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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。

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
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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。

Single Root I/O Virtualization
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
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。
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• 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 Virtual Interface Card
• 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

Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware リリース 3.2 GUI コンフィギュレーション ガイド
3

はじめに
Single Root I/O Virtualization

Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware リリース 3.2 GUI コンフィギュレーション ガイド
4

第

2

章

VM-FEXを使用したサービスプロファイルの
設定
• ダイナミック vNIC 接続ポリシーの設定, 5 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
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 domains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

（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。
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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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。
（注）

Do not specify "default" as the value for the dynamic vNIC
connection policy name. Cisco UCS Manager automatically
resolves any empty policy references to "default". Any service
profiles or service profile templates with only static vNICS defined
will automatically reference the policy "default" when it is present.
If you specify “default” for the dynamic vNIC connection policy
name, then unexpected dynamic vNICs might be created on those
service profiles or service profile templates.
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名前

説明

[Description] フィールド

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。

[Number of Dynamic vNICs] フィー このポリシーの影響を受けるダイナミック vNIC の数。
ルド
0 ～ 256 の整数を入力します。デフォルト値は 54 です。
（注）

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。

[Adapter Policy] ドロップダウン リ 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
スト
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。
[Protection] フィールド

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

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

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。
名前

説明

[Description] フィールド

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。

[Number of Dynamic vNICs] 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。
（注）

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。
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VM-FEX を使用したサービス プロファイルの設定
ダイナミック vNIC 接続ポリシー

名前

説明

[Adapter Policy] ドロップダウン リスト

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。

[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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VM-FEX を使用したサービス プロファイルの設定
ダイナミック vNIC 接続ポリシー

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。
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第

3

章

Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンド
ルのインストール
• Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールの概要, 11 ページ
• Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル の前提条件, 12 ページ
• VUM を使用した Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアッ
プグレード, 13 ページ
• ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update 1 および互換性のある Cisco
VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレード, 13 ページ
• ESXi 5.0 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルへのホストの
アップグレード, 16 ページ
• ESXi 5.0 から ESXi 5.1 および互換性ある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へ
のホストのアップグレード, 18 ページ
• ESXi 5.1 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルへのホストの
アップグレード, 20 ページ
• ESX または ESXi ホストにおける Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインス
トールまたはアップグレード, 21 ページ
• Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのアンインストール, 25 ページ

Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインス
トールの概要
VM-FEX 機能を Cisco UCS で使用するには、Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card サーバに Cisco
UCS をインストールし、VMware ESX の適切なソフトウェア バージョンと Cisco VM-FEX ドライ
バ ソフトウェア バンドル をインストールする必要があります。インストールするソフトウェア
は、VM-FEX 機能を標準モードで使用するかハイパフォーマンス モードで使用するかによって変
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル の前提条件

わります。詳細については、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル の前提条件, （12
ページ）を参照してください。

Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル の前提条
件
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をインストールする前に、次の前提条件を満たし
ていることを確認してください。
• ハイパーバイザ ホストとして使用するサーバに Cisco UCS 仮想インターフェイス カードをイ
ンストールする必要があります。Cisco UCS 仮想インターフェイス カードのインストールの
詳細については、Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guideを参照してくださ
い。
• 正しいバージョンの VMware ESX または ESXi ソフトウェアを Cisco UCS Manager ホストに
インストールする必要があります。標準モードの VM-FEX の場合は、VMware ESX Version
4.0 Update 1 ソフトウェアまたはそれ以降のバージョンをインストールする必要があります。
• シスコの [Download Software] ページか ら Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を
取得する必要があります。
◦ B シリーズの場合：http://software.cisco.com/download/navigator.html。 [Downloads Home]
> [Products] > [Servers - Unified Computing] > [Cisco UCS B-Series Blade Server Software] を
選択し、[Unified Computing Systems (UCS) Drivers] をクリックします。このページで、
[Latest Releases] または [All Releases] をクリックして必要なリリースを選択し、[Download]
をクリックして [ISO image of UCS-related drivers] をダウンロードします。
◦ C シリーズの場合：http://software.cisco.com/download/navigator.html。 [Downloads Home]
> [Products] > [Servers - Unified Computing] > [Cisco UCS C-Series Rack-Mount UCS-Managed
Server Software] を選択し、[Unified Computing Systems (UCS) Drivers] をクリックします。
このページで、[Latest Releases] または [All Releases] をクリックして必要なリリースを
選択し、[Download] をクリックして [ISO image of UCS-related drivers] をダウンロードし
ます。
• 正しいバージョンの Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルをハイパーバイザ ホス
トにインストールする必要があります。インストールする Cisco VM-FEX ドライバ ソフト
ウェア バンドルは、ハイパーバイザ ホストにインストールした VMware ESX または ESXi の
バージョンによって変わります。VMware ESX ソフトウェアおよび Cisco VM-FEX ドライバ
ソフトウェア バンドルと互換性のあるバージョンについては、http://www.cisco.com/en/US/
products/ps10477/prod_technical_reference_list.html にある『Hardware and Software Interoperability
Matrix for B Series Servers』の「VM-FEX Software Interoperability Matrix」を参照してくださ
い。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
VUM を使用した Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアップグレード

（注）

VEM ソフトウェア バンドルは、別の製品である Cisco Nexus 1000V スイッチ
のコンポーネントでもあります。VEM バンドルのインストール時にこの製品
の参照を見かけた場合は、気にかける必要はありません。この参照は表面的
なものであり、VM-FEX のインストールと実装の結果に影響を与えません。

• インストールの注意事項を認識している必要があります。詳細については、『Release Notes
for Cisco UCS Manager』を参照してください。

VUM を使用した Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バ
ンドル のインストールまたはアップグレード
VMware vSphere Update Manager（VUM）を使用して Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バン
ドル をインストールするには、VMware vSphere クライアントにログインし、VM-FEX ドライバ
VIB またはバンドルを cisco.com からローカルにコピーして、VUM にインポートする必要があり
ます。
VUM の設定については、VMware 製品のマニュアルを参照してください。

ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update
1 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェ
ア バンドル へのホストのアップグレード
この手順を使用して、ホストを ESX/ESXi 4.0, Update 3 または 4.1, Update 1 にアップグレードする
とともに Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル も同時にアップグレードが可能です。

（注）

この手順は、VMware VUM を使用して実行することもできます。詳細は、「VUM を使用した
Cisco VM-FEX ドライバのインストールまたはアップグレード」およびVMwareのドキュメント
を参照してください。

はじめる前に
• ESX ホストまたは ESXi ホストのソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バン
ドルを /tmp ディレクトリにコピーしておきます。
使用している ESX または ESXi のバージョンと Cisco UCS リリースに合った正しい Cisco
VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを決定するには、『Hardware and Software
Interoperability Matrix for B Series Servers』を参照してください。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update 1 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ
ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレード

手順の概要
1. VM の電源を切断するか、すべての VM を別のホストに移行します。
2. vmk0 管理インターフェイスを vSwitch に移行します。
3. ホストをパススルー スイッチング（PTS）モードから削除します。
4. ESX または ESXi 4.0, Update 1 から ESX または ESXi 4.0, Update 3 にアップグレードする場合
は、パススルー スイッチング（PTS）を可能にする VIB をアンインストールします。そうでな
い場合は、ステップ 6 に進みます。
5. ESX または ESXi 4.0, Update 1 から ESX または ESXi 4.0, Update 3 にホストをアップグレードす
る場合は、ESX または ESXi Patch 04（ESX400-201001001.zip）と ESX または ESXi Patch 05
（ESX400-201003001.zip）を /tmp ディレクトリにコピーしてインストールします（まだこれら
をインストールしていない場合）。そうでない場合は、ステップ 6 に進みます。
6. ESX または ESXi ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をコ
ピーしたディレクトリに移動します。
7. ホストをメンテナンス モードにします。
8. vihostupdate コマンドを入力します。
9. ホストをリブートします。
10. インストールが成功したことを確認します。インストールに成功すると、正しい ESX または
ESXi のバージョンと、インストールされている正しい Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア
バンドル が表示されます。
11. ホストをメンテナンス モードから削除します。
12. ホストをパススルー スイッチング（PTS）モードにします。
13. vmk0 管理インターフェイスを元のホストに移行します。
14. VM の電源を投入するか、すべての VM を元のホストに移行します。

