値が QLogic
SANsurfer などのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurfer と Cisco UCS Manager で明らかに異なる場合があります。
• ターゲットごとの最大 LUN：SANsurfer の最大 LUN は 256 であり、この数値を超える値
は表示されません。Cisco UCS Manager では、より大きな最大 LUN の値をサポートして
います。
• リンク ダウン タイムアウト：SANsurfer では、リンク ダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。Cisco UCS Manager では、この値をミリ秒単位で設定します。した
がって、Cisco UCS Manager で 5500 ミリ秒と設定された値は、SANsurfer では 5 秒として
表示されます。
• 最大データ フィールド サイズ：SANsurfer で許可された最大値は 512、1024、および 2048
です。Cisco UCS Manager では、任意のサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Manager で 900 と設定された値は、SANsurfer では 512 として表示されます。

オペレーティング システム固有のアダプタ ポリシー
デフォルトでは、Cisco UCS には、イーサネット アダプタ ポリシーとファイバ チャネル アダプ
タ ポリシーのセットが用意されています。これらのポリシーには、サポートされている各サーバ
オペレーティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこ
れらのポリシーに影響されます。通常、ストレージ ベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を
要求します。ベンダーが提供しているサポート リストで必須設定の詳細を確認できます。

重要

該当するオペレーティング システムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま
す。シスコのテクニカル サポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し
ないでください。
ただし、（デフォルトの Windows のアダプタ ポリシーを使用する代わりに）Windows OS の
イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、次の式を使用して Windows で動作する値
を計算します。
完了キュー = 送信キュー + 受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2) 以上である 2 のべき乗の最小値
たとえば、送信キューが 1 で受信キューが 8 の場合、
完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2) 以上の 2 のべき乗の最小値 = 16

Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド、リリース 3.0
11

ネットワーク関連ポリシーの設定
イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー

Accelerated Receive Flow Steering
Accelerated Receive Flow Steering（ARFS）は、ハードウェアによる受信フロー ステアリングで、
CPU データ キャッシュ ヒット率を向上させることができます。これは、カーネル レベルのパケッ
ト処理を、そのパケットを消費するアプリケーション スレッドが動作している CPU に誘導するこ
とによって行います。
ARFS を使用すると、CPU 効率の向上とトラフィック遅延の短縮が可能になります。CPU の各受
信キューには、割り込みが関連付けられています。割り込みサービス ルーチン（ISR）は、CPU
で実行するよう設定できます。ISR により、パケットは受信キューから現在のいずれかの CPU の
バックログに移動されます。パケットは、ここで後から処理されます。アプリケーションがこの
CPU で実行されていない場合、CPU はローカル以外のメモリにパケットをコピーする必要があ
り、これにより遅延が増加します。ARFS では、このパケットの流れをアプリケーションが実行
されている CPU の受信キューに移動することによって、この遅延を短縮できます。
ARFS はデフォルトでは無効であり、Cisco UCS Manager を使用して有効にできます。ARFS を設
定するには、次の手順を実行します。
1 ARFS を有効にしたアダプタ ポリシーを作成します。
2 アダプタ ポリシーをサービス プロファイルと関連付けます。
3 ホスト上で ARFS を有効にします。
1 Interrupt Request Queue（IRQ）のバランスをオフにします。
2 IRQ を別の CPU と関連付けます。
3 ethtool を使用して ntuple を有効にします。

Accelerated Receive Flow Steering のガイドラインと制約事項
• ARFS では vNIC ごとに 64 フィルタをサポート
• ARFS は次のアダプタでサポートされています。
• Cisco UCS VIC 1280、1240、1340、および 1380
• Cisco UCS VIC 1225、1225T、1285、1223、1227T、1385
• ARFS は次のオペレーティング システムでサポートされています。
• Red Hat Enterprise Linux 6.5 および 6.6
• Red Hat Enterprise Linux 7.0 以上のバージョン
• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 および SP3
• SUSE Linux Enterprise Server 12 以上のバージョン
• Ubuntu 14.04.2
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ネットワーク関連ポリシーの設定
イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ ポリシー

割り込み調停
アダプタは、通常、ホスト CPU が処理する必要のある割り込みを大量に生成します。割り込み調
停は、ホスト CPU で処理される割り込みの数を削減します。これは、設定可能な調停間隔に同じ
イベントが複数発生した場合にホストの中断を 1 回だけにすることで実現されます。
受信動作の割り込み調停を有効にした場合、アダプタは引き続きパケットを受信しますが、ホス
ト CPU は各パケットの割り込みをすぐには受信しません。調停タイマーは、アダプタが最初のパ
ケットを受信すると開始します。設定された調停間隔がタイムアウトすると、アダプタはその間
隔の中で受信した複数のパケットで 1 つの割り込みを生成します。ホストの NIC ドライバは、受
信した複数のパケットを処理します。生成される割り込み数が削減されるため、コンテキスト ス
イッチのホスト CPU が消費する時間が短縮されます。つまり、CPU でパケットを処理する時間が
増加することになり、結果としてスループットと遅延が改善されます。

適応型割り込み調停
調停間隔が原因で、受信パケットの処理によって遅延が増加します。パケット レートの低い小さ
なパケットの場合は、この遅延が増加します。遅延のこの増加を避けるため、ドライバは通過す
るトラフィックのパターンに適応し、サーバからの応答が向上するよう割り込み調停間隔を調整
することができます。
適応型割り込み調停（AIC）は、電子メール サーバ、データベース サーバ、LDAP サーバなど、
コネクション型の低リンク使用率のシナリオで最も効果的です。ラインレート トラフィックには
適しません。

適応型割り込み調停のガイドラインと制約事項
• リンク使用率が 80 % を超えている場合、適応型割り込み調停（AIC）による遅延の低減効果
はありません。
• AIC を有効化すると静的調停は無効になります。
• AIC がサポートされるのは、次のオペレーティング システムだけです。
• Red Hat Enterprise Linux 6.4 以上のバージョン
• Red Hat Enterprise Linux 7.0 以上のバージョン
• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 および SP3
• SUSE Linux Enterprise Server 12
• XenServer 6.5
• Ubuntu 14.04.2
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ネットワーク関連ポリシーの設定
イーサネット アダプタ ポリシーの作成

イーサネット アダプタ ポリシーの作成
ヒント

この領域のフィールドが表示されない場合は、見出しの右側の展開アイコンをクリックしま
す。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブの [Servers] > [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。

ステップ 4

[Adapter Policies] を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy] を選択します。

