
Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 分散仮想スイッチ, 1 ページ

• DVSの作成の概要： Cisco UCS Manager, 1 ページ

• 分散仮想スイッチの設定, 2 ページ

• 分散仮想スイッチの管理, 5 ページ

分散仮想スイッチ
CiscoUCSの分散仮想スイッチ（DVS）は、ESXハイパーバイザの vSwitchに沿って動作するソフ
トウェアベースの仮想スイッチであり、複数のESXホストに分散できます。独自のローカルポー
ト設定を使用する vSwitchとは異なり、複数のESXホストと関連付けられたDVSはすべてのESX
ホストで同じポート設定を使用します。

ESXホストと DVSの関連付けが行われると、vSwitchの代わりに DVSを使用するために vSwitch
から DVSに既存の VMを移行できます。 VMware用 VM-FEXの実装により、VMが DVSを使用
する場合、すべての VMトラフィックが DVSをパススルーし、ファブリックインターコネクト
によって ASICベースのスイッチングが行われます。

DVS の作成の概要： Cisco UCS Manager
Cisco UCS Managerで分散仮想スイッチ（DVS）を作成するには、まず vCenter、vCenterの下に
データセンター、およびデータセンターの下にデータセンターフォルダを作成する必要がありま

す。その後、データフォルダに DVSを作成できます。 Cisco UCS Managerで指定する vCenter名
は、VMware vCenterに指定されている vCneter名と一致する必要はありませんが、Cisco UCS
Managerで指定するデータセンター名は VMware vCenterに指定されているデータセンター名と一
致する必要があります。 Cisco UCS Managerで作成するデータセンターフォルダと DVSは、
VMware vCenterにプッシュされます。
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分散仮想スイッチの設定

はじめる前に

最初にVMware vCenterでデータセンターを作成する必要があります。フォルダはVMware vCenter
のデータセンターや DVSの内部に作成しないでください。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [All]ノードを展開します。

ステップ 3 [VMWare]ノードを右クリックし、[Configure vCenter]を選択します。

ステップ 4 [Configure vCenter]ページで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

b) [Next]をクリックします。

ステップ 5 [Create Folder]ページで、次のいずれかをクリックします。

説明オプション

次のページに移動します。 vCenter構造でデータセンターを上位フォルダに
含める必要がない場合は、このオプションを選択します。

このオプションを選択した場合は、ステップ 7に進みます。

Next
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説明オプション

[Create Folder]ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで
は、データセンター上に上位フォルダを追加できます。

このオプションを選択した場合は、ステップ 6に進みます。

Add

ステップ 6 （任意） [Create Folder]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

b) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [Create Datacenter]ページで、次の手順を実行します。
a) [Add]をクリックします。
b) [Create Datacenter]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

データセンターの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

Cisco UCS Managerで指定したデータセンター名は、VMware
vCenterで作成済みのデータセンターの名前と一致している必
要があります。

[Name]フィールド
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説明名前

データセンターのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 8 [Create Folder]ページで次の手順を実行してデータセンターでフォルダを作成します。
a) [Add]をクリックします。
b) [Create Folder]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

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 9 [Create Distributed Virtual Switches]ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。

a) [Add]をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [CreateDistributedVirtual Switches]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

分散仮想スイッチの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。スペー
スと、-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）以外の特殊文字は使用できず、オブジェ
クトを保存した後でこの名前を変更できません。

[Name]フィールド
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説明名前

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

次のいずれかになります。

• Enabled

• Disabled

DVSをディセーブルにした場合、Cisco UCS Managerは DVS
に関連する設定の変更を VMware vCenterにプッシュしませ
ん。

[Admin State]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 10 すべてのデータセンター、フォルダ、およびDVSを vCenterに追加したら、[Finish]をクリックし
ます。

ウィザードを終了するために、[Finish]を何度かクリックする必要がある場合があります。任意の
ページで停止して、別のデータセンター、フォルダ、または DVSを追加できます。

分散仮想スイッチの管理

既存の vCenter へのフォルダの追加
既存の vCenter内にフォルダを追加し、その中にデータセンターを配置することができます。た
だし、このフォルダは任意です。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [VMWare]ノードを展開します。

ステップ 3 データセンターを追加する vCenterを右クリックして、[Create Folder]を選択します。

ステップ 4 （任意） [Create Folder]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに入力します。

VMware 用 Cisco UCS Manager VM-FEX GUI コンフィギュレーションガイド
   OL-25368-01-J 5

Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
分散仮想スイッチの管理



説明名前

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

b) [Next]をクリックします。

ステップ 5 [Create Datacenter]ページで、次の手順を実行します。
a) [Add]をクリックします。
b) [Create Datacenter]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

データセンターの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

Cisco UCS Managerで指定したデータセンター名は、VMware
vCenterで作成済みのデータセンターの名前と一致している必
要があります。

[Name]フィールド

データセンターのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [Create Folder]ページで次の手順を実行してデータセンターでフォルダを作成します。
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a) [Add]をクリックします。
b) [Create Folder]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

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 7 [Create Distributed Virtual Switches]ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。

a) [Add]をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [CreateDistributedVirtual Switches]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

分散仮想スイッチの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。スペー
スと、-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）以外の特殊文字は使用できず、オブジェ
クトを保存した後でこの名前を変更できません。

[Name]フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• Enabled

• Disabled

DVSをディセーブルにした場合、Cisco UCS Managerは DVS
に関連する設定の変更を VMware vCenterにプッシュしませ
ん。

[Admin State]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 8 すべてのデータセンター、フォルダ、および DVSをフォルダに追加したら、[Finish]をクリック
します。