手順の詳細
ステップ 1

VM の電源を切断するか、すべての VM を別のホストに移行します。

ステップ 2

vmk0 管理インターフェイスを vSwitch に移行します。

ステップ 3

ホストをパススルー スイッチング（PTS）モードから削除します。

ステップ 4

ESX または ESXi 4.0, Update 1 から ESX または ESXi 4.0, Update 3 にアップグレードする場合は、パスス
ルー スイッチング（PTS）を可能にする VIB をアンインストールします。そうでない場合は、ステップ 6
に進みます。
a) 次のコマンドを入力して Cisco VM-FEX ドライバ VIB を識別します。
esxupdate query --vib-view | grep cross_cisco | grep installed

出力に、削除すべき VIB パッケージが表示されます。
b) 次のコマンドを入力して VIB を削除します。
esxupdate -b VIB_package remove
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update 1 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ
ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレード

例：
[root@serialport -]# esxupdate query --vib-view | grep cross_cisco | grep installed
[root@serialport -]# cross_cisco-vem-v100-esx_4.0.4.1.1.31-1.11.11 installed
2010-03-11T10:02:29.076573-05:00
[root@serialport -]# esxupdate -b cross_cisco-vem-v100-esx_4.0.4.1.1.31-1.11.11 remove

ステップ 5

ESX または ESXi 4.0, Update 1 から ESX または ESXi 4.0, Update 3 にホストをアップグレードする場合は、
ESX または ESXi Patch 04（ESX400-201001001.zip）と ESX または ESXi Patch 05（ESX400-201003001.zip）
を /tmp ディレクトリにコピーしてインストールします（まだこれらをインストールしていない場合）。
そうでない場合は、ステップ 6 に進みます。
vihostupdate --install --bundle "[path to VMware Update offline patch]" --server [vsphere host IP address]"
例：
[root@serialport -]# vihostupdate --install --bundle "/tmp/Patch04/ESX400-201002001.zip" --server
10.10.10.1
[root@serialport -]# vihostupdate --install --bundle
"/tmp/Patch05/BuiltByVMware/ESX/20100330/ESX400-201003001.zip" --server 10.10.10.1

ステップ 6

ESX または ESXi ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をコピーした
ディレクトリに移動します。
例：
[root@serialport -]# cd tmp
[root@serialport tmp]#

ステップ 7

ホストをメンテナンス モードにします。

ステップ 8

vihostupdate コマンドを入力します。
vihostupdate --install --bundle "[path to VMware Update offline bundle]", "[path to Cisco updated VEM offline
bundle] --server [vsphere host IP address]"
例：

この例は、クライアントから vihostupdate コマンドを使用して ESX 4.0, Update 3 にアップグレードする方
法を示しています。
[root@serialport tmp]# vihostupdate --install --bundle "/tmp/update-from-esx4.0-4.0_update03.zip",
"/root/UPGRADE/BL/VEM400-201101406.zip --server 10.10.10.1
Enter username: root
Enter password:
Please wait installation in progress …
The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be
effective.
[root@serialport tmp]#

例：

この例は、クライアントから vihostupdate コマンドを使用して ESX 4.1, Update 1 にアップグレードする方
法を示しています。
[root@serialport tmp]# vihostupdate --install --bundle "/tmp/update-from-esx4.1-4.1_update01.zip"
, "/root/UPGRADE/BL/VEM410-201101407.zip" --server 10.10.10.1
Enter username: root
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESXi 5.0 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルへのホストのアップグレード

Enter password:
Please wait patch installation is in progress ...
The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be
effective.

ステップ 9

ホストをリブートします。

ステップ 10 インストールが成功したことを確認します。インストールに成功すると、正しい ESX または ESXi のバー
ジョンと、インストールされている正しい Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル が表示されま
す。
例：

この例は、正しい Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル がインストールされたことを確認する
方法を示しています。
[root@serialport tmp]# esxupdate query --vib-view | grep cross_cisco | grep installed
cross_cisco-vem-v130-esx_4.2.1.1.4.0.0-1.20.1
installed
2011-08-18T00:01:07.104096+00:00
[root@serialport tmp]# vmkload_mod -l | grep vem
vem-v130-svs-mux
0x418035e73000
0x4000
0x417ff6d1fc40
0x1000
56 Yes
vem-v130-pts
0x418035e77000
0x16000
0x417ff6d193c0
0x1000
57 Yes

この例は、ESX 4.0, Update 3 がインストールされたことを確認する方法を示しています。
[root@serialport tmp]# vmware -v
VMware ESX 4.0.0 build-398348
[root@serialport tmp]#

この例は、ESX 4.1, Update 1 がインストールされたことを確認する方法を示しています。
[root@serialport tmp]# vmware -v
VMware ESX 4.1.0 build-348481
[root@serialport tmp]#

ステップ 11 ホストをメンテナンス モードから削除します。
ステップ 12 ホストをパススルー スイッチング（PTS）モードにします。
ステップ 13 vmk0 管理インターフェイスを元のホストに移行します。
ステップ 14 VM の電源を投入するか、すべての VM を元のホストに移行します。

ESXi 5.0 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフ
トウェア バンドルへのホストのアップグレード
互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を使用した ESXi 5.0 にホストをアッ
プグレードするには、CD、DVD、または USB ドライブから対話形式でのアップグレードを使用
するか、VMware vSphere Update Manager（VUM）を使用することができます（オンライン アップ
グレードとも呼びます）。

はじめる前に
ESXi 5.0 ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを /tmp ディレク
トリにコピーしておきます。使用すべき正しい Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESXi 5.0 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルへのホストのアップグレード

特定するには、『Hardware and Software Interoperability Matrix for B Series Servers』を参照してくだ
さい。

手順の概要
1. Cisco UCS をリリース 1.4 にアップグレードし、ESX または ESXi ホストを次のいずれかのリ
リースにアップグレードします。
•

◦ Release 4.0, Update 3、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル
v130-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib 使用（または、VUM を使用していた場合は
v129-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib）
◦ Release 4.1, Update 1、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル
v130-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib を使用（または、VUM を使用していた場合は
v129-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib）

2. Cisco UCS をリリース 2.0 にアップグレードします。
3. VMware 用 VM-FEX にはカスタム .vib ファイルを必要とする Cisco VM-FEX ドライバが含まれ
ているので、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を含むカスタム ESX インストー
ル可能 ISO ファイルを作成します。このカスタム ESX インストール可能 ISO ファイルは、ESXi
5.0 ホスト アップグレードの一部としてインストールされます。
4. ホストを ESXi 5.0 にアップグレードし、カスタム ESX インストール可能 ISO ファイルをイン
ストールします。

手順の詳細
ステップ 1

Cisco UCS をリリース 1.4 にアップグレードし、ESX または ESXi ホストを次のいずれかのリリースにアッ
プグレードします。
•

◦ Release 4.0, Update 3、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル v130-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib
使用（または、VUM を使用していた場合は v129-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib）
◦ Release 4.1, Update 1、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル v130-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib
を使用（または、VUM を使用していた場合は v129-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib）

詳細については、ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update 1 および互換性のある
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレード, （13 ページ）を参照して
ください。
ステップ 2

Cisco UCS をリリース 2.0 にアップグレードします。
詳細については、『Upgrading Cisco UCS from Release 1.4 to Release 2.0』を参照してください。

ステップ 3

VMware 用 VM-FEX にはカスタム .vib ファイルを必要とする Cisco VM-FEX ドライバが含まれているの
で、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を含むカスタム ESX インストール可能 ISO ファイル
を作成します。このカスタム ESX インストール可能 ISO ファイルは、ESXi 5.0 ホスト アップグレードの
一部としてインストールされます。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESXi 5.0 から ESXi 5.1 および互換性ある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へのホストのアッ
プグレード

詳細については、VMware の vSphere 5.0 用『vSphere Upgrade』マニュアルの「Upgrading Hosts That Have
Third-Party Custom VIBs」のセクションを参照してください。
ステップ 4

ホストを ESXi 5.0 にアップグレードし、カスタム ESX インストール可能 ISO ファイルをインストールし
ます。
詳細については、VMware の vSphere 5.0 用『vSphere Upgrade』マニュアルを参照してください。
（注）

VUM を使用してホストを ESXi 5.0 にアップグレードすることもできます。詳細については、
VUM を使用した Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアップ
グレード, （13 ページ）および VMware のマニュアルを参照してください。

