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対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキストのタイプ

説明

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールド ラベルなどの GUI 要素は、イタリッ
ク体（italic）で示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
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テキストのタイプ

説明

TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。
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注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料
UCS マニュアル ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの完全なリストについては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手可能な『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
その他のマニュアル リソース
B シリーズと C シリーズのすべてのドキュメントが格納された ISO ファイルは、次の URL から入
手できます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821。この
ページで、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、ドキュメントのメジャー リリースの後に更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。
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バーチャライゼーションの概要
仮想化により、同一の物理マシン上で隣り合いながら分離して実行する複数の仮想マシン（VM）
を作成できます。
各仮想マシンは、仮想ハードウェア（メモリ、CPU、NIC）の独自のセットを持ち、その上でオペ
レーティング システムと十分に設定されたアプリケーションがロードされます。オペレーティン
グシステムは、実際の物理ハードウェアコンポーネントに関係なく、一貫性があり正常なハード
ウェア一式を認識します。
仮想マシンでは、物理サーバ間でのプロビジョニングや移動を迅速に行うために、ハードウェア
とソフトウェアの両方が単一のファイルにカプセル化されます。仮想マシンは 1 つの物理サーバ
から別のサーバへ数秒で移動することができ、メンテナンスのためのダウンタイムを必要とせず、
途切れることのない作業負荷を集約します。
仮想ハードウェアは、多数のサーバ（それぞれのサーバは独立した仮想マシン内で実行する）を
単一の物理サーバ上で実行できるようにします。バーチャライゼーションの利点は、コンピュー
ティング リソースをより適切に使用でき、サーバ密度を高め、サーバの移行をスムーズに行える
ことです。
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Cisco Virtual Machine ファブリック エクステンダの概要
仮想サーバの実装は、1 つの物理サーバのゲストとして実行される 1 つまたは複数の VM で構成
されます。ゲスト VM は、ハイパーバイザまたは仮想マシン マネージャ（VMM）と呼ばれるソ
フトウェア レイヤによってホストされ管理されます。通常、ハイパーバイザは各 VM で仮想ネッ
トワーク インターフェイスを示し、VM から他のローカル VM または外部ネットワークに繋がる
別のインターフェイスへのトラフィックのレイヤ 2 スイッチングを実行します。
Cisco 仮想インターフェイス カード（VIC）アダプタと連携して、Cisco Virtual Machine ファブリッ
ク エクステンダ（VM-FEX）はファブリック インターコネクトの外部ハードウェア ベース スイッ
チング用のハイパーバイザによって、VM トラフィックのソフトウェア ベースのスイッチングを
バイパスします。この方法により、サーバの CPU 負荷を軽減し、高速スイッチングを行い、ロー
カルおよびリモート トラフィックに豊富なネットワーク管理機能セットを適用することができま
す。
VM-FEX は IEEE 802.1Qbh ポート エクステンダ アーキテクチャを VM に拡張するために、各 VM
インターフェイスに仮想 Peripheral Component Interconnect Express（PCIe）デバイスとスイッチ上
の仮想ポートを提供します。このソリューションにより、VM インターフェイス上で、正確なレー
ト制限と QoS（Quality of Service）保証が可能になります。

仮想インターフェイスカードアダプタでのバーチャライ
ゼーション
Cisco VIC アダプタは、ベア メタルの導入と VM ベースの導入の両方に対応するように設計され
た、統合型ネットワーク アダプタ（CNA）です。VIC アダプタは、最大 128 個の仮想ネットワー
ク インターフェイス カード（vNIC）を含む、静的または動的な仮想化インターフェイスをサポー
トします。
VIC アダプタに使用される vNICs には、静的と動的の 2 つのタイプがあります。静的な vNIC は、
OS またはハイパーバイザから認識されるデバイスです。動的な vNIC は、VM をファブリック イ
ンターコネクトの vEth ポートに接続するための VM-FEX に使用されます。
VIC アダプタは、VM-FEXをサポートし、仮想マシン インターフェイスとの間の、トラフィック
のハードウェアベースのスイッチング機能を提供します。

単一のルート I/O 仮想化
単一のルート I/O 仮想化（SR-IOV）により、さまざまなゲスト オペレーティング システムを実行
している複数の VM が、ホスト サーバ内の単一の PCIe ネットワーク アダプタを共有できるよう
になります。SR-IOV では、VM がネットワーク アダプタとの間で直接データを移動でき、ハイ
パーバイザをバイパスすることで、ネットワークのスループットが増加しサーバの CPU 負荷が低
下します。最近の x86 サーバ プロセッサには、SR-IOV に必要なダイレクト メモリの転送やその

Cisco UCS Manager VM-FEX for KVM CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 3.1
2

