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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。 VM-FEX for VMware実装では、VMが DVSを使用する
場合、すべての VMトラフィックが DVSを通過し、ASICベースのスイッチングがファブリック
インターコネクトによって実行されます。

DVS 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

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシン）管理
モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理 VMwareモードを開始します。UCS-A /system/vm-mgmt # scope
vmware

ステップ 3   

指定された vCenterを作成し、システム VM管理
VMware vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt /vmware
# create vcenter vcenter-name

ステップ 4   

Cisco UCS Managerの vCenterに関連付けられたリ
モート vCenterサーバインスタンスのホスト名ま
たは IPアドレスを指定します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # set hostname
{hostname | ip-addr}

ステップ 5   

IPアドレスではなくホスト名を使用する
場合、Cisco UCSManagerでDNSサーバ
を設定する必要があります。

（注）

vCenterの説明を入力します。UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # set description
description

ステップ 6   

説明にスペース、特殊文字、または句読

点が含まれている場合、説明を引用符で

括る必要があります。引用符は showコ
マンド出力の説明フィールドには表示さ

れません。

（注）

（任意）

指定した vCenterフォルダを作成します。
UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # create folder
folder-name

ステップ 7   

vCenterには複数のデータセンターが含
まれている可能性がありますが、いずれ

も vCenterフォルダに含まれている必要
はありません。このため、vCenterフォ
ルダは組織で必要な場合のみ、任意で使

用されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

指定されたデータセンターを作成し、システムVM
管理VMwarevCenterデータセンターモードを開始
します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/ # create
data-center data-center-name

ステップ 8   

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。

指定されたデータセンターフォルダを作成し、シ

ステム VM管理 VMware vCenterデータセンター
フォルダモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center #
create folder folder-name

ステップ 9   

少なくとも1つのデータセンターフォル
ダが必要です。データセンターの下に分

散仮想スイッチ（DVS）を直接作成する
ことはできません。このため、データセ

ンターフォルダに DVSを作成する必要
があります。

（注）

指定された DVSを作成し、システム VM管理
VMware vCenterデータセンターフォルダ分散仮想
スイッチモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center/folder
# create
distributed-virtual-switch
dvs-name

ステップ 10   

DVSをディセーブルまたはイネーブルにします。UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center

ステップ 11   

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。

/folder/distributed-virtual-switch #
{disable | enable}

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center/folder
/distributed-virtual-switch #
commit-buffer

ステップ 12   

次に、vCenter、VMware vCenterのデータセンターとまったく同じ名前のデータセンター、および
DVSを、Engineeringという名前のデータセンターフォルダに作成し、トランザクションをコミッ
トする方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # create vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # set hostname 192.168.10.10
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # set description "vCenter running on my laptop"
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # create data-center MyDatacenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center* # create folder Engineering
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder* # create distributed-virtual-switch
LabSwitch
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch* # enable
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UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch* #
commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch #

分散仮想スイッチの管理

vCenter へのフォルダの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシン）管
理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理 VMwareモードを開始しま
す。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
vmware

ステップ 3   

指定されたvCenterのシステムVM管理VMware
vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt /vmware
# scope vcenter vcenter-name

ステップ 4   

（任意）

指定された vCenterフォルダを作成し、システ
ム VM管理 VMware vCenterフォルダモードを
開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # create folder
folder-name

ステップ 5   

vCenterには複数のデータセンターが
含まれている可能性がありますが、い

ずれも vCenterフォルダに含まれてい
る必要はありません。このため、

vCenterフォルダは組織で必要な場合
のみ、任意で使用されます。

（注）

トランザクションをシステムの設定にコミット

します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/folder #
commit-buffer

ステップ 6   

次に、Labs 5という vCenterフォルダをMyVcenterという vCenterに追加し、トランザクションを
コミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # create folder Lab5
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder #
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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

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムVirtualMachine（VM;仮想マシ
ン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理 VMwareモードを開
始します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmwareステップ 3   

指定された vCenterのシステムVM管理
VMware vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope
vcenter vcenter-name

ステップ 4   

（任意）

指定されたフォルダのシステム VM管
理VMware vCenterフォルダモードを開
始します。

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #
scope folder folder-name

ステップ 5   

指定されたデータセンターを作成し、シ

ステム VM管理 VMware vCenterデータ
センターモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/ #
create data-center data-center-name