ESXi 5.0 から ESXi 5.1 および互換性ある Cisco VM-FEX ドラ
イバ ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレー
ド
互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を使用した ESXi 5.1 にホストをアッ
プグレードするには、CD、DVD、または USB ドライブから対話形式でのアップグレードを使用
するか、VMware vSphere Update Manager（VUM）を使用することができます（オンライン アップ
グレードとも呼びます）。

はじめる前に
ESXi 5.1 ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを /tmp ディレク
トリにコピーしておきます。使用すべき正しい Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを
特定するには、『Hardware and Software Interoperability Matrix for B Series Servers』を参照してくだ
さい。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESXi 5.0 から ESXi 5.1 および互換性ある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へのホストのアッ
プグレード

手順の概要
1. Cisco UCS をリリース 1.4 にアップグレードし、ESX または ESXi ホストを次のいずれかのリ
リースにアップグレードします。
•

◦ Release 4.0, Update 3、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル
v130-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib 使用（または、VUM を使用していた場合は
v129-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib）
◦ Release 4.1, Update 1、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル
v130-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib を使用（または、VUM を使用していた場合は
v129-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib）

2. Cisco UCS をリリース 2.0 にアップグレードします。
3. VMware 用 VM-FEX にはカスタム .vib ファイルを必要とする Cisco VM-FEX ドライバが含まれ
ているので、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を含むカスタム ESX インストー
ル可能 ISO ファイルを作成します。このカスタム ESX インストール可能 ISO ファイルは、ESXi
5.1 ホスト アップグレードの一部としてインストールされます。
4. ホストを ESXi 5.1 にアップグレードし、カスタム ESX インストール可能 ISO ファイルをイン
ストールします。

手順の詳細
ステップ 1

Cisco UCS をリリース 1.4 にアップグレードし、ESX または ESXi ホストを次のいずれかのリリースにアッ
プグレードします。
•

◦ Release 4.0, Update 3、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル v130-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib
使用（または、VUM を使用していた場合は v129-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib）
◦ Release 4.1, Update 1、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル v130-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib
を使用（または、VUM を使用していた場合は v129-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib）

詳細については、ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update 1 および互換性のある
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレード, （13 ページ）を参照して
ください。
ステップ 2

Cisco UCS をリリース 2.0 にアップグレードします。
詳細については、『Upgrading Cisco UCS from Release 1.4 to Release 2.0』を参照してください。

ステップ 3

VMware 用 VM-FEX にはカスタム .vib ファイルを必要とする Cisco VM-FEX ドライバが含まれているの
で、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を含むカスタム ESX インストール可能 ISO ファイル
を作成します。このカスタム ESX インストール可能 ISO ファイルは、ESXi 5.1 ホスト アップグレードの
一部としてインストールされます。
詳細については、VMware の vSphere 5.1 用『vSphere Upgrade』マニュアルの「Upgrading Hosts That Have
Third-Party Custom VIBs」のセクションを参照してください。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESXi 5.1 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルへのホストのアップグレード

ステップ 4

ホストを ESXi 5.1 にアップグレードし、カスタム ESX インストール可能 ISO ファイルをインストールし
ます。
詳細については、VMware の vSphere 5.1 用『vSphere Upgrade』マニュアルを参照してください。
（注）

VUM を使用してホストを ESXi 5.1 にアップグレードすることもできます。詳細については、
VUM を使用した Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアップ
グレード, （13 ページ）および VMware のマニュアルを参照してください。

ESXi 5.1 および互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフ
トウェア バンドルへのホストのアップグレード
互換性のある Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を使用した ESXi 5.1 にホストをアッ
プグレードするには、CD、DVD、または USB ドライブから対話形式でのアップグレードを使用
するか、VMware vSphere Update Manager（VUM）を使用することができます（オンライン アップ
グレードとも呼びます）。

はじめる前に
ESXi 5.1 ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを /tmp ディレク
トリにコピーしておきます。使用すべき正しい Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを
特定するには、『Hardware and Software Interoperability Matrix for B Series Servers』を参照してくだ
さい。

ステップ 1

Cisco UCS をリリース 1.4 にアップグレードし、ESX または ESXi ホストを次のいずれかのリリースにアッ
プグレードします。
•

◦ Release 4.0, Update 3、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル v130-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib
使用（または、VUM を使用していた場合は v129-4.2.1.1.4.0.0-1.20.1.vib）
◦ Release 4.1, Update 1、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル v130-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib
を使用（または、VUM を使用していた場合は v129-4.2.1.1.4.0.0-2.0.1.vib）

詳細については、ESX または ESXi 4.0, Update 3 か、ESX または ESXi 4.1, Update 1 および互換性のある
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル へのホストのアップグレード, （13 ページ）を参照して
ください。
ステップ 2

Cisco UCS をリリース 2.0 にアップグレードします。
詳細については、『Upgrading Cisco UCS from Release 1.4 to Release 2.0』を参照してください。

ステップ 3

VMware 用 VM-FEX には、カスタム .vib ファイルが必要な Cisco VEM があるため、 Cisco VM-FEX ドライ
バ ソフトウェア バンドル を含むカスタム ESX インストール可能 ISO ファイルを作成します。このカスタ
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESX または ESXi ホストにおける Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアッ
プグレード

ム ESX インストール可能 ISO ファイルは、ESXi 5.1 ホスト アップグレードの一部としてインストールさ
れます。
詳細については、VMware の vSphere 5.0 用『vSphere Upgrade』マニュアルの「Upgrading Hosts That Have
Third-Party Custom VIBs」のセクションを参照してください。
ステップ 4

ホストを ESXi 5.1 にアップグレードし、カスタム ESX インストール可能 ISO ファイルをインストールし
ます。
詳細については、VMware の vSphere 5.1 用『vSphere Upgrade』マニュアルを参照してください。
（注）

（注）

インストーラにより「DISTRIBUTED_VIRTUAL_SWITCH WARNING: Host contains DVS VIB(s)
that have no substitute on the ISO」という警告が表示された場合は、Enter キーを押して続行して
ください。
VUM を使用してホストを ESXi 5.1 にアップグレードすることもできます。詳細については、
VUM を使用した Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアップ
グレード, （13 ページ）および VMware のマニュアルを参照してください。
VUM を使用してアップグレードする場合、修復時は [Remove installed third-party software that is
incompatible with the upgrade, and continue with the remediation] チェックボックスをオンにして修
復を続行します。

ESX または ESXi ホストにおける Cisco VM-FEX ドライバ
ソフトウェア バンドル のインストールまたはアップグ
レード
ホスト上に Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をインストールするには、次の手順
に従います。

（注）

この手順は、VMware VUM を使用して実行することもできます。詳細は、「VUM を使用した
Cisco VM-FEX ドライバのインストールまたはアップグレード」およびVMwareのドキュメント
を参照してください。

はじめる前に
• ESX ホストまたは ESXi ホストのソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バン
ドルを /tmp ディレクトリにコピーしておきます。
使用している ESX または ESXi のバージョンと Cisco UCS リリースに合った正しい Cisco
VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルを決定するには、『Hardware and Software
Interoperability Matrix for B Series Servers』を参照してください。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESX または ESXi ホストにおける Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアッ
プグレード

手順の概要
1. ESX または ESXi ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をコ
ピーしたディレクトリに移動します。
2. ホストが ESXi Release 5 にある場合は、ステップ 3 に進みます。ホストが ESX または ESXi
Release 4.0 または 4.1 にある場合は、次のいずれかを実行します。
• このインストールまたはアップグレードをクライアントからリモートで行う場合は、ホス
トをメンテナンス モードにし、次の vihostupdate コマンドを入力します。
vihostupdate --install --bundle [path to desired offline Cisco VM-FEX Driver software bundle]
--server [vsphere host IP address]
• このインストールまたはアップグレードを ESX/ESXi ホストでローカルに実行する場合
は、各ホストに個別にログインし、/tmp ディレクトリで esxupdate コマンドを使用して、
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェアをインストールします。このコマンドは、ソフト
ウェアを手動でホストにロードして、カーネル モジュールをロードし、実行中のシステ
ム上で Cisco VM-FEX Driver Agent を起動します。
esxupdate --bundle [VMware offline update bundle] update
3. ホストが ESXi Release 5.0 にある場合は、次のいずれかを実行します。
• このインストールまたはアップグレードをクライアントからリモートで行う場合は、ホス
トをメンテナンス モードにし、次のように esxcli コマンドを入力します。
esxcli --server Server-IP-Address software vib install --viburl URL-Path-to-vib