ステップ 5

ポリシーの [Name] とオプションの [Description] を入力します。
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）、_（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にこの名前を変更することはできません。

ステップ 6

（任意） [Resources] 領域で、次の値を調整します。
名前

説明

[Transmit Queues] フィールド

割り当てる送信キュー リソースの数。
1 ～ 256 の整数を入力します。

[Ring Size] フィールド

各送信キュー内の記述子の数。
64 ～ 4096 の整数を入力します。

[Receive Queues] フィールド

割り当てる受信キュー リソースの数。
1 ～ 256 の整数を入力します。

[Ring Size] フィールド

各受信キュー内の記述子の数。
64 ～ 4096 の整数を入力します。

[Completion Queues] フィールド 割り当てる完了キュー リソースの数。通常、割り当てなければ
ならない完了キュー リソースの数は、送信キュー リソースの数
に受信キュー リソースの数を加えたものと等しくなります。
1 ～ 512 の整数を入力します。
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イーサネット アダプタ ポリシーの作成

名前

説明

[Interrupts] フィールド

割り当てる割り込みリソースの数。通常、この値は、完了キュー
リソースの数と同じにします。
1 ～ 514 の整数を入力します。

ステップ 7

（任意） [Options] 領域で、次の値を調整します。
名前

説明

[Transmit Checksum Offload]
フィールド

次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU ですべてのパケット チェックサムが計算
されます。
• [Enabled]：チェックサムを計算できるように、CPU からす
べてのパケットがハードウェアに送信されます。このオプ
ションにより、CPU のオーバーヘッドが削減される可能性
があります。
（注）

[Receive Checksum Offload]
フィールド

このオプションは、インターフェイスから送信される
パケットにのみ影響します。

次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU ですべてのパケット チェックサムが検証
されます。
• [Enabled]：CPU からすべてのパケット チェックサムが検
証のためにハードウェアへ送信されます。このオプション
により、CPU のオーバーヘッドが削減される可能性があり
ます。
（注）

[TCP Segmentation Offload]
フィールド

このオプションは、インターフェイスが受信するパ
ケットにのみ影響します。

次のいずれかになります。
• [Disabled]：大きい TCP パケットは CPU で分割されます。
• [Enabled]：大きい TCP パケットは、CPU からハードウェ
アに送信されて分割されます。このオプションにより、
CPU のオーバーヘッドが削減され、スループット率が向上
する可能性があります。
（注）

このオプションは、Large Send Offload（LSO）とも呼
ばれ、インターフェイスから送信されるパケットにの
み影響します。
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名前

説明

[TCP Large Receive Offload]
フィールド

次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU ですべての大きいパケットが処理されま
す。
• [Enabled]：すべての分割パケットは、CPU に送信される前
にハードウェアによって再構築されます。このオプション
により、CPU の使用率が削減され、インバウンドのスルー
プットが増加する可能性があります。
（注）

このオプションは、インターフェイスが受信するパ
ケットにのみ影響します。

[Receive Side Scaling] フィール RSS により、マルチプロセッサ システムにおいてネットワーク
ド
の受信処理が複数の CPU に分散されます。次のいずれかになり
ます。
• [Disabled]：ネットワーク受信処理は、別のプロセッサが使
用可能であっても、常に 1 つのプロセッサで処理されま
す。
• [Enabled]：ネットワーク受信処理は、可能な場合は常にプ
ロセッサ間で分担されます。
[Accelerated Receive Flow
Steering] フィールド

フローのパケット処理はローカル CPU で実行する必要がありま
す。これは Linux オペレーティング システムでのみサポートさ
れます。次のいずれかになります。
• [Disabled]：CPU は指定されません。
• [Enabled]：パケット処理はローカル CPU で実行されます。

[Network Virtualization using
Generic Routing Encapsulation]
フィールド

TSO およびチェックサムの NVGRE オーバーレイ ハードウェア
オフロードが有効かどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：NVGRE オーバーレイ ハードウェア オフロー
ドは有効化されていません。
• [Enabled]：NVGRE オーバーレイ ハードウェア オフロード
は有効化されています。

Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド、リリース 3.0
16

ネットワーク関連ポリシーの設定
イーサネット アダプタ ポリシーの作成

名前

説明

[Virtual Extensible LAN] フィー TSO およびチェックサムの VXLAN オーバーレイ ハードウェア
ルド
オフロードが有効かどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：VXLAN オーバーレイ ハードウェア オフロー
ドは有効化されていません。
• [Enabled]：VXLAN オーバーレイ ハードウェア オフロード
は有効化されています。
[Failback Timeout] フィールド

セカンダリ インターフェイスを使用して vNIC が始動した後、
その vNIC のプライマリ インターフェイスが再びシステムで使
用されるには、プライマリ インターフェイスが一定時間使用可
能な状態になっている必要があり、その時間の長さをこの設定
で制御します。
0 ～ 600 の範囲の秒数を入力します。

[Interrupt Mode] フィールド

優先ドライバ割り込みモード。次のいずれかになります。
• [MSI X]：機能拡張された Message Signaled Interrupts
（MSI）。これは推奨オプションです。
• [MSI]：MSI だけ。
• [INTx]：PCI INTx 割り込み。

[Interrupt Coalescing Type]
フィールド

次のいずれかになります。
• [Min]：システムは、別の割り込みイベントを送信する前
に、[Interrupt Timer] フィールドで指定された時間だけ待機
します。
• [Idle]：少なくとも [Interrupt Timer] フィールドで指定され
た時間の長さだけアクティビティがない状態が続くまで、
システムは割り込みを送信しません。

[Interrupt Timer] フィールド

割り込み間の待機時間、または割り込みが送信される前に必要
な休止期間。
1 ～ 65535 の値を入力します。割り込み調停をオフにするには、
このフィールドに 0（ゼロ）を入力します。
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ネットワーク関連ポリシーの設定
Linux オペレーティング システムで MRQS 用の eNIC サポートをイネーブル化するためのイーサネット ア
ダプタ ポリシーの設定

名前

説明

[RoCE] フィールド

イーサネット ネットワーク上のリモート ダイレクト メモリ ア
クセスが有効化されているかどうか。次のいずれかになります。
• [Disabled]：イーサネット アダプタで RoCE は無効です。
• [Enabled]：イーサネット アダプタで RoCE は有効です。

