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要約
この 10 年間でデータセンターは大きな変化を遂げてきましたが、その中で最も重要なものは、サーバの仮想化がほとん
どの企業の主要なコンピューティング プラットフォームとして幅広く導入されたことです。柔軟性、導入のスピード、管理容
易性、移植性、および高いリソース使用率が評価された結果、多くの企業が可能な限りすべての環境を仮想的に導入する
「仮想優先」スタンスを採用しています。仮想化のメリットは明白ですが、仮想環境の急増は仮想化されたコンピューティン
グ プラットフォームで実現されるものと同レベルの簡易性、柔軟性、および迅速な導入を他のテクノロジー スタックでは提
供できないことを物語っています。特に、ネットワーキング システムとストレージ システムは、ハイパーバイザや仮想サー
バのように俊敏であることを厳しく監視されるようになりました。シスコは、Cisco Unified Computing System（Cisco
UCS）製品ラインを使用して、仮想化されたコンピューティング プラットフォーム（統合ネットワーキング機能を含む）の迅速
な導入と容易な管理を実現する強力なソリューションを提供しています。今では、Cisco HyperFlex を導入することによ
り、同様の機能強化が、仮想化されたサーバとハイパーコンバージド ストレージの市場にもたらされます。
Cisco HyperFlex システムは、Cisco HX シリーズ x86 サーバおよび統合ネットワーキング テクノロジーと Cisco
UCS ファブリック インターコネクトを組み合わせた Cisco UCS プラットフォームと一緒に、VMware 製の業界をリードす
る仮想化ハイパーバイザ ソフトウェアおよび新しいソフトウェア定義型ストレージ テクノロジーを使用して開発されました。
この組み合わせにより、ゲスト仮想マシン（VM）接続用のネットワーク接続と、専用のコンポーネントの代わりに Cisco
UCS x86 サーバを使用した VM を収容するための分散ストレージも提供する仮想化プラットフォームが構築されます。
新しく開発されたログ ベースのファイルシステムのユニークなストレージ機能は、全フラッシュ ベース ストレージ システ
ムを購入することなく、VM の迅速なクローニング、従来のパフォーマンス ペナルティのないスナップショット、およびデー
タの重複排除と圧縮を可能にします。ソリューションの設定、導入、管理、および監視タスクのすべてを Cisco UCS
Manager や VMware vCenter などの Cisco UCS および VMware 用の既存のツールで実行できます。この高度な
テクノロジー スタックと、単一でシンプルかつ迅速に導入可能なソリューションとの強力な結び付きによって、Cisco
HyperFlex は、最新データセンター向けに、真の意味で第二世代ハイパーコンバージド プラットフォームとなります。

ソリューションの概要
はじめに
Cisco HyperFlex システムは、一連の Cisco UCS HX シリーズ x86 ラックマウント サーバにおけるハイパーバイザ
ホスト、ネットワーク接続、および仮想サーバ ストレージを使用した、多目的の仮想化サーバ プラットフォームを提供しま
す。従来のデータセンターの導入は、エンドポイントを接続してイーサネット ネットワーク トラフィックを転送するネットワー
ク スイッチや、独自のストレージ アレイ ネットワーク（SAN）を介してブロック ベースのストレージ デバイスを提供する
ファイバ チャネル（FC）ストレージ アレイなど、それぞれ別個の専門的機能を実行する異種混合のテクノロジーに依存し
ていました。このようなシステムのそれぞれが、ハードウェア、接続、管理ツール、運用知識、モニタリング、および継続的
サポートに関する独自の要件を持っていました。従来の仮想サーバ環境は、関連するソフトウェア ツールやサポート ス
タッフとともに、単一のテクノロジーだけが動作するサイロ内で運用されていました。サイロの多くは、x86 コンピューティン
グ ハードウェア、それらの x86 サーバ、SAN 接続、およびストレージ デバイス プレゼンテーションのネットワーキング
接続、ハイパーバイザ、仮想プラットフォーム管理、およびゲスト VM 自体とそのオペレーティング システムおよびアプリ
ケーションで分かれていました。このモデルは、柔軟性に乏しく、ナビゲートが困難で、さまざまな運用非効率性の影響を受
けやすいことが判明しています。
最新の俊敏性に優れたデータセンターのニーズを満たすために、コンバージド アーキテクチャと呼ばれる新しいモデルが
幅広い支持を得ました。コンバージド アーキテクチャは、事前定義済み、テスト済み、および検証済みの設計で連動する
ように意図された単一の環境にさまざまなテクノロジーを融合させることにより、従来のサイロ化されたアーキテクチャに
取って代わろうとしています。コンバージド アーキテクチャの主要コンポーネントは、x86 ラック サーバおよびブレード
サーバと、Cisco UCS プラットフォームから提供されるコンバージド イーサネットおよびファイバ チャネル ネットワーキン
グの革新的な組み合わせです。コンバージド アーキテクチャは、Cisco UCS だけでなく、従来の環境の導入の難点を克
服し、はるかに迅速に導入を実現するための新しい導入ツール、管理ソフトウェア スイート、自動化プロセス、およびオー
ケストレーション ツールも活用します。これらの新しいツールは、ビジネス ニーズに基づくワークロードの迅速な導入に
よって、システムの継続的な管理と運用に携わるスタッフの人数が少なくて済みようにし、かつ、最前線で、変わりやすい
ワークロード ニーズに適合するための柔軟性を提供し、可能な限り最高のパフォーマンスを実現します。シスコでは、
Cisco FlexPod、SmartStack、VersaStack、vBlock アーキテクチャなどの優れたソリューションを開発しながら、パート
ナーと一緒にこれらの分野で大きな成功を収めてきました。前進は見られていますが、これらのコンバージド アーキテク
チャでは、従来のテクノロジー スタックが、特に、ストレージ サブシステムに組み込まれているため、しばしば、複数の管
理者のチームで責任を分担する必要があります。コンバージド インフラストラクチャ アプローチの大きなメリットの一方で、
もっと単純なシステムであれば必要なワークロードを処理するのに十分なコンポーネントについて、それらを複雑に組み合
わせて使用しなければならないというデメリットもあります。
ストレージ マーケットプレイスの著しい変化によって、ソフトウェア定義型ストレージ（SDS）システムが登場しました。従来
の FC ストレージ アレイは、今でも、ファイバ チャネル調停ループ（FC-AL）ベースのコントローラおよびディスク シェル
フと最適化された特定用途向け集積回路（ASIC）の組み合わせなどの特殊なハードウェアのサブセット、読み取り/書き込
みデータ キャッシング モジュールおよびカードに加えて、アレイを動作させるための高度にカスタマイズされたソフトウェア
を利用しています。シリアル接続 SCSI（SAS）バス テクノロジーとその内在的なメリットの増加に伴い、ストレージ アレイ
ベンダーは社内のアーキテクチャを SAS に移行し始め、最近の x86 プロセッサ アーキテクチャの処理能力が大幅に
向上したことにより、カスタム ASIC がほとんど使用されなくなりました。ディスクの物理サイズが縮小したことにより、サー
バはアレイ自体と同じラック ユニット（RU）あたりのストレージ密度を実装するようになり、NAND ベースのフラッシュ メモ
リ ソリッド ステート ディスク（SSD）の急速な普及により、サーバは専用のキャッシング デバイスに匹敵する速度の入出
力（IO）デバイスにアクセスできるようになりました。サーバが市販の専用アレイに匹敵するストレージ デバイスとテクノロ
ジーを実装したことにより、残された主な差別化要因は、ストレージの割り当て、プレゼンテーション、および管理を提供す
るソフトウェアと、多くのベンダーが提供する高度な機能、ということになりました。このことが、ソフトウェア定義型ストレージ
の普及につながりました。この場合、ストレージ デバイスを備えた x86 サーバで実行されるソフトウェアが、1 つ以上の
ストレージ デバイスを、従来のアレイとほとんど変わらないストレージ アレイに効率的に変換します。いくらか予想外の展