はじめに
KVM 用 VM-FEX

他の操作を容易にする Intel VT x テクノロジーなど、チップセットの拡張機能が搭載されていま
す。
SR-IOV 仕様では、次の 2 つのデバイス タイプが定義されています。
• 物理的な機能（PF）：基本的にスタティック vNIC である PF は、SR-IOV 機能を含む完全な
PCIe デバイスです。PF は、通常の PCIe デバイスとして検出、管理、設定されます。単一 PF
は、一連の仮想関数（VF）の管理および設定を提供できます。
• 仮想機能（VF）：ダイナミック vNIC と同様に、VF はデータ移動に必要な最低限のリソー
スを提供する、完全または軽量の仮想 PCIe デバイスです。VF は直接的には管理されず、PF
を介して配信および管理されます。1 つ以上の VF を 1 つの VM に割り当てることができま
す。
SR-IOV は、PCI 標準の開発および管理が公認されている業界組織である Peripheral Component
Interconnect Special Interest Group（PCI-SIG）によって定義および管理されています。SR-IOV の詳
細については、次の URL を参照してください。
http://www.intel.com/content/www/us/en/pci-express/pci-sig-sr-iov-primer-sr-iov-technology-paper.html
SR-IOV をサポートするハイパーバイザには、KVM Linux と Microsoft Hyper-V が含まれています。
次のシスコ仮想インターフェイス カードは VM-FEX を使用する SR-IOV をサポートしています。
• Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1280
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1240
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1225
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1225T
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1227
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1227T
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1340
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1380
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1385

KVM 用 VM-FEX
KVM 用 VM-FEX の概要
カーネル ベースの仮想マシン（KVM）は、x86 ハードウェア プラットフォームの Linux 向け仮想
化パッケージです。KVM は x86 ハードウェア仮想化拡張機能（たとえば Intel VT-x）を使用して、
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VM をホストするハイパーバイザを、ユーザ空間プロセスとして実装します。Cisco UCS サーバ
は、KVM ベースの Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）を、サーバ仮想化システムのハイパー
バイザとしてサポートしています。
KVM 用の VM-FEX を使用すると、RHEV ハイパーバイザは VM トラフィックのスイッチングを
行いません。インストールされている VIC アダプタを使用して、ハイパーバイザはインターフェ
イス バーチャライザとして機能し、次の機能を実行します。
• VM から VIC へのトラフィックについては、vNIC によって生成される各パケットに VIC が
明示的にタグ付けできるように、インターフェイス バーチャライザが発信元の vNIC を識別
します。
• VIC から受信したトラフィックの場合、インターフェイス バーチャライザは指定された vNIC
にパケットを送信します。
すべてのスイッチングは外部ファブリック インターコネクトによって実行されます。外部ファブ
リック インターコネクトは、物理ポート間のみでスイッチングを行うのではなく、VM 上の vNIC
に対応する仮想インターフェイス（VIF）間でもスイッチングを行います。
KVM の詳細については、次の URL を参照してください。http://www.linux-kvm.org。

Cisco UCS Manager のコンポーネント
クラスタ
Cisco UCS クラスタは、複数のホストにわたって配布できるハイパーバイザをグループ化したも
のです。KVM システムでは、クラスタは VMware ESX システムの分散仮想スイッチ（DVS）に
ほぼ対応します。
現在の Cisco UCS KVM 実装では、クラスタはポート プロファイルの範囲を定義し、移行ドメイ
ンの境界です。複数の KVM ホストがクラスタに関連付けられている場合は、KVM ホストからク
ラスタ内の残りの部分に VM を移行できます。

（注）

VM-FEX for KVM の現在の Cisco UCS の実装では、1 つのクラスタ、つまりデフォルト クラス
タのみが使用されます。追加のクラスタを作成できますが、KVM ホスト上の VM に対してデ
フォルト クラスタのみを指定できます。

ポート プロファイル
ポート プロファイルには、Cisco UCS 仮想インターフェイスを設定するために使用する設定とプ
ロパティが含まれています。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。
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重要

クラスタによってポート 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
後に、Cisco UCS Manager でポート プロファイルのネットワーキング プロパティが変更される
と、変更がすぐにそれらのクラスタに適用され、ホストのリブートは必要ありません。