ステップ 6   

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。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center
# commit-buffer

ステップ 7   

次に、SQA-DatacenterというデータセンターをMyVcenterという vCenterに追加し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # create data-center SQA-Datacenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #
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データセンターへのフォルダの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシ
ン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システムVM管理VMwareモードを開始し
ます。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
vmware

ステップ 3   

指定された vCenterのシステム VM管理
VMware vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt /vmware #
scope vcenter vcenter-name

ステップ 4   

（任意）

指定されたフォルダのシステム VM管理
VMware vCenterフォルダモードを開始しま
す。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # scope folder
folder-name

ステップ 5   

指定されたデータセンターのシステム VM
管理 VMware vCenterデータセンターモー
ドを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/ # scope data-center
data-center-name

ステップ 6   

指定されたデータセンターフォルダを作成

し、システムVM管理VMware vCenterデー
タセンターフォルダモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center # create
folder folder-name

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center/folder #
commit-buffer

ステップ 8   

次に、SoftwareQAというデータセンターフォルダをMyDatacenterというデータセンターに追加
し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # scope data-center MyDatacenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center* # create folder SoftwareQA
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder #

   Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware CLI コンフィギュレーションガイド
6 OL-25367-01-J  

Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
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

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシ
ン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システムVM管理VMwareモードを開始
します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
vmware

ステップ 3   

指定された vCenterのシステム VM管理
VMware vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt /vmware #
scope vcenter vcenter-name

ステップ 4   

（任意）

指定したvCenterフォルダを削除します。
UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # delete folder
folder-name

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # commit-buffer

ステップ 6   

次に、Labs 5という vCenterフォルダをMyVcenterという vCenterから削除し、トランザクション
をコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # delete folder Lab5
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

vCenter からのデータセンターの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システムVirtualMachine（VM;仮想マシン）
管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware CLI コンフィギュレーションガイド
   OL-25367-01-J 7

Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
vCenter からのフォルダの削除



目的コマンドまたはアクション

システム VM管理 VMwareモードを開始し
ます。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
vmware

ステップ 3   

指定された vCenterのシステム VM管理
VMware vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt/vmware #
scope vcenter vcenter-name

ステップ 4   

（任意）

指定されたフォルダのシステム VM管理
VMware vCenterフォルダモードを開始しま
す。

UCS-A
/system/vm-mgmt/vmware/vcenter #
scope folder folder-name

ステップ 5   

指定されたデータセンターを削除します。

CiscoUCSManagerで指定するデータセンター
UCS-A
/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/ #
delete data-center data-center-name

ステップ 6   

名は、vCenterサーバで以前に作成したデー
タセンター名と正確に一致している必要があ

ります。

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/system/vm-mgmt/vmware/vcenter #
commit-buffer

ステップ 7   

次に、SQA-DatacenterというデータセンターをMyVcenterという vCenterから削除し、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope vm-mgmt
UCS-A /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # delete data-center SQA-Datacenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

データセンターからのフォルダの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

システム Virtual Machine（VM;仮想マシ
ン）管理モードを開始します。

UCS-A /system # scope vm-mgmtステップ 2   

システム VM管理 VMwareモードを開始
します。

UCS-A /system/vm-mgmt # scope
vmware

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

指定された vCenterのシステム VM管理
VMware vCenterモードを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt /vmware #
scope vcenter vcenter-name

ステップ 4   

（任意）

指定されたフォルダのシステム VM管理
VMware vCenterフォルダモードを開始し
ます。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter # scope folder
folder-name

ステップ 5   

指定されたデータセンターのシステムVM
管理VMware vCenterデータセンターモー
ドを開始します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/ # scope data-center
data-center-name

ステップ 6   

指定されたデータセンターフォルダを削

除します。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center # delete
folder folder-name

ステップ 7   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A /system/vm-mgmt
/vmware/vcenter/data-center #
commit-buffer

ステップ 8   

次に、SoftwareQAという名前のデータセンターフォルダをMyDatacenterという名前のデータセ
ンター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 /system/vm-mgmt # scope vmware
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter MyVcenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center MyDatacenter
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # delete folder SoftwareQA
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center* # commit-buffer
UCS-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #
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