• このインストールまたはアップグレードをホスト上でローカルに実行する場合は、各ホス
トに個別にログインし、/tmp ディレクトリで次のコマンドを入力します。
esxcli software vib install -v /vib-file

4. （任意） 次のコマンドを使用して、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインス
トールまたはアップグレードが ESX または ESXi 4.0、4.1、5.0 ホスト上で成功したことを確認
します。

手順の詳細
ステップ 1

ESX または ESXi ホスト ソフトウェアと Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をコピーした
ディレクトリに移動します。
例：
[root@serialport -]# cd tmp
[root@serialport tmp]#

ステップ 2

ホストが ESXi Release 5 にある場合は、ステップ 3 に進みます。ホストが ESX または ESXi Release 4.0 ま
たは 4.1 にある場合は、次のいずれかを実行します。
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESX または ESXi ホストにおける Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアッ
プグレード

• このインストールまたはアップグレードをクライアントからリモートで行う場合は、ホストをメンテ
ナンス モードにし、次の vihostupdate コマンドを入力します。
vihostupdate --install --bundle [path to desired offline Cisco VM-FEX Driver software bundle] --server [vsphere
host IP address]

例：

次の例は、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をリモートでインストールまたはアップグレー
ドする方法を示しています。
[root@serialport ~]# vihostupdate --install --bundle VEM400-201108405.zip
Enter username: root
Enter password:
Please wait patch installation is in progress ...
Host updated successfully.

--server 192.0.2.1

• このインストールまたはアップグレードを ESX/ESXi ホストでローカルに実行する場合は、各ホスト
に個別にログインし、/tmp ディレクトリで esxupdate コマンドを使用して、Cisco VM-FEX ドライバ
ソフトウェアをインストールします。このコマンドは、ソフトウェアを手動でホストにロードして、
カーネル モジュールをロードし、実行中のシステム上で Cisco VM-FEX Driver Agent を起動します。
esxupdate --bundle [VMware offline update bundle] update

例：

次の例は、ホスト上でローカルに Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をインストールまたは
アップグレードする方法を示しています。
~ # esxupdate -b cross_cisco-vem-v132-4.2.1.1.4.1.0-1.20.4.vib update
cross_cisco-vem-v132-4.2.1.1.4.1.0-1.20.4.vib
############################################################################################ [100%]
Unpacking cross_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-1.20.4.vib
############################################################################################ [100%]
Installing packages :cross_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-1.2..
############################################################################################ [100%]
Running [/usr/sbin/vmkmod-install.sh]...
ok.

ステップ 3

ホストが ESXi Release 5.0 にある場合は、次のいずれかを実行します。
• このインストールまたはアップグレードをクライアントからリモートで行う場合は、ホストをメンテ
ナンス モードにし、次のように esxcli コマンドを入力します。
esxcli --server Server-IP-Address software vib install --viburl URL-Path-to-vib

例：
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
ESX または ESXi ホストにおける Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアッ
プグレード

次の例は、このインストールまたはアップグレードをクライアントからリモートで実行する方法を示して
います。
# esxcli --server 30.20.41.197 software vib install --viburl
http://192.0.2.1/cross_cisco-vem-v132-4.2.1.1.4.1.0-3.0.4.vib
Enter username: root
Enter password:
Installation Result
Message: Operation finished successfully.
Reboot Required: false
VIBs Installed: Cisco_bootbank_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-3.0.4
VIBs Removed:
VIBs Skipped:

• このインストールまたはアップグレードをホスト上でローカルに実行する場合は、各ホストに個別に
ログインし、/tmp ディレクトリで次のコマンドを入力します。
esxcli software vib install -v /vib-file

例：

次の例は、このインストールまたはアップグレードをホスト上でローカルに実行する方法を示していま
す。
# esxcli software vib install -v /cross_cisco-vem-v132-4.2.1.1.4.1.0-3.0.4.vib
Installation Result
Message: Operation finished successfully.
Reboot Required: false
VIBs Installed: Cisco_bootbank_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-3.0.4
VIBs Removed:
VIBs Skipped:

ステップ 4

（任意） 次のコマンドを使用して、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまた
はアップグレードが ESX または ESXi 4.0、4.1、5.0 ホスト上で成功したことを確認します。
esxcli software vib get | grep name
vmkload_mod -l |grep pts
例：

次の例は、 Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル のインストールまたはアップグレードが ESX
4.1 ホスト上で成功したことを確認する方法を示しています。
~ # esxupdate query --v |grep cisco
cross_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-2.0.4
2011-09-04T20:03:24.794110+00:00
~ # vmkload_mod -l |grep pts
mptsas
2
256
vem-v132-pts
0
132
~ #
#
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Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのインストール
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのアンインストール

Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドルのアンイン
ストール
ホストから Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をアンインストールするには、次の
手順に従います。使用するコマンドは、ホストからソフトウェアを削除し、カーネル モジュール
を削除し、実行システムで VEM Agent を停止します。

はじめる前に
• ホストがどの DVS にも属していないことを確認します。確認するには、次に示すアクティ
ブ ポートをすべて DVS から削除します。
• VMware カーネル NIC
• 仮想スイッチ インターフェイス
• 仮想 NIC
• セキュア シェル（SSH）を使用して ESX または ESXi ホストにリモートでログインしておき
ます。

手順の概要
1. ホストが ESXi リリース 5.0 にある場合は、ステップ 2 に進みます。ホストが ESX または ESXi
リリース 4.0 または 4.1 にある場合は、esxupdate remove -b VEM_name コマンドを使用して
Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をアンインストールします。
2. ESXi 5.0 ホストの場合は、esxcli software vib remove -n --maintenance-mode [Cisco VM-FEX
Driver bundle software name] コマンドを使用して Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バ
ンドル をアンインストールします。
3. ホストが ESXi リリース 5.0 にある場合は、ステップ 4 に進みます。ホストが ESX または ESXi
リリース 4.0 または 4.1 にある場合は、 esxupdate query --v |grep cisco コマンドの出力を確
認して、ソフトウェアが正常にアンインストールされたことを確認します。
4. ESXi 5.0 ホストの場合は、 esxcli software vib get | grep cisco コマンドの出力を確認して、ソフ
トウェアが正常にアンインストールされたことを確認します。
5. システムをリブートします。

手順の詳細
ステップ 1

ホストが ESXi リリース 5.0 にある場合は、ステップ 2 に進みます。ホストが ESX または ESXi リリース
4.0 または 4.1 にある場合は、esxupdate remove -b VEM_name コマンドを使用して Cisco VM-FEX ドライバ
ソフトウェア バンドル をアンインストールします。
例：
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次の例は、ESX または ESXi リリース 4.1 のホストから Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル
を削除する方法を示しています。
[root@serialport ~]# esxupdate remove -b cross_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-2.0.4
Removing cisco-vem-v132-esx
####################################################################################### [100%]
Running [/usr/sbin/vmkmod-install.sh]...
ok.
[root@serialport ~]# esxupdate query --v |grep cisco
cross_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-2.0.4
2011-09-05T09:04:51.096141-07:00
[root@serialport ~]#

ステップ 2

uninstalled

ESXi 5.0 ホストの場合は、esxcli software vib remove -n --maintenance-mode [Cisco VM-FEX Driver
bundle software name] コマンドを使用して Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル をアンインス
トールします。
例：

次の例は、ESXi リリース 5.0 のホストから Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル を削除する方
法を示しています。
# esxcli software vib remove --maintenance-mode -n cisco-vem-v132-esx
Removal Result
Message: Operation finished successfully.
Reboot Required: false
VIBs Installed:
VIBs Removed: Cisco_bootbank_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-3.0.4
VIBs Skipped:

ステップ 3

ホストが ESXi リリース 5.0 にある場合は、ステップ 4 に進みます。ホストが ESX または ESXi リリース
4.0 または 4.1 にある場合は、 esxupdate query --v |grep cisco コマンドの出力を確認して、ソフトウェ
アが正常にアンインストールされたことを確認します。
例：

次の例は、ESX または ESXi リリース 4.1 ホストで Cisco VM-FEX ドライバ ソフトウェア バンドル が正
常にアンインストールされたことを確認する方法を示しています。
[root@serialport ~]# esxupdate query --v |grep cisco
cross_cisco-vem-v132-esx_4.2.1.1.4.1.0-2.0.4
2011-09-05T09:04:51.096141-07:00
[root@serialport ~]#