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クラスタです。

（注）

KVM 用 VM-FEX の現在の Cisco UCS の実装では、デフォルト クラスタが使用できる唯一の
ポート プロファイル クライアントです。

KVM のコンポーネント
ハイパーバイザ
ハイパーバイザは、VM とネットワーク間の接続により、さまざまなゲスト オペレーティング シ
ステムを実行する複数の VM をサポートします。KVM のハイパーバイザは、Red Hat Enterprise
Linux（RHEL）がインストールされたホスト サーバです。VM-FEX の最も早いサポート対象リ
リースは RHEL 6.1 ですが、一部の機能（SR-IOV など）にはそれより後のバージョンが必要です。
ハイパーバイザには、Cisco VIC アダプタがインストールされている必要があります。
Red Hat Enterprise Linux を使用した仮想化の詳細については、次の URL にある 『Red Hat Enterprise
Virtualization for Servers Installation Guide』 を参照してください。http://www.redhat.com。
libvirt
Libvirt は、KVM、Xen、VMware ESX などのさまざまな仮想化テクノロジーを管理できるオープ
ン ソース ツールキットです。libvirtd という名前のサービスとしてハイパーバイザで稼働する
Libvirt は、コマンドライン インターフェイス（virsh）を提供し、グラフィカル ユーザ インター
フェイスのパッケージ（virt-manager）のツールキットを提供します。
libvirt によって作成および管理される各仮想マシンは、ドメイン XML ファイルの形で表現されま
す。
libvirt 仮想化 API の詳細については、次の URL を参照してください。http://www.libvirt.org。
virsh CLI の詳細については、次の URL を参照してください。
• http://linux.die.net/man/1/virsh
• http://www.libvirt.org/virshcmdref.html
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MacVTap
MacVTap は、VM の NIC をホスト サーバ上の物理 NIC に直接接続できるようにするための Linux
ドライバです。
MacVTap ドライバの詳細については、次の URL を参照してください。http://virt.kernelnewbies.org/
MacVTap。
VirtIO
VirtIO のパラ仮想化されたネットワーク ドライバ（virtio-net）は、VM のゲスト オペレーティン
グ システムで動作し、VM に仮想化認識でエミュレートされたネットワーク インターフェイスを
提供します。
VirtIO ドライバの詳細については、次の URL を参照してください。http://wiki.libvirt.org/page/Virtio。

ドライバ トポロジ
ドライバのトポロジ（モード）を使用して、VM の vNIC とホストの VIC アダプタ間の VM-FEX
接続を設定できます。これらの各トポロジで、VM トラフィックは VIC アダプタとの間でのみ送
受信されます。同じホスト上のある VM から別の VM へのトラフィックは、まず外部ファブリッ
ク インターコネクトによるスイッチングのためにホストから出て行く必要があります。

（注）

すべてのトポロジで、クイック エミュレータ（QEMU）PCI 層の設定により、ホストが VM に
割り当てることができる PCI デバイス数が制限される場合があります。

MacVTap Direct（プライベート）
MacVTap Linux ドライバは、ハイパーバイザ（VMM）にインストールされ、各 VM の VirtIO イ
ンターフェイスを VIC アダプタの物理 PCIe ポートに接続します。MacVTap ドライバのモードは
「プライベート」であり、これは外部スイッチングを使用してすべての VM トラフィックをホス
ト アダプタとの間で直接送受信することを指定します。サポートされる VM の数は、VIC アダプ
タ ポートの数に制限されます。ライブ移行がサポートされています。

（注）

Cisco UCS Release 2.1 以降では、MacVTap の直接（プライベート）トポロジはサポートされな
くなりました。

MacVTap パススルー（エミュレーション モード）を使用する SR-IOV
MacVTap の Linux ドライバは、ハイパーバイザにインストールされ、各 VM の VirtIO インター
フェイスを SR IOV 対応 VIC アダプタの VF に接続します。MacVTap ドライバ モードは「パスス
ルー」であり、すべての VM トラフィックは VF との間で送受信されます。VF にポート プロファ
イルを適用する場合、libvirt は VF と関連する PF を決定し、PF を通過する VF を設定します。こ
のトポロジは、MacVTap パススルー（エミュレーション モード）とも呼ばれています。MacVTap
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パススルーを使用する SR-IOV の例を図 1 に示します。図 1 は、ハードウェアおよびソフトウェ
ア コンポーネントの単純化されたバージョンです。
図 1：図 1

VM の最大サポート数は、VIC アダプタにおける VF の数によって決まります。PF に割り当てる
ことができる VF の数は、ホストの Netlink プロトコルの実装によってさらに制限される可能性が
あります（通常は PF あたり 22 ～ 32 VF、OS バージョンごとに異なる）。ライブ移行がサポート
されています。
SR-IOV VF パススルー（Hostdev モード）
MacVTap ドライバと VirtIO ドライバは使用されません。代わりに、VIC アダプタのイーサネット
ドライバ（enic）が VM カーネルにインストールされ、VF に直接接続します。libvirt を使用して、
関連する PF を介して VF を設定できます。libvirt のマニュアルで、このトポロジは hostdev モード
と呼ばれます。このトポロジは、PCI パススルーとも呼ばれています。サポートされる VM の数
は、VIC アダプタで提供されている VF の数で決まります。ライブ移行はサポートされません。
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VF パススルーを使用する SR-IOV の例を図 2 に示します。図 2 は、ハードウェアおよびソフト
ウェア コンポーネントの単純化されたバージョンです。
図 2：図 2
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VM-FEX for KVM の設定
• KVM のガイドラインと前提条件, 9 ページ
• MacVTap トポロジを使用する VM-FEX for SR-IOV の設定, 10 ページ
• SR-IOV パススルー トポロジ用の VM-FEX の設定, 11 ページ
• VM インターフェイスの設定, 12 ページ
• カーネル での Intel VT-d のアクティブ化, 16 ページ