[RoCE Properties] 領域

RoCE プロパティをリストします。この領域は RoCE を有効に
した場合にのみ使用できます。

キュー ペア

アダプタごとのキュー ペアの数。
1 ～ 8192 の整数を入力します。この数値は 2 のべき乗の整数に
することをお勧めします。

メモリ領域

アダプタあたりのメモリ領域の数。
1 ～ 524288 の整数を入力します。この数値は 2 のべき乗の整数
にすることをお勧めします。

リソース グループ

アダプタごとのリソース グループの数。
1 ～ 128 の整数を入力します。
最適なパフォーマンスを得るには、この数値は、システムの
CPU コアの数以上である、2 のべき乗の整数にすることをお勧
めします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

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。

Linux オペレーティング システムで MRQS 用の eNIC サポートをイネー
ブル化するためのイーサネット アダプタ ポリシーの設定
Cisco UCS Manager には、Red Hat Enterprise Linux バージョン 6.x および SUSE Linux Enterprise Server
バージョン 11.x での Multiple Receive Queue Support（MRQS）機能向けの eNIC サポートが含まれ
ます。

手順
ステップ 1

イーサネット アダプタ ポリシーを作成します。
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イーサネット アダプタ ポリシーの削除

イーサネット アダプタ ポリシーを作成する場合は、次のパラメータを使用します。
• 送信キュー = 1
• 受信キュー = n（最大 8）
• 完了キュー = 送信キューの数 + 受信キューの数
• 割り込み = 完了キューの数 + 2
• Receive Side Scaling（RSS）= Enabled
• 割り込みモード = Msi-X
イーサネット アダプタ ポリシーの作成, （14 ページ）を参照してください。
ステップ 2

eNIC ドライバ バージョン 2.1.1.35 以降をインストールします。
『Cisco UCS Virtual Interface Card Drivers for Linux Installation Guide』を参照してください。

ステップ 3

サーバをリブートします。

イーサネット アダプタ ポリシーの削除
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

[Adapter Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するイーサネット アダプタ ポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

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。

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定
デフォルトの vNIC 動作ポリシー
デフォルトの vNIC 動作ポリシーにより、サービス プロファイルに対する vNIC の作成方法を設定
できます。vNICS を手動で作成するか、自動的に作成されるようにするかを選択できます。
デフォルトの vNIC 動作ポリシーを設定して、vNIC の作成方法を定義することができます。次の
いずれかになります。
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デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定

• [None]：サービス プロファイルに Cisco UCS Manager はデフォルトの vNIC を作成しません。
すべての vNIC を明示的に作成する必要があります。
• [HW Inherit]：サービス プロファイルが vNIC を必要とし、何も明示的に定義されていない場
合、Cisco UCS Manager はサービス プロファイルに関連付けられたサーバにインストールさ
れたアダプタに基づいて必要な vNIC を作成します。

（注）

vNIC のデフォルトの動作ポリシーを指定しない場合、[HW Inherit] がデフォルトで使用されま
す。

デフォルトの vNIC 動作ポリシーの設定
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

[root] ノードを展開します。
ルート組織内のデフォルトの vNIC 動作ポリシーのみを設定できます。サブ組織内のデフォルト
の vNIC 動作のポリシーは設定できません。

ステップ 4

[Default vNIC Behavior] をクリックします。

ステップ 5

[General] タブの、[Properties] 領域で、[Action] フィールドにある次のオプション ボタンの内の 1
つをクリックします。
• [None]：サービス プロファイルに Cisco UCS Manager はデフォルトの vNIC を作成しません。
すべての vNIC を明示的に作成する必要があります。
• [HW Inherit]：サービス プロファイルが vNIC を必要とし、何も明示的に定義されていない場
合、Cisco UCS Manager はサービス プロファイルに関連付けられたサーバにインストールさ
れたアダプタに基づいて必要な vNIC を作成します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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LAN 接続ポリシーの設定

LAN 接続ポリシーの設定
LAN および SAN 接続ポリシー
接続ポリシーは、ネットワーク上のサーバと LAN または SAN 間の接続およびネットワーク通信
リソースを決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバにMACアドレス、WWN、
および WWPN を割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNIC および vHBA を識別
します。

（注）

これらの接続ポリシーは、サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレート
に含まれ、複数のサーバを設定するために使用できるので、静的 ID を接続ポリシーで使用す
ることはお勧めしません。

LAN および SAN の接続ポリシーに必要な権限
接続ポリシーにより、ネットワークまたはストレージ権限のないユーザがネットワークおよびス
トレージ接続をしているサービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレートを作
成および変更することが可能になります。ただし、ユーザは接続ポリシーを作成するための適切
なネットワークおよびストレージの権限が必要です。
接続ポリシーの作成に必要な権限
接続ポリシーは、他のネットワークおよびストレージ構成と同じ権限を必要とします。たとえば、
接続ポリシーを作成するには、次の権限の少なくとも 1 つを有している必要があります。
• [admin]：LAN および SAN 接続ポリシーを作成できます
• [ls-server]：LAN および SAN 接続ポリシーを作成できます
• [ls-network]：LAN 接続ポリシーを作成できます
• [ls-storage]：SAN 接続ポリシーを作成できます
接続ポリシーをサービス プロファイルに追加するために必要な権限
接続ポリシーの作成後、ls-compute 権限を持つユーザは、そのポリシーをサービス プロファイル
またはサービス プロファイル テンプレートに組み込むことができます。ただし、ls-compute 権限
しかないユーザは接続ポリシーを作成できません。

サービス プロファイルと接続ポリシー間の相互作用
次のいずれかの方法により、サービス プロファイルに LAN および SAN の接続を設定できます。
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• サービス プロファイルで参照される LAN および SAN 接続ポリシー
• サービス プロファイルで作成されるローカル vNIC および vHBA
• ローカル vNIC および SAN 接続ポリシー
• ローカル vHBA および LAN 接続ポリシー
Cisco UCS では、サービス プロファイルのローカル vNIC および vHBA 設定と接続ポリシー間の
相互排他性が維持されます。接続ポリシーとローカルに作成した vNIC または vHBA を組み合わ
せて使用することはできません。サービス プロファイルに LAN 接続ポリシーを含めると、既存
の vNIC 設定がすべて消去されます。SAN 接続ポリシーを含めた場合は、そのサービス プロファ
イル内の既存の vHBA 設定がすべて消去されます。

LAN 接続ポリシーの作成
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。

ステップ 4

[LAN Connectivity Policies] を右クリックし、[Create LAN Connectivity Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create LAN Connectivity Policy] ダイアログボックスで、名前と説明（任意）を入力します。