ステップ 4

ESXi 5.0 ホストの場合は、 esxcli software vib get | grep cisco コマンドの出力を確認して、ソフトウェアが
正常にアンインストールされたことを確認します。
例：
~ # esxcli software vib get |grep cisco
~ #

ステップ 5

システムをリブートします。
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[Configure VMware Integration] ウィザードの
使用
• [Configure VMware Integration] ウィザードの概要, 27 ページ
• ウィザードでの VMware 統合の設定, 28 ページ

[Configure VMware Integration] ウィザードの概要
[Configure VMware Integration] ウィザードでは単一アクセスが提供され、Cisco UCS Manager に固
有の基本的な設定手順を実行できます。ウィザードでは、vCenter のすべての設定を対象としてい
るわけではありません。たとえば、データセンターが含まれる vCenter サーバ フォルダを含む DVS
構造は作成しません。vCenter サーバとデータセンターの間のフォルダが必要な場合は、このウィ
ザードを使用しないでください。
このウィザードを使用して、統合を完了するために VMware vCenter で実行する必要がある設定手
順を実行することはできません。
[Configure VMware Integration] ウィザードでは、次の設定手順を実行できます。
1 VMware vCenter への接続を確立するために vCenter 拡張ファイルをエクスポートします。
VMware vCenter で vCenter 拡張キーをプラグインとして登録する必要があります。この手順は
[Configure VMware Integration] ウィザードでは実行できません。
2 vCenter サーバ、データセンター、DVS フォルダ、および DVS を含む 1 つの VMware vCenter
Distributed Virtual Switch（DVS）の構造を定義します。
3 ポート プロファイルとプロファイル クライアントを定義します。
4 設定を VMware vCenter に適用します。
ウィザードで統合手順を完了したら、VMware vCenter にログインし、VM とポート プロファイル
を DVS に関連付ける必要があります。VMware vCenter では、ポート プロファイルはポート グ
ループとして表示されます。
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ウィザードでの VMware 統合の設定
このウィザードを使用したくない場合は、これらの各手順を個別に実行できます。

はじめる前に
[Configure VMware Integration] ウィザードを使用する前に、次の手順を実行します。
• VM-FEX の VMware ESX ホストを設定します。
• VM-FEX の VMware vCenter インスタンスを設定します。
• VM-FEX の証明書を設定します。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMware] をクリックします。
4. [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
5. [Actions] 領域で [Configure VMware Integration] をクリックします。
6. [Configure VMware Integration] ウィザードで、次の手順を実行します。

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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

[VMware] 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

[Actions] 領域で [Configure VMware Integration] をクリックします。

ステップ 6

[Configure VMware Integration] ウィザードで、次の手順を実行します。
• ページ 1：vCenter サーバへの接続の確立, （29 ページ）
• ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義, （30 ページ）
• ページ 3：ポート プロファイルの定義, （33 ページ）
• ページ 4：vCenter サーバへのポート プロファイルおよび設定の適用, （35 ページ）
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ページ 1：vCenter サーバへの接続の確立
この手順は、ウィザードでの VMware 統合の設定, （28 ページ）の手順に直接従います。 この手
順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して VMware vCenter への接続を確立す
る方法について説明します。
vCenter 拡張キー ファイルをすでにエクスポートおよび登録した場合は、このページを省略し、次
のページに進むことができます。

はじめる前に
カスタム拡張キーを使用する場合、この手順を実行する前に、（オプション）vCenter 拡張キーの
修正に従って拡張キーを変更する必要があります。

手順の概要
1. vCenter 拡張ファイルをエクスポートするには、次のいずれかをクリックします。
2. [Export vCenter Extension] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
3. ダウンロードされたファイルを VMware vCenter 上の場所にコピーします。
4. VMware vCenter で vCenter 拡張ファイルを登録します。
5. [Next] をクリックします。

手順の詳細
ステップ 1

vCenter 拡張ファイルをエクスポートするには、次のいずれかをクリックします。
オプション

説明

Export

VMware vCenter バージョン 4.0 アップデート 1 以降の場合。
単一の vCenter 拡張キー ファイルをエクスポートします。

Export Multiple

VMware vCenter バージョン 4.0 の場合。
9 つの vCenter 拡張キー ファイルをエクスポートします。

ステップ 2

[Export vCenter Extension] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Save Location] フィールドに、拡張ファイルを保存するディレクトリへのパスを入力します。
パスが不明である場合は、[...] ボタンをクリックして保存場所を参照します。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって拡張ファイルが生成され、指定の場所に保存されます。

ステップ 3

ダウンロードされたファイルを VMware vCenter 上の場所にコピーします。

ステップ 4

VMware vCenter で vCenter 拡張ファイルを登録します。
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詳細については、VMware vCenter での vCenter 拡張ファイルの登録と、[Configure VMware Integration] ウィ
ザードのこのページの指示を参照してください。
ステップ 5

[Next] をクリックします。

次の作業
ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義, （30 ページ）の手順を実行します。

ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義
この手順は、ページ 1：vCenter サーバへの接続の確立, （29 ページ）の手順の直後の手順です。
この手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して VMware vCenter で分散仮想
スイッチのコンポーネントを定義する方法について説明します。

手順の概要
1. [vCenter Server] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter への接続を定義しま
す。
2. [Datacenter] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter でデータセンターを作成
します。
3. [DVS Folder] 領域で、次のフィールドに値を入力して分散仮想スイッチを含むフォルダを
VMware vCenter で作成します。
4. [DVS] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter で分散仮想スイッチを作成し
ます。
5. [Next] をクリックします。

手順の詳細
ステップ 1

[vCenter Server] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter への接続を定義します。
名前

説明

[vCenter Server Name] フィールド

vCenter サーバのユーザ定義名。
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。
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名前

説明

[Description] フィールド

vCenter サーバの説明。
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。

ステップ 2

[vCenter Server Hostname or IP
Address] フィールド

vCenter サーバのホスト名または IP アドレス。

[vCenter Server Port] フィールド

vCenter の HTTP ポート番号を指定します。デフォルトのポート番号
80がデフォルトとしてこのフィールドに表示されます。通信はHTTPS
で行われますが、vCenter は HTTP ポートでパケットを受信します。
有効な範囲は 1 ～ 65355 です。

（注）

If you use a hostname rather than an IPv4 or IPv6 address, you
must configure a DNS server. If the Cisco UCS domain is not
registered with Cisco UCS Central or DNS management is set to
local, configure a DNS server in Cisco UCS Manager. If the Cisco
UCS domain is registered with Cisco UCS Central and DNS
management is set to global, configure a DNS server in Cisco UCS
Central.

[Datacenter] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter でデータセンターを作成します。
名前

説明

[vCenter Datacenter Name] フィール vCenter Datacenter の名前。
ド
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を除
く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッシュ）、>
（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

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。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。

ステップ 3

[DVS Folder] 領域で、次のフィールドに値を入力して分散仮想スイッチを含むフォルダを VMware vCenter
で作成します。
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名前

説明

[Folder Name] フィールド

Distributed Virtual Switch（DVS）を含むフォルダの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を除
く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッシュ）、>
（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

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。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。

ステップ 4

[DVS] 領域で、次のフィールドに値を入力して VMware vCenter で分散仮想スイッチを作成します。
名前

説明

[DVS Name] フィールド

DVS の名前。
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を除
く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックスラッ
シュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッシュ）、>
（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

DVS 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。

[DVS] フィールド

次のいずれかになります。
• disable
• イネーブル化
If you disable the DVS, Cisco UCS Manager does not push any configuration
changes related to the DVS to VMware vCenter.