KVM のガイドラインと前提条件
カーネルベースの仮想マシン（KVM）を設定する場合は、次のガイドラインおよび前提条件を考
慮してください。
• ホストは、Cisco UCS Manager リリース 2.1 以降で管理する必要があります。
• Red Hat Enterprise Linux（RHEL）ホストで、ethtool-Kinterfacegro off コマンドを使用して汎
用受信オフロード（GRO）を無効にします。この問題は、Microsoft Windows VIRTIO が GRO
をサポートしないことにより発生するもので、Linux VM と比べてイーサネット パフォーマ
ンスが大幅に低下します。
• ホストのオペレーティング システムは、KVM をサポートする RHEL である必要があります。
◦ MacVTap トポロジを使用した単一のルート I/O 仮想化（SR-IOV）には RHEL 6.2 以降が
必要です。
◦ SR-IOV パススルー トポロジには RHEL 6.3 以降が必要です。
KVM を使用する RHEL のインストールに関する詳細については、『Red Hat Enterprise
Virtualization for Servers Installation Guide』を参照してください。
• ホストには、VM の作成と管理のために、virsh または virt-manager がインストールされた
libvirt を設定する必要があります。
• 1 つまたは複数の Cisco VIC アダプタは、このホストにインストールする必要があります。
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Cisco VIC アダプタのインストールの詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware
Installation Guide』を参照してください。
SR-IOV トポロジを設定する場合は、次のガイドラインおよび前提条件を考慮してください。
• 仮想化用の Intel VT-x および VT-d プロセッサ拡張は、ホスト BIOS で有効にする必要があり
ます。
Cisco UCS サーバ BIOS 設定の構成に関する詳細については、『Cisco UCS Manager CLI
Configuration Guide』を参照してください。
• SR-IOV トポロジでは、サービス プロファイルのダイナミック接続ポリシーを設定します。
VF の数、ファブリック設定、アダプタ ポリシーを指定するには、スタティック vNIC にサー
ビス プロファイルを適用します。スタティック vNIC の下で 1 つ以上の VF を設定する場合、
スタティック vNIC は PF になります。VF はダイナミック vNIC としてプロビジョニングさ
れます。
• すべての VF ベースのダイナミック vNIC は、親スタティック vNIC（PF）と同じ物理アダプ
タにプロビジョニングする必要があります。
• SR-IOV 対応リリースに Cisco UCS Manager をアップグレードする場合、既存のスタティック
およびダイナミック vNIC は SR-IOV で自動的に有効になりません。SR-IOV に変換するに
は、サービス プロファイルのダイナミック接続ポリシーを無効にして、スタティック vNIC
でダイナミック接続ポリシーへの参照を指定する必要があります。

MacVTap トポロジを使用する VM-FEX for SR-IOV の設定
はじめる前に
KVM のガイドラインと前提条件, （9 ページ）の説明のとおりにホスト サーバを準備します。

手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager で、KVM 用 VM-FEX のサービス プロファイルを設定します。
ダイナミック vNIC 接続ポリシーを作成または変更します。
詳細については、VM-FEX を使用したサービス プロファイルの設定, （17 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 2

Cisco UCS Manager で、ポート プロファイルを定義し、ポート プロファイル クライアントに関連
付けます。
ポート プロファイルを作成し、仮想インターフェイスを設定するために使用するプロパティと設
定を定義します。KVM では、デフォルト クラスタをポート プロファイル クライアントとして選
択する必要があります。
詳細については、ポート プロファイルの設定, （23 ページ）を参照してください。
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ステップ 3

各 KVM サーバで、virsh または virt-manager を使用して 1 つ以上の仮想マシン（VM）を作成しま
す。
これらの libvirt ベースのユーティリティを使用して VM をインストールする方法については、
KVM のコンポーネント, （5 ページ）のドキュメントを参照してください。
virsh を使用して VM を作成する場合、または VM ドメイン XML 記述子ファイルを編集
する場合、誤ったデータ値またはフォーマットの通知が送られないため、汎用一意識別
子（UUID）などのデータの入力時には注意してください。
各 VM では、ドメイン XML 記述子ファイル（および存在する場合はネットワーク XML ファイ
ル）を編集し、VIC に直接接続され、Cisco UCS Manager で定義されたポート プロファイルを使
用する vNIC インターフェイスを設定します。
VM インターフェイスの設定に関する詳細については、VM インターフェイスの設定, （12 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

ステップ 4

ステップ 5

各 VM で、ゲスト オペレーティング システムの VirtIO のパラ仮想化されたネットワーク ドライ
バ（virtio-net）をインストールします。
最も一般的なオペレーティング システムの最新バージョンでは、デフォルトの virtio-net ドライバ
が提供されます。詳細については、ゲスト オペレーティング システムの Red Hat またはプロバイ
ダーにお問い合わせください。