ステップ 6

次のいずれかを実行します。
• LAN 接続ポリシーに vNIC を追加するには、ステップ 7 に進みます。
• LAN 接続ポリシーに iSCSI vNIC を追加し、サーバで iSCSI ブートを使用するには、ステッ
プ 8 に進みます。

ステップ 7

vNICを追加するには、プラス記号の横にある [Add] をクリックし、[Create vNIC] ダイアログボッ
クスで、次のフィールドに入力します。
a) [Create vNIC] ダイアログボックスで名前を入力し、[MAC Address Assignment] を選択して、既
存の vNIC テンプレートを使用するために [Use vNIC Template] チェックボックスをオンにしま
す。
この領域では MAC プールを作成することもできます。
b) [Fabric ID] を選択し、使用する [VLANs] を選択し、[MTU] を入力してから [Pin Group] を選択
します。
この領域から VLAN および LAN ピン グループを作成することもできます。
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Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチを使用する場合は、トラフィックの中断を防ぐ
ためにネイティブ VLAN 1 設定を使用することをお勧めします。これは、vNIC でネ
イティブ VLAN 1 設定を変更するとポートがオン/オフされるためです。仮想プライ
ベート クラウド（VPC）のセカンダリ ポートのネイティブ VLAN 設定を変更してか
らのみ、VPC のプライマリ ポートを変更することができます。
c) [Operational Parameters] 領域で、[Stats Threshold Policy] を選択します。
d) [Adapter Performance Profile] 領域で、[Adapter Policy]、[QoS Policy]、および [Network Control
（注）

Policy] を選択します。
この領域では、イーサネット アダプタ ポリシー、QoS ポリシー、ネットワーク制御ポリシー
も作成できます。
e) [Connection Policy] 領域で、[Dynamic vNIC]、[usNIC] または [VMQ] ラジオ ボタンを選択して、
対応するポリシーを選択します。
この領域では、ダイナミック vNIC、usNIC、または VMQ の接続ポリシーも作成できます。
f) [OK] をクリックします。
ステップ 8

サーバで iSCSI ブートを使用する場合は、下矢印をクリックして [Add iSCSI vNICs] バーを展開し
以下を行います。
a) テーブル アイコン バーで [Add] をクリックします。
b) [Create iSCSI vNIC] ダイアログボックスで、[Name] を入力し、[Overlay vNIC]、[iSCSI Adapter
Policy]、および [VLAN] を選択します。
この領域では iSCSI アダプタ ポリシーを作成することもできます。
（注）

Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードおよび Cisco UCS VIC-1240 仮想イン
ターフェイス カードの場合、指定する VLAN はオーバーレイ vNIC のネイティブ
VLAN と同じである必要があります。
Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711の場合、指定した VLAN は、オーバーレイ
vNIC に割り当てられたどの VLAN でも設定できます。

c) [iSCSI MAC Address] 領域の [MAC Address Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれ
かを選択します。
• MAC アドレスの割り当てを解除したままにして、[Select (None used by default)] を選択し
ます。このサービス プロファイルに関連付けられるサーバが Cisco UCS M81KR 仮想イン
ターフェイス カード または Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス カードを含む場
合、このオプションを選択します。
重要

このサービス プロファイルに関連付けられたサーバに Cisco UCS NIC M51KR-Bが
含まれる場合、MAC アドレスを指定する必要があります。

• 特定の MAC アドレスを使用する場合は、[0:25:B5:XX:XX:XX] を選択し、アドレスを
[MAC Address] フィールドに入力します。このアドレスが使用可能であることを確認する
には、対応するリンクをクリックします。
• プール内の MAC アドレスを使用する場合は、リストからプール名を選択します。各プー
ル名の後には、数字のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はそのプール内の使用可
能な MAC アドレスの数であり、2 番めの数字はそのプール内の MAC アドレスの合計数
です。
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この Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されている場合、プール カテゴリが
2 つ存在することがあります。ドメイン プールは Cisco UCS ドメインでローカルに定義さ
れ、グローバル プールは Cisco UCS Central で定義されます。
d) （任意） すべてのサービス プロファイルで使用できる MAC プールを作成する場合は、[Create
MAC Pool] をクリックし、[Create MAC Pool] ウィザードでフィールドに値を入力します。
詳細については、MAC プールの作成を参照してください。
e) [OK] をクリックします。
ステップ 9

ポリシーに必要なすべての vNIC または iSCSI vNIC を作成したら、[OK] をクリックします。

次の作業
ポリシーをサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートに含めます。

LAN 接続ポリシー用の vNIC の作成
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

[LAN Connectivity Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

vNIC を追加するポリシーを選択します。

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

[vNIC] テーブルのアイコン バーで、[Add] をクリックします。

ステップ 7

既存の vNIC テンプレートを使用するには、[Create vNIC] ダイアログボックスで名前を入力し、
[MAC Address Assignment] を選択して [Use vNIC Template] チェックボックスをオンにします。
この領域では MAC プールを作成することもできます。

ステップ 8

[Fabric ID] を選択し、使用する [VLANs] を選択し、[MTU] を入力してから [Pin Group] を選択しま
す。
この領域から VLAN および LAN ピン グループを作成することもできます。

ステップ 9

[Operational Parameters] 領域で、[Stats Threshold Policy] を選択します。

ステップ 10

[Adapter Performance Profile] 領域で、[Adapter Policy]、[QoS Policy]、および [Network Control Policy]
を選択します。
この領域では、イーサネット アダプタ ポリシー、QoS ポリシー、ネットワーク制御ポリシーも作
成できます。

ステップ 11

[Connection Policy] 領域で、[Dynamic vNIC]、[usNIC] または [VMQ] ラジオ ボタンを選択して、対
応するポリシーを選択します。
この領域では、ダイナミック vNIC、usNIC、または VMQ の接続ポリシーも作成できます。
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ステップ 12

[OK] をクリックします。

ステップ 13

[Save Changes] をクリックします。

LAN 接続ポリシーからの vNIC の削除
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

[LAN Connectivity Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

vNIC を削除するポリシーを選択します。

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

[vNICs] テーブルで、次の手順を実行します。
a) 削除する vNIC をクリックします。
b) アイコン バーで [Delete] をクリックします。

ステップ 7

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。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

LAN 接続ポリシー用の iSCSI vNIC の作成
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

[LAN Connectivity Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

iSCSI vNIC を追加するポリシーを選択します。

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

[Add iSCSI vNICs] テーブルのアイコン バーの、[Add] をクリックします。

ステップ 7

[Create iSCSI vNIC] 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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名前