ウィザードを終了するために、[Finish]を何度かクリックする必要がある場合があります。任意の
ページで停止して、別のデータセンター、フォルダ、または DVSを追加できます。

既存の vCenter へのデータセンターの追加

はじめる前に

最初にVMware vCenterでデータセンターを作成する必要があります。フォルダはVMware vCenter
のデータセンターや DVSの内部に作成しないでください。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [VMWare]ノードを展開します。

ステップ 3 データセンターを追加する vCenterを右クリックして、[Create Datacenter]を選択します。

ステップ 4 [Create Datacenter]ページで、次の手順を実行します。
a) [Add]をクリックします。
b) [Create Datacenter]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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説明名前

データセンターの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

Cisco UCS Managerで指定したデータセンター名は、VMware
vCenterで作成済みのデータセンターの名前と一致している必
要があります。

[Name]フィールド

データセンターのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

c) [Next]をクリックします。

ステップ 5 [Create Folder]ページで次の手順を実行してデータセンターでフォルダを作成します。
a) [Add]をクリックします。
b) [Create Folder]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

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド
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c) [Next]をクリックします。

ステップ 6 [Create Distributed Virtual Switches]ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。

a) [Add]をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [CreateDistributedVirtual Switches]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

分散仮想スイッチの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。スペー
スと、-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）以外の特殊文字は使用できず、オブジェ
クトを保存した後でこの名前を変更できません。

[Name]フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

次のいずれかになります。

• Enabled

• Disabled

DVSをディセーブルにした場合、Cisco UCS Managerは DVS
に関連する設定の変更を VMware vCenterにプッシュしませ
ん。

[Admin State]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 7 データセンターにすべてのフォルダと分散仮想スイッチを追加し終えたら、[Finish]をクリックし
ます。

ウィザードを終了するために、[Finish]を何度かクリックする必要がある場合があります。任意の
ページで停止して、別のフォルダまたは DVSをデータセンターに追加できます。
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データセンターへのフォルダの追加

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [VMWare]ノードを展開します。

ステップ 3 フォルダを追加するデータセンターが含まれている vCenterを展開します。

ステップ 4 フォルダを追加するデータセンターを右クリックして、[Create Folder]を選択します。

ステップ 5 [Create Folder]ページで、次の手順を実行してデータセンターにフォルダを追加します。
a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

vCenterフォルダの名前。

この名前には、1～ 16文字を使用できます。スペースと、
`（アクセント記号）、^（キャラット）、"（二重引用
符）、'（一重引用符）、/（スラッシュ）、\（バックスラッ
シュ）、<（小なり記号）、または>（大なり記号）以外の
ASCII文字を使用できます。

[Name]フィールド

フォルダのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

b) • [Next]をクリックし、ステップ 6に進んでフォルダに DVSを作成します。

•フォルダ内に DVSを作成しない場合は、ステップ 7に進みます。

ステップ 6 [Create Distributed Virtual Switches]ページで次の手順を実行してフォルダに分散仮想スイッチを作
成します。

a) [Add]をクリックして、分散仮想スイッチをフォルダに追加します。
b) [CreateDistributedVirtual Switches]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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説明名前

分散仮想スイッチの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。スペー
スと、-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）以外の特殊文字は使用できず、オブジェ
クトを保存した後でこの名前を変更できません。

[Name]フィールド

分散仮想スイッチのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 ^（キャラット）、\（バックス
ラッシュ）、>（大なり記号）、<（小なり記号）、'（一重引
用符）、"（二重引用符）、`（アクセント記号）、=（等号）
を除いた任意の文字またはスペースを使用できます。

[Description]フィールド

次のいずれかになります。

• Enabled

• Disabled

DVSをディセーブルにした場合、Cisco UCS Managerは DVS
に関連する設定の変更を VMware vCenterにプッシュしませ
ん。

[Admin State]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 7 すべてのフォルダと DVSをデータセンターに追加し終えたら、[Finish]をクリックします。
ウィザードを終了するために、[Finish]を何度かクリックする必要がある場合があります。任意の
ページで停止して、別のフォルダまたは DVSを追加できます。

vCenter からのフォルダの削除
フォルダにデータセンターが含まれている場合、Cisco UCS Managerでは、そのデータセンター
と、含まれているすべてのフォルダおよび DVSも削除されます。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [All] > [VMWare]を展開します。

ステップ 3 削除するフォルダが含まれる vCenterのノードを展開します。

ステップ 4 フォルダを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

データセンターの削除

データセンターにフォルダが含まれている場合、CiscoUCSManagerでは、含まれているフォルダ
およびすべての DVSも削除されます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [All] > [VMWare]を展開します。

ステップ 3 削除するデータセンターが高いレベルのフォルダに含まれている場合、そのフォルダのノードを

展開します。

ステップ 4 データセンターを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

データセンターからのフォルダの削除

フォルダに DVSが含まれている場合、Cisco UCS Managerではその DVSも削除されます。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [VM]タブをクリックします。

ステップ 2 [VM]タブの [All] > [VMWare]を展開します。

ステップ 3 変更するデータセンターが上位フォルダに格納されている場合は、そのフォルダのノードを展開

します。

ステップ 4 削除するフォルダが含まれるデータセンターのノードを展開します。

ステップ 5 フォルダを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

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

Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
データセンターからのフォルダの削除


	Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
	分散仮想スイッチ
	DVS の作成の概要： Cisco UCS Manager
	分散仮想スイッチの設定
	分散仮想スイッチの管理
	既存の vCenter へのフォルダの追加
	既存の vCenter へのデータセンターの追加
	データセンターへのフォルダの追加
	vCenter からのフォルダの削除
	データセンターの削除
	データセンターからのフォルダの削除