SR-IOV パススルー トポロジ用の VM-FEX の設定
はじめる前に
KVM のガイドラインと前提条件, （9 ページ）の説明のとおりにホスト サーバを準備します。

手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager で、KVM 用 VM-FEX のサービス プロファイルを設定します。
ダイナミック vNIC 接続ポリシーを作成または変更します。
詳細については、VM-FEX を使用したサービス プロファイルの設定, （17 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 2

Cisco UCS Manager で、ポート プロファイルを定義し、ポート プロファイル クライアントに関連
付けます。
ポート プロファイルを作成し、仮想インターフェイスを設定するために使用するプロパティと設
定を定義します。KVM では、デフォルト クラスタをポート プロファイル クライアントとして選
択する必要があります。
詳細については、ポート プロファイルの設定, （23 ページ）を参照してください。

ステップ 3

各 KVM サーバで、virsh または virt-manager を使用して 1 つ以上の仮想マシン（VM）を作成しま
す。
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これらの libvirt ベースのユーティリティを使用して VM をインストールする方法については、
KVM のコンポーネント, （5 ページ）のドキュメントを参照してください。
virsh を使用して VM を作成する場合、または VM ドメイン XML 記述子ファイルを編集
する場合、誤ったデータ値またはフォーマットの通知が送られないため、汎用一意識別
子（UUID）などのデータの入力時には注意してください。
各 VM で、SR-IOV VF をサポートする enic ドライバをインストールします。
RHEL 6.3 以降で、受信箱 enic ドライバを使用します。
（注）

ステップ 4
ステップ 5

各 VM では、ドメイン XML 記述子ファイル（および存在する場合はネットワーク XML ファイ
ル）を編集し、VIC に直接接続され、Cisco UCS Manager で定義されたポート プロファイルを使
用する vNIC インターフェイスを設定します。
VM インターフェイスの設定に関する詳細については、VM インターフェイスの設定, （12 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 6

KVM ホストで、Intel VT-d 拡張をアクティブにします。
VT-d 拡張のアクティブ化の詳細については、カーネル での Intel VT-d のアクティブ化, （16 ペー
ジ）を参照してください。

VM インターフェイスの設定
libvirt ベースのユーティリティを使用して VM を作成すると、VM のドメイン XML、またはドメ
イン XML から参照できる個別のネットワーク XML ファイルにポート プロファイル情報などの
ネットワーク設定を追加できます。個別のネットワーク XML ファイルに設定情報を追加する上
での利点の 1 つは、デバイス プールを指定できることです。ネットワーク XML ファイル コン
ポーネントおよび属性の詳細については、http://libvirt.org/formatnetwork.html を参照してください。
ドメイン XML ファイル コンポーネントおよび属性の詳細については、http://libvirt.org/
formatdomain.html#elementsNICS にある libvirt ドキュメントを参照してください。

手順
ステップ 1

設定する VM をシャットダウンします。

ステップ 2

virsh エディタを使用して、編集のために VM のドメイン XML ファイルを開きます。
例：

この例は、virsh エディタで編集するためのドメイン XML ファイルが開いています。
[root@chassis1blade5 qemu]# virsh edit vm1-rhel6.2

ステップ 3

ドメイン XML ファイルのデバイス セクションで、VM の vNIC を表すインターフェイス要素を追
加します。
インターフェイス要素のコンポーネントおよび属性については、例セクションで説明します。
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ステップ 4

VM を再起動します。

MacVTap モードを使用した SR-IOV の例
ここでは、MacVTap（MacVTap パススルー）を使用した SR-IOV で接続するために、VM のドメ
イン XML ファイルにインターフェイス要素を追加する例について説明します。
<domain type='kvm'>
<name>vm1-rhel6.2</name>
...
<devices>
...
<interface type='direct'>
<mac address='01:23:45:67:89:ab' />
<source dev='eth4' mode='passthrough' />
<virtualport type='802.1Qbh'>
<parameters profileid='my-port-profile-3' />
</virtualport>
<model type='virtio' />
<driver name='vhost' />
</interface>
...
</devices>
...
</domain>

この一覧は、インターフェイス要素のコンポーネントおよび属性について説明します。
• interface

type='direct'

direct タイプ属性値は、MacVTap ドライバを使用して、ハイパーバイザの物理インターフェ

イスに vNIC を直接論理的に接続します。
• mac

address='01:23:45:67:89:ab'

MAC アドレスの仕様を明示するのは任意です。ネットワーク管理者から取得した MAC アド
レスを入力します。この行を省略すると、libvirt は vNIC の MAC アドレスを生成します。

（注）

• source

VM が現在シャットダウンされていたり、またはすでに使用されていなくて
も、別の VM で使用される MAC アドレスを割り当てないことをお勧めしま
す。以前の VM の MAC アドレスを再利用する場合は、その保持期間が切れ、
以前の VM が Cisco UCS Manager のビューに表示されていないことを確認しま
す。
dev='eth4' mode='passthrough'

passthrough モード属性値は、各 VM が、仮想機能（VF）を使用した macvtap 直接接続によっ

てネットワークに接続されるように指定します。ソースインターフェイスは、物理機能（PF）
ではなく、VF である必要があります。
• virtualport

type='802.1Qbh'