説明

[Name] フィールド

iSCSI vNIC の名前。
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）、_（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にこの名前を
変更することはできません。

[Overlay vNIC] ドロップダウン この iSCSI vNIC と関連付けられた LAN vNIC（存在する場合）。
リスト
[iSCSI Adapter Policy] ドロップ この iSCSI vNIC と関連付けられた iSCSI アダプタ ポリシー（存
ダウン リスト
在する場合）。
[Create iSCSI Adapter Policy] リ すべての iSCSI vNIC で使用可能な新しい iSCSI アダプタを作成
ンク
するには、このリンクをクリックします。
[VLAN] ドロップダウン リスト この iSCSI vNIC に関連付けられた仮想 LAN。デフォルトの
VLAN は、default です。
（注）

Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードおよ
び Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス カード
の場合、指定する VLAN はオーバーレイ vNIC のネイ
ティブ VLAN と同じである必要があります。
Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711の場合、指
定した VLAN は、オーバーレイ vNIC に割り当てられ
たどの VLAN でも設定できます。

ステップ 8

[iSCSI MAC Address] 領域の [MAC Address Assignment] ドロップダウン リストで、次のいずれかを
選択します。
• MAC アドレスの割り当てを解除したままにして、[Select (None used by default)] を選択しま
す。このサービス プロファイルに関連付けられるサーバが Cisco UCS M81KR 仮想インター
フェイス カード または Cisco UCS VIC-1240 仮想インターフェイス カードを含む場合、この
オプションを選択します。
重要

このサービス プロファイルに関連付けられたサーバに Cisco UCS NIC M51KR-Bが含
まれる場合、MAC アドレスを指定する必要があります。

• 特定の MAC アドレスを使用する場合は、[0:25:B5:XX:XX:XX] を選択し、アドレスを [MAC
Address] フィールドに入力します。このアドレスが使用可能であることを確認するには、対
応するリンクをクリックします。
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• プール内の MAC アドレスを使用する場合は、リストからプール名を選択します。各プール
名の後には、数字のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はそのプール内の使用可能な
MAC アドレスの数であり、2 番めの数字はそのプール内の MAC アドレスの合計数です。
この Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されている場合、プール カテゴリが 2 つ
存在することがあります。ドメイン プールは Cisco UCS ドメインでローカルに定義され、グ
ローバル プールは Cisco UCS Central で定義されます。
ステップ 9

（任意） すべてのサービス プロファイルで使用できる MAC プールを作成する場合は、[Create
MAC Pool] をクリックし、[Create MAC Pool] ウィザードでフィールドに値を入力します。
詳細については、MAC プールの作成を参照してください。

ステップ 10

[OK] をクリックします。

ステップ 11

[Save Changes] をクリックします。

LAN 接続ポリシーからの iSCSI vNIC の削除
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

[LAN Connectivity Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

iSCSI vNIC を削除するポリシーを選択します。

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

[Add iSCSI vNICs] テーブルで、次の手順を実行します。
a) 削除する iSCSI vNIC をクリックします。
b) アイコン バーで [Delete] をクリックします。

ステップ 7

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。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

LAN 接続ポリシーの削除
サービス プロファイルに含まれる LAN 接続ポリシーを削除する場合、すべての vNIC と iSCSI
vNIC をそのサービス プロファイルから削除し、そのサービス プロファイルに関連付けられてい
るサーバの LAN データ トラフィックを中断します。
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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

[LAN Connectivity 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

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。

ネットワーク制御ポリシーの設定
ネットワーク制御ポリシー
このポリシーは Cisco UCS ドメインのネットワーク制御を設定するもので、次の設定も含まれま
す。
• Cisco Discovery Protocol（CDP）がイネーブルか、ディセーブルか
• エンドホスト モードで使用できるアップリンク ポートが存在しない場合の、仮想インター
フェイス（VIF）の動作方法
• 関連付けられているボーダー ポートの障害時に、リモート イーサネット インターフェイス、
vEthernet インターフェイス、または vFibre チャネル インターフェイスで Cisco UCS Manager
が実行するアクション
• ファブリック インターコネクトへのパケット送信時に複数の異なる MAC アドレスをサーバ
が使用できるかどうか
• MAC 登録を VNIC ごとに実行するか、またはすべての VLAN に対して実行するか
Action on Uplink Fail
デフォルトでは、ネットワーク制御ポリシー内の Action on Uplink Fail プロパティは、リンクダウ
ンの値を使用して設定されます。Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードなどのアダプタ
の場合、このデフォルトの動作では、関連付けられたボーダ ポートに障害が発生した場合に、
Cisco UCS Manager に対して vEthernet または vFibre チャネル インターフェイスをダウンさせるよ
うに指示します。Cisco UCS CNA M72KR-Q や Cisco UCS CNA M72KR-E などの、イーサネットと
FCoE トラフィックの両方をサポートする VM-FEX 非対応の統合型ネットワーク アダプタを使用
する Cisco UCS システムの場合、このデフォルトの動作では、関連付けられたボーダ ポートに障
害が発生した場合に、Cisco UCS Manager に対してリモート イーサネット インターフェイスをダ
ウンさせるように指示します。このシナリオでは、リモートイーサネットインターフェイスにバ
インドされている vFibre チャネル インターフェイスもダウンします。
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（注）

このセクションに記載されている VM-FEX 非対応の統合型ネットワーク アダプタのタイプが
実装に含まれ、そのアダプタがイーサネットと FCoE の両方のトラフィックを処理することが
予想される場合は、警告の値を使用して Action on Uplink Fail プロパティを設定することをお
勧めします。ただし、この設定にすると、ボーダ ポートがダウンした場合に、イーサネット
チーミング ドライバでリンク障害を検出できなくなる場合があります。

MAC 登録モード
MAC アドレスは、ネイティブ VLAN でのみデフォルトでインストールされます。これにより、
ほとんどの実装で VLAN ポート数が最大になります。

（注）

トランキング ドライバがホスト上で実行され、インターフェイスがプロミスキャス モードに
なっている場合、Mac 登録モードをすべての VLAN に設定することをお勧めします。

ネットワーク制御ポリシーの作成
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。

ステップ 4

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

ステップ 5

[Create Network Control Policy] ダイアログボックスで、必須フィールドに値を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド、リリース 3.0
29

