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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。

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。

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、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）
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ダイナミック vNIC 接続ポリシーの作成

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。
2. [LAN] > [Policies]の順に展開します。
3. ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
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。
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。

6. [OK]をクリックします。
7. 確認の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。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。

ステップ 2 [LAN] > [Policies]の順に展開します。
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 [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。

説明名前

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。-（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。

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。CiscoUCSManager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）

[Name]フィールド
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説明名前

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングに関する情

報を含めることをお勧めします。

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。

[Description]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。

システムコンポーネントが、この vNIC数を 256未満に制
限する場合があります。

（注）

[Number of Dynamic vNICs]フィー
ルド

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。

[Adapter Policy]ドロップダウンリ
スト

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

[Protection]フィールド

ステップ 6 [OK]をクリックします。
ステップ 7 確認の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。
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ダイナミック vNIC 接続ポリシーの変更

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。
2. [LAN] > [Policies]の順に展開します。
3. 変更するポリシーを含む組織のノードを展開します。
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。
5. [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。
6. 次の 1つ以上のフィールドを変更します。
7. [Save Changes]をクリックします。
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。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。

ステップ 2 [LAN] > [Policies]の順に展開します。
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。

説明名前

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミ

ングに関する情報を含めることをお勧めします。

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。

[Description]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。

システムコンポーネントが、この vNIC
数を256未満に制限する場合があります。

（注）

[Number of Dynamic vNICs]フィールド
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説明名前

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。

[Adapter Policy]ドロップダウンリスト

[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 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。

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。
2. [LAN] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。
3. [Dynamic vNIC Connection Policies]ノードを展開します。
4. 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。
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。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。

ステップ 2 [LAN] > [Policies] > [Organization_Name]の順に展開します。
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 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。
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はじめる前に

仮想マシンが動作可能である必要があります。

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [VM]をクリックします。
2. [VM]タブで [All]を展開します。
3. [Virtual Machines]を展開します。
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。
5. ダイナミック vNICを選択します。
6. [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [VM]をクリックします。

ステップ 2 [VM]タブで [All]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。

SR-IOV のカスタムイーサネット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。

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。

ヒント
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はじめる前に

サーバによって使用される CPUスレッド数を判別します。[Equipment] > [Chassis] > [Servers]に移
動し、[Servers]テーブルでサーバの [Threads]見出しを表示すると、この情報を取得できます。

手順の概要

1. 別のメニューから [Create Ethernet Adapter Policy]を直接開いた場合、ステップ 6に進みます。
2. [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。
3. [Servers] > [Policies]の順に展開します。
4. ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
5. [Adapter Policies]を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy]を選択します。
6. 次のフィールドに、ポリシーの名前および説明を入力します。
7. [Resources]領域で、次に示すように値を設定します。
8. [Options]領域で、次に示すように値を設定します。
9. [OK]をクリックします。
10. 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。

手順の詳細

ステップ 1 別のメニューから [Create Ethernet Adapter Policy]を直接開いた場合、ステップ 6に進みます。
ステップ 2 [Navigation]ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 3 [Servers] > [Policies]の順に展開します。
ステップ 4 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 5 [Adapter Policies]を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy]を選択します。
ステップ 6 次のフィールドに、ポリシーの名前および説明を入力します。

説明名前

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。-（ハイフン）
と _（アンダースコア）以外の特殊文字やスペースは使用できませ
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。

[Name]フィールド
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説明名前

ポリシーの説明。ポリシーを使用する場所とタイミングに関する情

報を含めることをお勧めします。

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。

[Description]フィールド

ステップ 7 [Resources]領域で、次に示すように値を設定します。

設定名前

1Transmit Queues

256Ring Size

4Receive Queues

512Ring Size

5Completion Queues

サーバによって使用される CPUスレッド数を入力
します。

割り込み

ステップ 8 [Options]領域で、次に示すように値を設定します。

設定名前

イネーブルTransmit Checksum Offload

イネーブルReceive Checksum Offload

イネーブルTCP Segmentation Offload

イネーブルTCP Large Receive Offload

ディセーブルReceive Side Scaling (RSS)

ディセーブルAccelerated Receive Flow Steering

ディセーブルNetwork Virtualization using Generic Routing
Encapsulation

ディセーブルVirtual Extensible LAN

5秒Fallback Timeout

MSI XInterrupt Mode
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設定名前

MinInterrupt Coalescing Type

ディセーブルAdvance Filter

ディセーブルAdvance Filter

ディセーブルAdvance Filter

ディセーブルInterrupt Scaling

ステップ 9 [OK]をクリックします。
ステップ 10 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。
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