ステップ 5

[Next] をクリックします。
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次の作業
ページ 3：ポート プロファイルの定義, （33 ページ）の手順を完了します。

ページ 3：ポート プロファイルの定義
この手順は、ページ 2：VMware vCenter 分散仮想スイッチの定義, （30 ページ）の手順の直後の
手順です。この手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して VMware vCenter
で分散仮想スイッチのコンポーネントを定義する方法について説明します。

手順の概要
1. [Port Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力してポート プロファイルを定義します。
2. [VLANs] 領域で次の作業を行い、ポート プロファイルに 1 つ以上の VLAN を割り当てます。
3. [Client Profile] 領域で次の作業を行い、ポート プロファイルのプロファイル クライアントを作
成します。
4. [Next] をクリックします。

手順の詳細
ステップ 1

[Port Profile] 領域で、次のフィールドに値を入力してポート プロファイルを定義します。
名前

説明

[Name] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 31 文字の ASCII 英数字を使用できます。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、および :（コロン）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。

[Description] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義の説明。
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。

[QoS Policy] ドロップダウン リス このポート プロファイルと関連付けられる Quality Of Service ポリ
ト
シー。
[Network Control Policy] ドロップ
ダウン リスト

このポート プロファイルと関連付けられるネットワーク制御ポリ
シー。
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名前

説明

[Max Ports] フィールド

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。

[Host Network IO Performance]
フィールド

次のいずれかになります。
• [None]：仮想マシンとの間のトラフィックは DVS をパススルー
します。
• [High Performance]：仮想マシンとの間のトラフィックは DVS と
ハイパーバイザをバイパスし、仮想マシンと仮想インターフェ
イス カード（VIC）アダプタに直接転送されます。

[Pin Group] ドロップダウン リスト このポート プロファイルと関連付けられるピン グループ。
[Type] フィールド

ポート プロファイルのタイプ。次のいずれかになります。
• [Regular] ：SCVMM 以外のすべてのポート プロファイルに使用
されます。KVM と VMware ハイパーバイザに対しては標準の
ポート プロファイルを選択します。
• [SLA Only] ：SCVMM にのみ使用されます。
（注）

ステップ 2

論理スイッチで使用されるポート プロファイル クライアン
トの場合、このフィールドは表示されません。

[VLANs] 領域で次の作業を行い、ポート プロファイルに 1 つ以上の VLAN を割り当てます。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルで使用する各 VLAN の適切な行のチェックボックスをオンにし
ます。
b) [Native VLAN] カラムで、ネイティブ VLAN として指定する VLAN の適切な行のオプション ボタンを
クリックします。

ステップ 3

[Client Profile] 領域で次の作業を行い、ポート プロファイルのプロファイル クライアントを作成します。
名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の ASCII 英数字を使用できます。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、および :（コロン）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。
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[Configure VMware Integration] ウィザードの使用
ページ 4：vCenter サーバへのポート プロファイルおよび設定の適用

名前

説明

[Description] フィールド

クライアン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。

ステップ 4

[Datacenter] ドロップダウン リス
ト

ドロップダウン リストからデータセンターを選択するか、このプロ
ファイル クライアントをすべてのデータセンターに適用する場合に
は [All] を選択します。

[Folder] ドロップダウン リスト

ドロップダウン リストからフォルダを選択するか、このプロファイ
ル クライアントをすべてのフォルダに適用する場合には [All] を選択
します。

[Distributed Virtual Switch] ドロッ
プダウン リスト

ドロップダウンリストから仮想スイッチを選択するか、このプロファ
イル クライアントをすべての仮想スイッチに適用する場合には [All]
を選択します。

[Next] をクリックします。

次の作業
VMware vCenter で仮想マシンの設定を完了します。

ページ 4：vCenter サーバへのポート プロファイルおよび設定の適用
この手順は、ページ 3：ポート プロファイルの定義, （33 ページ）の手順に続けて行います。 こ
の手順では、[Configure VMware Integration] ウィザードを使用して vCenter サーバにポート プロ
ファイルを適用する方法について説明します。

手順の概要
1. [Configure VMware Integration] ウィザードの該当するページのテキストを確認します。
2. [Finish] をクリックします。
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[Configure VMware Integration] ウィザードの使用
ページ 4：vCenter サーバへのポート プロファイルおよび設定の適用

手順の詳細
ステップ 1

[Configure VMware Integration] ウィザードの該当するページのテキストを確認します。

ステップ 2

[Finish] をクリックします。
vCenter サーバに接続し、指定された DVS を作成し、ポート プロファイルを適用します。

次の作業
VMware vCenter で、VM とポート プロファイルを DVS に関連付けます。 VMware vCenter では、
ポート プロファイルはポート グループとして表示されます。
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Cisco UCS Manager の VMware vCenter への接
続
• 拡張キーを使用した接続, 37 ページ
• （オプション）vCenter 拡張キーの修正, 37 ページ
• Cisco UCS Manager からの vCenter 拡張ファイルのエクスポート, 38 ページ
• VMware vCenter での vCenter 拡張ファイルの登録, 39 ページ
• （オプション）VM-FEX の証明書の設定, 40 ページ

拡張キーを使用した接続
（オプション）vCenter 拡張キーの修正
デフォルトの ID よりもわかりやすい文字列に vCenter 拡張キーを変更することがきます。これに
より、システムの識別がより容易になります。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMWare] をクリックします。
4. [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
5. [Actions] 領域で [Modify Extension Key] をクリックします。
6. [Modify Extension Key] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
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Cisco UCS Manager の VMware vCenter への接続
Cisco UCS Manager からの vCenter 拡張ファイルのエクスポート

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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

[VMWare] 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

[Actions] 領域で [Modify Extension Key] をクリックします。

ステップ 6

[Modify Extension Key] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Key] フィールドで、必要に応じてキーを修正します。
vCenter 拡張キーに使用できる最大文字数は 33 文字です。これらの文字には、英数字またはハイフン
を使用できます。その他の文字やスペースは拡張キーには使用できません。
b) [OK] をクリックします。

次の作業
Cisco UCS Manager から 1 つまたは複数の vCenter 拡張ファイルをエクスポートします。

Cisco UCS Manager からの vCenter 拡張ファイルのエクス
ポート
使用している VMware vCenter のバージョンによって、1 つの拡張ファイルまたは 9 つの拡張ファ
イルの集合を生成できます。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMWare] をクリックします。
4. [Work] ペインで、[General] タブをクリックします。
5. [Actions] 領域で、次のリンクのいずれかをクリックします。
6. [Export vCenter Extension] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
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Cisco UCS Manager の VMware vCenter への接続
VMware vCenter での vCenter 拡張ファイルの登録

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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

[VMWare] 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

[Actions] 領域で、次のリンクのいずれかをクリックします。

ステップ 6

オプション

説明

Export vCenter Extension

vCenter Version 4.0 Update 1 以降の場合。

Export Multiple vCenter Extensions

vCenter Version 4.0 の場合

[Export vCenter Extension] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Save Location] フィールドに、拡張ファイルを保存するディレクトリへのパスを入力します。
パスが不明である場合は、[...] ボタンをクリックして保存場所を参照します。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager によって拡張ファイルが生成され、指定の場所に保存されます。

次の作業
VMware vCenter に vCenter 拡張ファイルを登録します。

VMware vCenter での vCenter 拡張ファイルの登録
VMware vCenter では、vCenter 拡張ファイルはプラグインと呼ばれます。

はじめる前に
Cisco UCS Manager から vCenter 拡張ファイルをエクスポートします。エクスポートされた vCenter
拡張ファイルは、VMware vCenter からアクセス可能な場所に保存されるようにしてください。
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Cisco UCS Manager の VMware vCenter への接続
（オプション）VM-FEX の証明書の設定

手順の概要
1. VMware vCenter で、[Plug-ins] > [Manage Plug-ins] を選択します。
2. [Plug-in Manager] ダイアログボックスで、[Available Plug-ins] セクションの下の空いているス
ペースを右クリックし、[New Plug-in] をクリックします。
3. [Browse] をクリックし、vCenter 拡張ファイルが保存されている場所に移動します。
4. vCenter 拡張ファイルをクリックし、[Open] をクリックします。
5. [Register Plug-in] をクリックします。
6. [Security Warning] ダイアログボックスが表示されたら、[Ignore] をクリックします。
7. [OK] をクリックします。

手順の詳細
ステップ 1

VMware vCenter で、[Plug-ins] > [Manage Plug-ins] を選択します。

ステップ 2

[Plug-in Manager] ダイアログボックスで、[Available Plug-ins] セクションの下の空いているスペースを右ク
リックし、[New Plug-in] をクリックします。

ステップ 3

[Browse] をクリックし、vCenter 拡張ファイルが保存されている場所に移動します。

ステップ 4

vCenter 拡張ファイルをクリックし、[Open] をクリックします。

ステップ 5

[Register Plug-in] をクリックします。

ステップ 6

[Security Warning] ダイアログボックスが表示されたら、[Ignore] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
vCenter 拡張ファイルが使用可能な VMware vCenter プラグインとして登録されます。プラグインをインス
トールする必要はありません。代わりに、使用可能な状態のままにしておきます。複数の vCenter 拡張ファ
イルを登録している場合は、すべてのファイルが登録されるまでこの手順を繰り返します。

（オプション）VM-FEX の証明書の設定
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Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
• 分散仮想スイッチ, 41 ページ
• Cisco UCS Manager における DVS 作成の概要, 41 ページ
• 分散仮想スイッチの設定, 42 ページ
• 分散仮想スイッチの管理, 46 ページ

分散仮想スイッチ
Cisco UCS 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。

Cisco UCS Manager における DVS 作成の概要
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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Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
分散仮想スイッチの設定

分散仮想スイッチの設定
はじめる前に
You must first create a datacenter in VMware vCenter. Do not create the folder inside the datacenter or the
DVS in VMware vCenter.