ネットワーク関連ポリシーの設定
ネットワーク制御ポリシーの削除

ネットワーク制御ポリシーの削除
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

[Network Control 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

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。

マルチキャスト ポリシーの設定
マルチキャスト ポリシー
このポリシーは、インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）のスヌーピングおよびIGMP
クエリアの設定に使用されます。IGMP スヌーピングは、特定のマルチキャスト伝送に含まれる
べき VLAN のホストを動的に決定します。1 つ以上の VLAN に関連付けることができるマルチ
キャストポリシーを作成、変更、削除できます。マルチキャストポリシーが変更されると、その
マルチキャスト ポリシーに関連付けられたすべての VLAN が再処理され変更が適用されます。デ
フォルトでは、IGMP スヌーピングが有効になり、IGMP クエリアが無効になります。

（注）

ファブリック インターコネクトおよび関連付けられた LAN イッチで同じ IGMP スヌーピング
状態を使用することを強くお勧めします。たとえば、ファブリックインターコネクトでIGMP
スヌーピングが無効にされている場合は、関連付けられているすべての LAN スイッチでも無
効にする必要があります。
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マルチキャスト ポリシーの作成
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

[root] ノードを展開します。

ステップ 4

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

ステップ 5

[Create Multicast Policy] ダイアログボックスで、名前と IGMP スヌーピング情報を指定します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

マルチキャスト ポリシーの変更
この手順では、既存のマルチキャスト ポリシーの IGMP スヌーピング状態および IGMP スヌーピ
ング クエリア状態を変更する方法について説明します。

（注）

作成後にマルチキャスト ポリシーの名前を変更することはできません。

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

[root] ノードを展開します。

ステップ 4

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、必要に応じてフィールドを編集します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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マルチキャスト ポリシーの削除
（注）

VLAN にデフォルト以外の（ユーザ定義）マルチキャスト ポリシーを割り当て、そのマルチ
キャスト ポリシーを削除すると、関連付けられた VLAN は削除済みポリシーが再作成される
まで、デフォルトのマルチキャスト ポリシーからマルチキャスト ポリシー設定を継承します。

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

[root] ノードを展開します。

ステップ 4

[Multicast Policies] ノードを右クリックし、[Delete Multicast Policy] を選択します。

ステップ 5

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。

UDLD リンク ポリシーの設定
UDLD の概要
UniDirectional Link Detection（UDLD）は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブル
を通して接続されたデバイスからケーブルの物理設定をモニタリングしたり、単一方向リンクの
存在を検出できるようにするためのレイヤ 2 プロトコルです。このプロトコルが単一方向リンク
を正常に識別してディセーブルにするには、接続されたすべてのデバイスで UDLD プロトコルが
サポートされている必要があります。UDLD は、単一方向リンクを検出するとそのリンクを単方
向としてマークします。単一方向リンクは、スパニングツリートポロジループをはじめ、さまざ
まな問題を引き起こす可能性があります。
UDLD は、レイヤ 1 メカニズムと連動してリンクの物理ステータスを判断します。レイヤ 1 では、
物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによって処理されます。UDLD は、
ネイバーの ID の検知、誤って接続されたインターフェイスのシャットダウンなど、自動ネゴシ
エーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションと UDLD の両方をイネー
ブルにすると、レイヤ 1 と 2 の検出機能が連動し、物理的および論理的な単一方向接続、および
他のプロトコルの誤動作を防止します。
ローカル デバイスが送信したトラフィックをネイバーが受信するにもかかわらず、ネイバーから
送信されたトラフィックをローカル デバイスが受信しない場合に、単一方向リンクが発生しま
す。
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動作モード
UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。通常（デフォルト）とアグレッシブです。
通常モードの UDLD は、光ファイバ接続におけるインターフェイスの誤接続に起因する単一方向
リンクを検出します。アグレッシブ モードの UDLD は、光ファイバ リンクやツイストペア リン
ク上の片方向トラフィックに起因する単一方向リンク、および光ファイバ リンク上のインター
フェイスの誤接続に起因する単一方向リンクも検出できます。
通常モードの UDLD は、光ファイバ インターフェイスの光ファイバが誤接続されている場合に単
一方向リンクを検出しますが、レイヤ 1 メカニズムは、この誤接続を検出しません。インターフェ
イスが正しく接続されていてもトラフィックが片方向である場合は、単一方向リンクを検出する
はずのレイヤ 1 メカニズムがこの状況を検出できないため、UDLD は単一方向リンクを検出でき
ません。その場合、論理リンクは不明となり、UDLD はインターフェイスをディセーブルにしま
せん。UDLD が通常モードのときに、ペアの一方の光ファイバが切断されており、自動ネゴシエー
ションがアクティブであると、レイヤ 1 メカニズムはリンクの物理的な問題を検出しないため、
リンクは稼働状態でなくなります。この場合は、UDLD は何のアクションも行わず、論理リンク
は不確定と見なされます。
デフォルトでは、UDLD アグレッシブ モードはディセーブルになっています。UDLD アグレッシ
ブモードは、そのモードをサポートするネットワークデバイス間のポイントツーポイントのリン
ク上に限って設定してください。UDLD アグレッシブ モードが有効になっている場合、UDLD ネ
イバー関係が確立されている双方向リンク上のポートが UDLD パケットを受信しなくなると、
UDLD はネイバーとの接続の再確立を試み、影響を受けたポートを管理シャットダウンします。
アグレッシブ モードの UDLD は、2 つのデバイス間の障害発生が許されないポイントツーポイン
ト リンクの単一方向リンクも検出できます。また、次のいずれかの問題が発生している場合に、
単一方向リンクも検出できます。
• 光ファイバまたはツイストペア リンクのインターフェイスの片方で、トラフィックの送受信
ができない場合。
• 光ファイバまたはツイストペア リンクのインターフェイスの片方がダウン状態で、もう片方
がアップ状態の場合。
• ケーブルのうち 1 本の光ファイバが切断されている。
単一方向の検出方法
UDLD は 2 つのメカニズムを使用して動作します。
• ネイバー データベース メンテナンス
UDLD は、すべてのアクティブ インターフェイスで Hello パケット（別名アドバタイズメン
トまたはプローブ）を定期的に送信して、他の UDLD 対応ネイバーについて学習し、各デバ
イスがネイバーに関しての最新情報を維持できるようにします。スイッチが hello メッセー
ジを受信すると、エージング タイム（ホールド タイムまたは存続可能時間）が経過するま
で、情報をキャッシュします。古いキャッシュ エントリの期限が切れる前に、スイッチが新
しい hello メッセージを受信すると、古いエントリが新しいエントリで置き換えられます。
インターフェイスがディセーブルになり UDLD が実行中の場合、インターフェイスで UDLD
がディセーブルになった場合、またはスイッチがリセットされた場合、UDLD は、設定変更
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によって影響を受けるインターフェイスの既存のキャッシュ エントリをすべてクリアしま
す。UDLD は、ステータス変更の影響を受けるキャッシュの一部をフラッシュするようにネ
イバーに通知するメッセージを 1 つまたは複数送信します。このメッセージは、キャッシュ
を継続的に同期するためのものです。
• イベントドリブン検出およびエコー
UDLD は検出メカニズムとしてエコーを利用します。UDLD デバイスが新しいネイバーを学
習するか、または同期していないネイバーから再同期要求を受信すると、接続の UDLD デバ
イス側の検出ウィンドウを再起動して、エコー メッセージを返送します。この動作はすべて
の UDLD ネイバーに対して同様に行われるため、エコー送信側では返信エコーを受信するよ
うに待機します。
検出ウィンドウが終了し、有効な応答メッセージが受信されなかった場合、リンクは、UDLD
モードに応じてシャットダウンされることがあります。UDLD が通常モードにある場合、リ
ンクは不確定と見なされ、シャットダウンされない場合があります。UDLD がアグレッシブ
モードのときは、リンクは単一方向であると見なされ、インターフェイスはシャットダウン
されます。
通常モードにある UDLD が、アドバタイズまたは検出段階にあり、すべてのネイバーのキャッ
シュ エントリが期限切れになると、UDLD はリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性
のあるネイバーとの再同期を行います。
アグレッシブ モードをイネーブルにしていて、ポートのすべてのネイバーがアドバタイズまたは
検出段階で期限切れになると、UDLD はリンク起動シーケンスを再起動し、未同期の可能性のあ
るネイバーとの再同期を行います。高速な一連のメッセージの送受信後に、リンク ステートが不
確定のままの場合、UDLD はポートをシャットダウンします。