802.1Qbh タイプ属性値は、vNIC が外部スイッチの 802.1Qbh 拡張ポートに接続されるように

指定します。
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• parameters

profileid='my-port-profile-3'

この行は、インターフェイスに関連付けられるポート プロファイルの名前を指定します。
ポート プロファイル名は、大文字と小文字が区別されます。指定したポート プロファイル
は Cisco UCS Manager で定義済みで、ポート プロファイルの作成, （24 ページ）で説明され
た命名構文を使用する必要があります。
• model

type='virtio'

この行は、ゲスト インターフェイスが VirtIO のパラ仮想化されたフロントエンド デバイス
ドライバを使用するように指定します。
• driver

name='vhost'

この行は、性能向上のために、ホスト側インターフェイスが、qemu ユーザ空間バックエンド
ドライバではなく vhost カーネル バックエンド デバイス ドライバを使用するように指定しま
す。
SR-IOV パススルー モードの例
ここでは、SR-IOV パススルー トポロジで接続するために、インターフェイス要素が VM のドメ
イン XML ファイルに追加される例を示します。
<domain type='kvm'>
<name>vm1-rhel6.3</name>
...
<devices>
...
<interface type='hostdev' managed='yes'>
<source>
<address type='pci' domain='0' bus='0x09' slot='0x0' function='0x01'/>
</source>
<mac address='01:23:45:67:89:ab' />
<virtualport type='802.1Qbh'>
<parameters profileid='my-port-profile-3' />
</virtualport>
</interface>
...
</devices>
...
</domain>

この一覧は、MacVTap モードを使用した SR-IOV の例で説明したのとは異なるインターフェイス
要素のコンポーネントおよび属性について説明します。
• interface
hostdev

• address

type='hostdev'

タイプ属性では、ゲストにホスト デバイスを直接割り当てることができます。
type='pci' domain='0' bus='0x09' slot='0x0' function='0x01'.

属性値は、ホスト VF の PCI アドレスを指定します。アドレス情報を取得する
には、Linux プロンプトで lspci コマンドを実行できます。コマンドを実行すると、アドレ
ス文字列が 09:00.1 Ethernet controller: Cisco Systems Inc Device 0071 (rev a2) のよう
に表示されます。アドレス文字列 09.00.1 で、09 はバスを、00 はスロット、1 は機能を示し
ます。
address type

• mac

address='01:23:45:67:89:ab'
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MAC アドレスの仕様を明示するのは任意です。ネットワーク管理者から取得した MAC アド
レスを入力します。この行を省略すると、libvirt は vNIC の MAC アドレスを生成します。

（注）

VM が現在シャットダウンされていたり、またはすでに使用されていなくて
も、別の VM で使用される MAC アドレスを割り当てないことをお勧めしま
す。以前の VM の MAC アドレスを再利用する場合は、その保持期間が切れ、
以前の VM が Cisco UCS Manager のビューに表示されていないことを確認しま
す。

ネットワーク XML ファイルを使用してデバイス プールを指定する例
この例は、デバイス プールを指定するためにネットワーク XML ファイルを使用する方法につい
て示します。RHEL 6.2 以降では、/etc/libvirt/qemu/networks にネットワーク ファイルを作成しま
す。デバイスを一覧表示し、ポートグループを定義します。
<network>
<name>macvtap_passthru_network</name>
<forward mode='passthrough'>
<interface dev='eth2' />
<interface dev='eth3' />
</forward>
<portgroup name='engineering'>
<virtualport type='802.1Qbh'>
<parameters profileid='my-port-profile-3' />
</virtualport>
</portgroup>
</network>

ネットワーク ファイルおよびポートグループを参照する VM のドメイン XML ファイルを編集し
ます。
<domain type='kvm'>
<name>vm1-rhel6.2</name>
...
<devices>
...
<interface type='network'>
<mac address='01:23:45:67:89:ab' />
<source network='macvtap_passthru_network' portgroup='engineering' />
<model type='virtio' />
</interface>
...
</devices>
...
</domain>

新しいネットワーク XML ファイルを作成したら、virsh net-define <new-xml-filename> コマン
ドを使用して新しいネットワーク XML ファイルから新しいネットワークを作成します。

ヒント

virsh help | grep net-

を使用してネットワークに関連する virsh コマンドを見つけることが

できます。
virsh help <command-name>

を使用して virsh コマンドのヘルプを表示できます。
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この一覧は、MacVTap モードを使用した SR-IOV の例で説明したのとは異なるインターフェイス
要素のコンポーネントおよび属性について説明します。
• interface

type='network'