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMWare] ノードを右クリックし、[Configure vCenter] を選択します。
4. [Configure vCenter] ページで、次の手順を実行します。
5. [Create Folder] ページで、次のいずれかをクリックします。
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。
7. [Create Datacenter] ページで、次の手順を実行します。
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。
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。
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。

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

[All] ノードの順に展開します。

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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使
用できません。
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分散仮想スイッチの設定

名前

説明

[Description] 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。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。

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。
オプション

説明

Next

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。

Add

[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。

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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。
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分散仮想スイッチの設定

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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使
用できません。
The datacenter name that you specify in Cisco UCS Manager must match
the name of the datacenter previously created in VMware vCenter.

[Description] 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。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。

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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。
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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) [Create Distributed Virtual 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。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。

[Admin State] フィールド

次のいずれかになります。
• イネーブル
• [Disabled]
If you disable the DVS, Cisco UCS Manager does not push any
configuration changes related to the DVS to VMware vCenter.

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。
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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。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [VMWare] ノードを展開します。
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。
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。
5. [Create Datacenter] ページで、次の手順を実行します。
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。
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。
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。

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

[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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使
用できません。
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名前

説明

[Description] 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。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。

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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使
用できません。
The datacenter name that you specify in Cisco UCS Manager must match
the name of the datacenter previously created in VMware vCenter.

[Description] 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。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。

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。
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。
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名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。

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) [Create Distributed Virtual 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。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。
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名前

説明

[Admin State] フィールド

次のいずれかになります。
• イネーブル
• [Disabled]
If you disable the DVS, Cisco UCS Manager does not push any
configuration changes related to the DVS to VMware vCenter.

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
You must first create a datacenter in VMware vCenter. Do not create the folder inside the datacenter or the
DVS in VMware vCenter.

（注）

VMware vCenter には、DVS あたり 8192 vDS ポートというデフォルトの制限があります。Cisco
UCS Manager にも、DVS あたり 4096 ポートの制限があります。Cisco UCS Manager の 4096 の
制限に到達した場合、VMware vCenter 側では、実際には 5336 のポートが使用されます
（deleted-pg、uplink-pg、および自動的に作成されたその他のポート プロファイルを含む）。
残りのポートは、DVS にホストを追加することで使用できます。
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手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [VMWare] ノードを展開します。
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。
4. [Create Datacenter] ページで、次の手順を実行します。
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。
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。
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。

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

[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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）は使
用できません。
The datacenter name that you specify in Cisco UCS Manager must match
the name of the datacenter previously created in VMware vCenter.

[Description] 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。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。

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。
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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。
名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。

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) [Create Distributed Virtual 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。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。
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名前

説明

[Admin State] フィールド

次のいずれかになります。
• イネーブル
• [Disabled]
If you disable the DVS, Cisco UCS Manager does not push any
configuration changes related to the DVS to VMware vCenter.

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。

データセンターへのフォルダの追加
手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [VMWare] ノードを展開します。
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。
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。
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。
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。
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。

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

[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。
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名前

説明

[Name] フィールド

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。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。

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) [Create Distributed Virtual 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。
名前

説明

[Name] フィールド

分散仮想スイッチの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字を使用できます。スペースおよび次を
除く ASCII 文字を使用できます。`（アクセント）、\（バックス
ラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、/（スラッ
シュ）、>（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

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。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。
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名前

説明

[Admin State] フィールド

次のいずれかになります。
• イネーブル
• [Disabled]
If you disable the DVS, Cisco UCS Manager does not push any
configuration changes related to the DVS to VMware vCenter.

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。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [VMWare] の順に展開します。
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。
4. フォルダを右クリックし、[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 [VM] をクリックします。

ステップ 2

[All] > [VMWare] の順に展開します。

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

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。

Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware リリース 3.2 GUI コンフィギュレーション ガイド
54

Cisco UCS での分散仮想スイッチの設定
データセンターの削除

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、Cisco UCS Manager 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。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [VMWare] の順に展開します。
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。
4. データセンターを右クリックし、[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 [VM] をクリックします。

ステップ 2

[All] > [VMWare] の順に展開します。

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

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。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [VMWare] の順に展開します。
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。
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。
5. フォルダを右クリックし、[Delete] を選択します。
6. 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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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

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

[All] > [VMWare] の順に展開します。

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

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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ポート プロファイルの設定
• ポート プロファイル, 57 ページ
• ポート プロファイルの作成, 58 ページ
• ポート プロファイルの VLAN の修正, 60 ページ
• ポート プロファイル用ネイティブ VLAN の変更, 61 ページ
• ポート プロファイルへの VLAN の追加, 61 ページ
• ポート プロファイルからの VLAN の削除, 62 ページ
• ポート プロファイルの削除, 62 ページ
• ポート プロファイル クライアント, 63 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。
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの作成

ポート プロファイルの作成
手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [Port Profiles] ノードを右クリックし、[Create Port Profile] を選択します。
4. [Create Port Profile] 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。
5. [VLANs] 領域で、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。

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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

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

ステップ 4

[Create Port Profile] 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

ポート プロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 31 文字の ASCII 英数字を使用できます。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、および :（コロン）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。

[Description] フィールド

ポート プロファイルのユーザ定義の説明。
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。

[QoS Policy] ドロップダウン リス このポート プロファイルと関連付けられる Quality Of Service ポリ
ト
シー。
[Network Control Policy] ドロップ
ダウン リスト

このポート プロファイルと関連付けられるネットワーク制御ポリ
シー。

[Max Ports] フィールド

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。
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの作成

名前

説明

[Host Network IO Performance]
フィールド

次のいずれかになります。
• [None]：仮想マシンとの間のトラフィックは DVS をパススルー
します。
• [High Performance]：仮想マシンとの間のトラフィックは DVS と
ハイパーバイザをバイパスし、仮想マシンと仮想インターフェ
イス カード（VIC）アダプタに直接転送されます。

[Pin Group] ドロップダウン リスト このポート プロファイルと関連付けられるピン グループ。
[Type] フィールド

ポート プロファイルのタイプ。次のいずれかになります。
• [Regular] ：SCVMM 以外のすべてのポート プロファイルに使用
されます。KVM と VMware ハイパーバイザに対しては標準の
ポート プロファイルを選択します。
• [SLA Only] ：SCVMM にのみ使用されます。
（注）

ステップ 5

ステップ 6

論理スイッチで使用されるポート プロファイル クライアン
トの場合、このフィールドは表示されません。

[VLANs] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
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。

[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。

[OK] をクリックします。
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイルの VLAN の修正

ポート プロファイルの VLAN の修正
手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. VLAN を修正するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。
4. [Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の項目を 1 つ以上変更します。
5. [OK] 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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

VLAN を修正するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の項目を 1 つ以上変更します。
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）

ステップ 5

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。

[OK] をクリックします。
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ポート プロファイルの設定
ポート プロファイル用ネイティブ VLAN の変更

ポート プロファイル用ネイティブ VLAN の変更
手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. ネイティブ VLAN を変更するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択し
ます。
4. [Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

ネイティブ VLAN を変更するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Native VLAN] カラムで、ネイティブ VLAN にする VLAN の行のオプション ボタンをクリックしま
す。
b) [OK] をクリックします。

ポート プロファイルへの VLAN の追加
手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. VLAN を追加するポート プロファイルを右クリックして、[Modify VLANs] を選択します
4. [Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