UDLD 設定時の注意事項
次のガイドラインと推奨事項は、UDLD を設定する場合に該当します。
• UDLD 対応インターフェイスを別のスイッチの UDLD 非対応ポートに接続すると、その UDLD
対応インターフェイスも単方向リンクを検出できなくなります。
• モード（通常またはアグレッシブ）を設定する場合、リンクの両側に同じモードを設定しま
す。
• UDLD は、UDLD 対応デバイスに接続されているインターフェイスでのみ有効にする必要が
あります。次のインターフェイス タイプがサポートされます。
◦ イーサネット アップリンク
◦ FCoE アップリンク
◦ イーサネット アップリンク ポート チャネル メンバ
◦ FCoE アップリンク ポート チャネル メンバ
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リンク プロファイルの作成
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] タブで、[LAN] > [Policies] > [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Link Profile] ノードを右クリックし、[Create Link Profile] を選択します。

ステップ 4

[Create Link Profile] ダイアログ ボックスで、名前と UDLD リンク ポリシーを指定します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

UDLD リンク ポリシーの作成
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] タブで、[LAN] > [Policies] > [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

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

ステップ 4

[Create UDLD Link Policy] ダイアログボックスで、名前、管理ステータスおよびモードを指定しま
す。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
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UDLD システム設定の変更
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] タブで、[LAN] > [Policies] > [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[LAN] タブで、[LAN] > [Policies] > [root] を展開します。

ステップ 4

[Link Protocol Policy] ノードを展開し、[UDLD System Settings] 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

[Properties] 領域で、必要に応じてフィールドを変更します。

ステップ 7

[Save Changes] をクリックします。

リンク プロファイルのポート チャネル イーサネット インターフェイ
スへの割り当て
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] > [LAN Cloud] > [Fabric] > [Port Channels] を展開します。

ステップ 3

ポート チャネルのノードを展開し、リンク プロファイルを割り当てる [Eth Interface] をクリック
します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、割り当てるリンク プロファイルを選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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リンク プロファイルのアップリンク イーサネット インターフェイス
への割り当て
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] タブで、[LAN] > [LAN Cloud] > [Fabric] > [Uplink Eth Interface] を展開します

ステップ 3

リンク プロファイルを割り当てる [Eth Interface] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、割り当てるリンク プロファイルを選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

リンク プロファイルのポート チャネル FCoE インターフェイスへの割
り当て
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブの [SAN] > [SAN Cloud] > [Fabric] > [FCoE Port Channels] を展開します

ステップ 3

FCoE ポート チャネルのノードを展開し、リンク プロファイルを割り当てる FCoE インターフェ
イスをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、割り当てるリンク プロファイルを選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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リンク プロファイルのアップリンク FCoE インターフェイスへの割り
当て
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] > [SAN Cloud] > [Fabric] > [Uplink FC Interfaces] を展開します

ステップ 3

リンク プロファイルを割り当てる FC0E インターフェイスをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、割り当てるリンク プロファイルを選択します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

VMQ 接続ポリシーの設定
VMQ 接続ポリシー
Cisco UCS Manager では、vNIC に対し VMQ 接続ポリシーを設定することができます。VMQ によ
り、管理オペレーティング システム全体のネットワーク パフォーマンスが向上します。VMQ vNIC
接続ポリシーを設定するには、次の作業を実行します。
• VMQ 接続ポリシーの作成
• サービス プロファイルでのスタティック vNIC の作成
• vNIC への VMQ 接続ポリシーの適用
サーバのサービス プロファイルで VMQ vNIC を設定する場合は、サーバ内の少なくとも 1 つのア
ダプタが VMQ をサポートしている必要があります。以下のアダプタのうち少なくとも 1 つがサー
バにインストールされていることを確認してください。
• UCS-VIC-M82-8P
• UCSB-MLOM-40G-01
• UCSC-PCIE-CSC-02
以下は VMQ でサポートされるオペレーティング システムです。
• Windows 2012
• Windows 2012 R2
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サービス プロファイルで 1 度に適用できる vNIC 接続ポリシーは 1 つだけです。vNIC に対して 3
つのオプション（ダイナミック、usNIC、VMQ 接続ポリシー）のいずれか 1 つを選択してくださ
い。サービス プロファイルで VMQ vNIC が設定されている場合は、次のように設定されているこ
とを確認してください。
• BIOS ポリシーで [SRIOV] を選択する。
• アダプタ ポリシーで [Windows] を選択する。