タイプ属性値は、個別のネットワーク ファイルに表示されたプールから、PCI ネッ
トワーク デバイスに VM vNIC を接続するように指定します。
network

• source

network='macvtap_passthru_network' portgroup='engineering'

network および portgroup の属性値は、ネットワーク XML ファイルの名前とそのネットワー

ク デバイスのプールを指定します。

カーネル での Intel VT-d のアクティブ化
Intel VT-d 拡張を有効にするには KVM ホストで次の手順を実行します。SR-IOV パススルーには
必須です。
Red Hat Enterprise Linux（RHEL）システムのこの機能の詳細については、『Virtualization Deployment
and Administration Guide』を参照してください。

手順
ステップ 1

KVM ホストで、編集用の grub.conf ファイルを開きます。
通常、このファイルは /boot ディレクトリに配置されています。RHEL システムでは、/etc ディレ
クトリの grub.conf リンクを使用してアクセスすることもできます。

ステップ 2

kernel で始まる行を特定します。

ステップ 3

このカーネルの行に intel_iommu=on コマンドを追加します。
例：
kernel /vmlinuz-2.6.18-190.e15 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 \
rhgb quiet intel_iommu=on

ステップ 4

ファイルを保存します。

次の作業
ホストをリブートします。
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• ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定, 17 ページ
• VM 上のダイナミック vNIC プロパティの表示, 20 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
（注）

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。
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
るサーバを含んだ 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。
KVM では、Linux 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

（注）

ダイナミック vNIC が設定されているサーバを、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。

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope orgorg-name

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。

ステッ
プ2

UCS-A /org # create
指定された vNIC 接続ポリシーを作成し、組織の
dynamic-vnic-conn-policypolicy-name vNIC 接続ポリシー モードを開始します。
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。
（注）

ステッ
プ3

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。

UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy （任意）
# set descdescription
ポリシーの説明を記します。
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コマンドまたはアクション

目的
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。
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。

ステッ
プ4

UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy イーサネット アダプタ ポリシーをこのポリシーに
# set adapter-policypolicy-name
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。

ステッ
プ5

UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy このポリシーに使用するダイナミック vNIC の数を
# set dynamic-eth {dynamic-eth-num | 指定します。
off}
0 ～ 256 の整数を入力します。デフォルト値は 54
です。
（注）

ステッ
プ6

システム コンポーネントにより、この
vNIC 数が 256 未満に制限される場合があ
ります。

UCS-A /org/dynamic-vnic-conn-policy ダイナミック vNIC は Cisco UCS で常に保護されま
# set protection {protected |
すが、このコマンドを使用して優先するファブリッ
protected-pref-a | protected-pref-b} クがある場合は、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：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。

ステッ
プ7

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

ダイナミック vNIC 接続ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope orgorg-name

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。

ステップ 2

UCS-A /org # delete
指定された vNIC 接続ポリシーを削除しま
dynamic-vnic-conn-policypolicy-name す。

ステップ 3

UCS-A /org # commit-buffer

トランザクションをコミットします。

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 が動作可能である必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A /system # scope vm-mgmt

VM 管理モードを開始します。

ステップ 3

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

（任意）
実行中の仮想マシンを表示します。

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
virtual-machineuuid

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。

ステップ 5

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

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 #
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ポート プロファイルの設定
• ポート プロファイル, 23 ページ
• ポート プロファイルの作成, 24 ページ
• ポート プロファイルの削除, 25 ページ
• ポート プロファイルへの VLAN の追加, 26 ページ
• ポート プロファイルからの VLAN の削除, 27 ページ
• ポート プロファイル クライアント, 28 ページ
• 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, 28 ページ
• 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, 30 ページ

ポート プロファイル
ポート プロファイルには、VM-FEX 用に仮想インターフェイスを Cisco UCS で設定するために使
用できるプロパティと設定があります。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 クラスタ 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に、Cisco UCS Manager でポート プロファイルのネットワーキング プ
ロパティが変更されると、変更がすぐにそれらの クラスタ に適用されます。

Cisco UCS Manager VM-FEX for KVM CLI コンフィギュレーション ガイド リリース 3.1
23

ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの作成

ポート プロファイルの作成
（注）

VM-FEX for KVM システムでは、次の条件が適用されます。
• set max-ports コマンドは、クラスタに適用されます。分散仮想スイッチ（DVS）はあり
ません。
• set host-nwio-perf コマンドは影響を及ぼしません。

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

システム仮想マシン（VM）管理モードを開
始します。

ステップ 3

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

システム VM 管理 プロファイル セット モー
ドを開始します。

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #
create port-profileprofile-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 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 5

UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile ポート プロファイルの説明を入力します。
# set descrdescription
（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 6

UCS-A
次のいずれかのオプションを選択できます。
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile
• high-performance
# set host-nwio-perf {high-performance
| none}
• none