VLAN を追加するポート プロファイルを右クリックして、[Modify VLANs] を選択します

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
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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

a) [Select] カラムで、ポート プロファイルに追加する VLAN のローにあるチェックボックスをオンにしま
す。
b) （任意） この VLAN をネイティブ VLAN にするには、[Native VLAN] カラムのオプション ボタンを
クリックします。
c) [OK] をクリックします。

ポート プロファイルからの VLAN の削除
次の手順に従って、ポート プロファイルから VLAN の削除や、ネイティブ VLAN として割り当
てた VLAN の変更ができます。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. VLAN を削除するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。
4. [Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

VLAN を削除するポート プロファイルを右クリックし、[Modify VLANs] を選択します。

ステップ 4

[Modify VLANs] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Select] カラムで、ポート プロファイルから削除する VLAN の行にあるチェックボックスをオフにしま
す。
b) （任意） 異なる VLAN の [Native VLAN] カラムのオプション ボタンをクリックすることで、ネイティ
ブ VLAN を異なる VLAN に変更できます。
c) [OK] をクリックします。

ポート プロファイルの削除
You cannot delete a port profile if a VM is actively using that 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 クライアント

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. 削除するポート プロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。
4. 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。
5. [OK] 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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

削除するポート プロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 4

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 5

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager はポート プロファイルと、そのすべてのアソシエーションを削除します。

ポート プロファイル クライアント
プロファイル クライアントの作成
プロファイル クライアントを作成できます。

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. プロファイル クライアントを作成するポート プロファイルを右クリックし、[Create Profile
Client] を選択します。
4. [Create Profile Client] 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。
5. [OK] をクリックします。
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ポート プロファイルの設定
プロファイル クライアントの変更

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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを作成するポート プロファイルを右クリックし、[Create Profile Client] を選択
します。

ステップ 4

[Create Profile Client] 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

プロファイル クライアントのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の ASCII 英数字を使用できます。-（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、および :（コロン）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。

[Description] フィールド

クライアン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。

ステップ 5

[Datacenter] ドロップダウン リス
ト

ドロップダウン リストからデータセンターを選択するか、このプロ
ファイル クライアントをすべてのデータセンターに適用する場合に
は [All] を選択します。

[Folder] ドロップダウン リスト

ドロップダウン リストからフォルダを選択するか、このプロファイ
ル クライアントをすべてのフォルダに適用する場合には [All] を選択
します。

[Distributed Virtual Switch] ドロッ
プダウン リスト

ドロップダウンリストから仮想スイッチを選択するか、このプロファ
イル クライアントをすべての仮想スイッチに適用する場合には [All]
を選択します。

[OK] をクリックします。

プロファイル クライアントの変更
プロファイル クライアントを変更できます。

Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware リリース 3.2 GUI コンフィギュレーション ガイド
64

ポート プロファイルの設定
プロファイル クライアントの変更

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. プロファイル クライアントを変更するポート プロファイルをクリックします。
4. [Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。
5. 変更するプロファイル クライアントを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。
6. プロファイル クライアントのナビゲータで、次に示す 1 つ以上のフィールドの値を変更しま
す。
7. [OK] 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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを変更するポート プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。

ステップ 5

変更するプロファイル クライアントを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 6

プロファイル クライアントのナビゲータで、次に示す 1 つ以上のフィールドの値を変更します。
名前

説明

[Name] フィールド

プロファイル クライアントのユーザ定義名。

[Description] フィールド

クライアン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。

ステップ 7

[Datacenter] フィールド

適切なデータセンターを選択するために使用される正規表現。

[Folder] フィールド

適切なデータセンター フォルダを選択するために使用される正規表
現。

[Distributed Virtual Switch] フィー
ルド

適切な仮想スイッチを選択するために使用される正規表現。

[OK] をクリックします。
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ポート プロファイルの設定
プロファイル クライアントの削除

プロファイル クライアントの削除
You cannot delete a port profile client if a VM is actively using the port profile with which the client is
associated.

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] > [Port Profiles] の順に展開します。
3. プロファイル クライアントを削除するポート プロファイルをクリックします。
4. [Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。
5. 削除するプロファイル クライアントを右クリックし、[Delete] を選択します。
6. 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。
7. [Save Changes] 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

[All] > [Port Profiles] の順に展開します。

ステップ 3

プロファイル クライアントを削除するポート プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Profile Clients] タブをクリックします。

ステップ 5

削除するプロファイル クライアントを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 6

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 7

[Save Changes] をクリックします。
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分散仮想スイッチの保留中の削除の管理
• 分散仮想スイッチの保留中の削除, 67 ページ
• 保留中の削除の表示, 68 ページ
• 保留中の削除のプロパティの変更, 68 ページ
• 保留中の削除の削除, 69 ページ

分散仮想スイッチの保留中の削除
明示的に、あるいは階層内の親オブジェクトを削除して、Cisco UCS Manager から分散仮想スイッ
チ（DVS）を削除すると、Cisco UCS Manager は VMware vCenter との接続を開始し、DVS の削除
プロセスを開始します。DVS が VMware vCenter から正常に削除されるまで、Cisco UCS Manager
は DVS を保留中の削除リストに入れておきます。
ただし、次のように特殊な状況が発生すると、Cisco UCS Manager は VMware vCenter から DVS を
正常に削除できません。
• VMware vCenter データベースが破損した。
• VMware vCenter がアンインストールされた。
• VMware vCenter の IP アドレスが変更された。
DVS を VMware vCenter から正常に削除できない場合、Cisco UCS Manager で保留中の削除が削除
されるか、VMware vCenter から DVS が正常に削除されるよう、保留中の削除のプロパティが変
更されるまで、DVS は保留中の削除リストに残されます。保留中の削除を削除すると、DVS は
Cisco UCS Manager から削除されますが、VMware vCenter からは削除されません。DVS が VMware
vCenter に残っている場合、DVS を手動で削除する必要があります。
Cisco UCS Manager では、保留中の削除リストの表示、保留中の削除の削除、または保留中の削除
のプロパティの変更ができます。たとえば、保留中の削除の VMware vCenter IP アドレスを修正す
ると、Cisco UCS Manager は接続を開始して、VMware vCenter から DVS を正常に削除できるよう
になります。Cisco UCS Manager からの DVS の削除を取り消すことはできません。
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保留中の削除の表示
手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMWare] をクリックします。
4. [Work] ペインの [Deletion Tasks] 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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Deletion Tasks] タブをクリックします。

保留中の削除のプロパティの変更
You can change the properties of a pending deletion, if necessary, to ensure that Cisco UCS Manager can
successfully initiate a connection and delete the DVS from VMware vCenter.

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMWare] をクリックします。
4. [Work] ペインの [Deletion Tasks] タブをクリックします。
5. プロパティを変更する保留中の削除をクリックします。
6. 保留中の削除を右クリックし、[Show Navigator] を選択します。
7. [Properties] ダイアログボックスで、次のプロパティを 1 つ以上変更して Cisco UCS Manager が
VMware vCenter に接続するようにします。
8. [OK] をクリックします。

Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware リリース 3.2 GUI コンフィギュレーション ガイド
68
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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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Deletion Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

プロパティを変更する保留中の削除をクリックします。

ステップ 6

保留中の削除を右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 7

[Properties] ダイアログボックスで、次のプロパティを 1 つ以上変更して Cisco UCS Manager が VMware
vCenter に接続するようにします。

ステップ 8

名前

説明

[Hostname] フィールド

データセンターが存在するホスト。

[Datacenter] フィールド

データセンターの名前。

[Protocol] フィールド

データセンターのプロトコル。

[Folder] フィールド

削除するフォルダ。

[OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager が VMware vCenter と接続し、DVS を削除しようとします。

保留中の削除の削除
When you delete a pending deletion, the DVS is deleted from Cisco UCS Manager but is not deleted from
VMware vCenter. If the DVS remains in VMware vCenter, you must delete the DVS manually.

手順の概要
1. [Navigation] ペインで [VM] をクリックします。
2. [All] ノードの順に展開します。
3. [VMWare] をクリックします。
4. [Work] ペインの [Deletion Tasks] タブをクリックします。
5. 削除する保留中の削除をクリックします。
6. 保留中の削除を右クリックし、[Delete] を選択します。
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。
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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

[All] ノードの順に展開します。

ステップ 3

[VMWare] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Deletion Tasks] タブをクリックします。

ステップ 5

削除する保留中の削除をクリックします。

ステップ 6

保留中の削除を右クリックし、[Delete] を選択します。

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。
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