VMQ 接続ポリシーの作成
VMQ 接続ポリシーを作成する前に、次のことを考慮してください。
• Windows Server での VMQ の有効化：アダプタが仮想スイッチに配置されている場合、
Get-NetAdapterVmq コマンドレットを実行すると、VMQに対して [True] が表示されます。
NIC チーミングの詳細については、『Performance Tuning for Hyper-V Servers』を参照してく
ださい。
• 仮想マシンのレベル：デフォルトでは、VMQ は新しく展開されるすべての VM で有効です。
VMQ は、既存の VM で有効または無効にできます。
• Microsoft SCVMM：VMQ はポート プロファイルで有効にする必要があります。そうでない
場合は、SCVMM で仮想スイッチを正常に作成できません。

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。

ステップ 4

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

ステップ 5

[Create VMQ 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

VMQ 接続ポリシー名。

[Description] フィールド

VMQ 接続ポリシーの説明。

[Number of VMQs] フィールド

アダプタあたりの VMQ 数は VM NIC の最大数
+ 1 である必要があります。
（注）
VM にある Synthetic NIC の合計数が、
VM の数以上であることを確認しま
す。
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ステップ 6

名前

説明

[Number of Interrupts] フィールド

サーバで使用可能な CPU スレッドまたは論理
プロセッサの数。
（注）
この値は、使用可能な CPU の最大数
よりも大きい値には設定できません。

[OK] をクリックします。

vNIC への仮想化プリファレンスの割り当て
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [target service profile] > [root] > [vNICs] を展開します。

ステップ 3

vNIC 名をクリックして [Work] ペインにプロパティを表示します。

ステップ 4

[Connection Policies] セクションで、[VMQ] のオプション ボタンを選択し、ドロップ ダウンから
[VMQ Connection Policy] を選択します。
[Properties] 領域で、この vNIC の [Virtualization Preference] が [VMQ] に変わります。

同じ vNIC の VMQ および NVGRE オフロードのイネーブル化
同じ vNIC の VMQ および NVGRE オフロードをイネーブルにするには、次の表に示す作業を実行
します。

（注）

現時点では、VMQ を VXLAN とともに同じ vNIC で使用することはできません。
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タスク

説明

参照先

通常の NVGRE オフロードのイ 対象となる vNIC に関連付けら NVGRE によるステートレス オ
ネーブル化
れるアダプタプロファイルに、 フロードを有効化するための
対応するフラグを設定します。 イーサネット アダプタ ポリ
（注）
NVGRE オフロードを シーの設定, （41 ページ）
有効にするには、送 vNIC への NVGRE アダプタ ポ
信チェックサム オフ リシーの適用, （42 ページ）
ロードと TSO をイ
ネーブルにする必要
があります。
VMQ のイネーブル化

サービス プロファイルに vNIC VMQ 接続ポリシーの作成, （
を追加するときに、適切な接続 39 ページ）
ポリシーを設定します。
vNIC への仮想化プリファレン
スの割り当て, （40 ページ）

NVGREによるステートレスオフロードを有効化するためのイーサネッ
ト アダプタ ポリシーの設定
Cisco UCS Manager では、Windows Server 2012 R2 オペレーティング システムが実行されている
サーバに設置された Cisco UCS VIC 1340 および Cisco UCS VIC 1380 アダプタでのみ NVGRE によ
るステートレス オフロードをサポートしています。NVGRE によるステートレス オフロードは
NetFlow、usNIC または VM-FEX では使用できません。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブの [Servers] > [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。

ステップ 4

[Adapter Policies] を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy] を選択します。
a) [Resources] 領域で、次のオプションを設定します。
• 送信キュー = 1
• 受信キュー = n（最大 8）
• 完了キュー = 送信キューの数 + 受信キューの数
• 割り込み = 完了キューの数 + 2
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b) [Options] 領域で、次のオプションを設定します。
• Generic Routing Encapsulation（GRE）を使用したネットワーク仮想化 = 有効
• 割り込みモード = Msi-X
イーサネット アダプタ ポリシーの作成の詳細については、イーサネット アダプタ ポリシーの作
成, （14 ページ）を参照してください。
ステップ 5

[OK] をクリックしてイーサネット アダプタ ポリシーを作成します。

ステップ 6

eNIC ドライバ バージョン 3.0.0.8 以降をインストールします。
詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/vic_drivers/install/
Windows/b_Cisco_VIC_Drivers_for_Windows_Installation_Guide.htmlを参照してください。

ステップ 7

サーバをリブートします。

vNIC への NVGRE アダプタ ポリシーの適用
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Target Service Profile] > [root] > [vNICS] を展開します

ステップ 3

vNIC 名をクリックして作業ウィンドウにプロパティを表示します。

ステップ 4

[Policies] セクションで、[Adapter Policy] ドロップダウン リストから NVGRE ポリシーを選択しま
す。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックして vNIC にポリシーを適用します。

VMQ 接続ポリシーの作成
VMQ 接続ポリシーを作成する前に、次のことを考慮してください。
• Windows Server での VMQ の有効化：アダプタが仮想スイッチに配置されている場合、
Get-NetAdapterVmq コマンドレットを実行すると、VMQに対して [True] が表示されます。
NIC チーミングの詳細については、『Performance Tuning for Hyper-V Servers』を参照してく
ださい。
• 仮想マシンのレベル：デフォルトでは、VMQ は新しく展開されるすべての VM で有効です。
VMQ は、既存の VM で有効または無効にできます。
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• Microsoft SCVMM：VMQ はポート プロファイルで有効にする必要があります。そうでない
場合は、SCVMM で仮想スイッチを正常に作成できません。

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。

ステップ 4

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

ステップ 5

[Create VMQ 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。

ステップ 6

名前

説明

[Name] フィールド

VMQ 接続ポリシー名。

[Description] フィールド

VMQ 接続ポリシーの説明。

[Number of VMQs] フィールド

アダプタあたりの VMQ 数は VM NIC の最大数
+ 1 である必要があります。
（注）
VM にある Synthetic NIC の合計数が、
VM の数以上であることを確認しま
す。

[Number of Interrupts] フィールド

サーバで使用可能な CPU スレッドまたは論理
プロセッサの数。
（注）
この値は、使用可能な CPU の最大数
よりも大きい値には設定できません。

[OK] をクリックします。
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vNIC への仮想化プリファレンスの割り当て
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [target service profile] > [root] > [vNICs] を展開します。

ステップ 3

vNIC 名をクリックして [Work] ペインにプロパティを表示します。

ステップ 4

[Connection Policies] セクションで、[VMQ] のオプション ボタンを選択し、ドロップ ダウンから
[VMQ Connection Policy] を選択します。
[Properties] 領域で、この vNIC の [Virtualization Preference] が [VMQ] に変わります。
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