ステップ 7

UCS-A
ポート プロファイルが使用できるポートの
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile 最大数を指定します。
# set max-ports max-num
1 つのポート プロファイルに関連付けるこ
とができるポートの最大数は 4096 です。デ
フォルトは 64 ポートです。DVS に複数の
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コマンドまたはアクション

目的
ポート プロファイルが関連付けられている
場合は、最大 4096 のポートを使用するよう
に各ポート プロファイル クライアントを設
定できます。

ステップ 8

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

ステップ 9

UCS-A
ポートプロファイルに使用するように、LAN
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile ピン グループを指定します。
# set pin-groupgroup-name

ステップ 10

UCS-A
ポート プロファイルに使用するように、QoS
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile ポリシーを指定します。
# set qos-policypolicy-name

ステップ 11

UCS-A
トランザクションをコミットします。
/system/vm-mgmt/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 profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # create port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set descr "This is my port profile"
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set max-ports 24
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set nw-control-policy ncp5
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set pin-group PinGroup54
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # set qos-policy QosPolicy34
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/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。

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。
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルへの 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

システム仮想マシン（VM）管理モードを開
始します。

ステップ 3

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

システム VM 管理 プロファイル セット モー
ドを開始します。

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set 指定したポート プロファイルとその関連付
# delete port-profile profile-name けを削除します。

ステップ 5

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set トランザクションをコミットします。
# commit-buffer
Cisco UCS Manager はポート プロファイル
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
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/system/vm-mgmt # scope profile-set
/system/vm-mgmt/profile-set # delete port-profile MyProfile
/system/vm-mgmt/profile-set* # commit-buffer
/system/vm-mgmt/profile-set #

ポート プロファイルへの 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

システム仮想マシン（VM）管理モード
を開始します。

ステップ 3

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

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope 指定したポート プロファイルに対し
port-profileprofile-name
て、システム VM 管理 プロファイル
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルからの VLAN の削除

コマンドまたはアクション

目的
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 5

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

ポート プロファイルに使用する 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 6

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

ステップ 7

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

/system/vm-mgmt# scope profile-set
/system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile # create vlan accounting
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan* # set default-net no
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan* # commit-buffer
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/vlan #

ポート プロファイルからの 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

システム仮想マシン（VM）管理モード
を開始します。

ステップ 3

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

システム VM 管理 プロファイル セット
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #
scope port-profileprofile-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 プロファイル セット
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイル クライアント

コマンドまたはアクション

目的
ポート プロファイル モードを開始しま
す。

ステップ 5

UCS-A
指定した VLAN をポート プロファイルか
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile ら削除します。
# delete vlanvlan-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/profile-set/port-profile
# 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
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/system/vm-mgmt# scope profile-set
/system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile # delete vlan accounting
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # commit-buffer
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #

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クラスタを決定します。

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

システム仮想マシン（VM）管理モードを
開始します。

ステップ 3 UCS-A /system/vm-mgmt # scope profile-set システム VM 管理 プロファイル セット
モードを開始します。
ステップ 4 UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope 指定したポート プロファイルに対して、
port-profileprofile-name
システム VM 管理 プロファイル セット
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ポート プロファイルの設定
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

コマンドまたはアクション

目的
ポート プロファイル モードを開始しま
す。

ステップ 5 UCS-A
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #
create clientclient-name

指定したポート プロファイル クライアン
トを作成し、システム VM 管理 プロファ
イル セット ポート プロファイル クライ
アント モードを開始します。
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クラス
タを決定します。デフォルトで、ポート
プロファイルがすべてのクラスタに適用
されますが、オプションの set
data-center、set folder、および set cluster
コマンドを使用して、特定のデータセン
ターまたはデータセンター フォルダにあ
るすべてのクラスタ、または特定のクラ
スタにポート プロファイルを適用できま
す。

ステップ 6 UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client ポート プロファイル クライアントの説明
# set descrdescription
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 7 UCS-A
（任意）
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client ポート プロファイルが適用される クラス
# set clustername
タを指定します。
VM-FEX for KVM システムでは、プロファ
イルはデフォルト クラスタに適用されま
す。
ステップ 8 UCS-A
トランザクションをコミットします。
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client
# commit-buffer
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ポート プロファイルの設定
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

次に、ポート プロファイルをデフォルトのクラスタに適用する、MyClient 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 profile-set
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # create client MyClient
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client* # set descr "This is the client for
my port profile"
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client* # set cluster default
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set/port-profile/client #

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

システム仮想マシン（VM）管理モードを
開始します。

ステップ 3

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

システム VM 管理 プロファイル セット
モードを開始します。

ステップ 4

UCS-A /system/vm-mgmt/profile-set #
scope port-profileprofile-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 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 5

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

UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/system/vm-mgmt# scope profile-set
/system/vm-mgmt/profile-set # scope port-profile MyProfile
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile # delete client OtherClient
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile* # commit-buffer
/system/vm-mgmt/profile-set/port-profile #
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ポート プロファイルの設定
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
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