開としては、市場の変化を察知し、過去に行ったような専用のハードウェアではなく、独自のソフトウェア機能から恩恵を得
ようとする、一部のメジャーなストレージ アレイ ベンダー自体がこの分野のパイオニアだったことです。
前述したように、一部の SDS システムの初期の使用によって、従来のストレージ アレイがコンバージド アーキテクチャ
に置き換えられただけです。このインフラストラクチャ アプローチでは、仮想サーバ ハイパーバイザ プラットフォームとは
別のストレージ システムが使用され、ソリューション プロバイダーによっては、別のネットワーク デバイスまで使用されま
す。仮想サーバをホストするサーバが、同じサーバ モデルで SDS 環境も提供するならば、この両方を同時に行って 2
つの機能を一緒にまとめることはできないだろうか。この考え方とリソースの組み合わせに対して、業界からハイパーコン
バージド インフラストラクチャという呼び名が与えられました。ハイパーコンバージド インフラストラクチャは、サーバのコン
ピューティング、メモリ、ハイパーバイザ、およびストレージ デバイスを仮想サーバの 1 つのモノリシック プラットフォーム
に融合します。ハイパーバイザを実行しているサーバが、仮想サーバを格納するためのソフトウェア定義型ストレージ リ
ソースも提供し、仮想マシンがそれ自体に効率的に格納されるため、別のストレージ システムが必要ありません。ハイ
パーコンバージド インフラストラクチャは、高度に自己完結しており、簡単に使用でき、導入が容易で、価格も手ごろである
うえ、柔軟かつ高性能なものです。Cisco UCS から提供されるコンピューティング リソースおよびネットワーク リソースの
コンバージェンスと新しいハイパーコンバージド ストレージ ソフトウェアを組み合わせることにより、Cisco HyperFlex シ
ステムは、仮想環境全体を実行するためのコンピューティング リソース、ネットワーク接続、ストレージ、およびハイパーバ
イザ プラットフォームのすべてを 1 つのシステムで提供します。

対象読者
このドキュメントの対象読者には、セールス エンジニア、フィールド コンサルタント、プロフェッショナル サービス、IT マネー
ジャ、パートナー エンジニアリング、および Cisco HyperFlex システムを導入しているお客様が含まれますが、これらに限
定されません。必要に応じて外部参照が提示されますが、読者は、VMware 固有のテクノロジー、インフラストラクチャの概
念、ネットワーキング接続、およびお客様のインストールのセキュリティ ポリシーに精通していることが求められます。

このマニュアルの目的
このドキュメントでは、Cisco HyperFlex システムの導入、設定、および管理に必要な手順について説明します。このド
キュメントは、特定のソフトウェア、ハードウェア、およびファームウェアのリビジョンを使用した既知のベスト プラクティスに
基づいています。したがって、推奨事項とベスト プラクティスは今後のバージョンで修正される可能性があります。このド
キュメントでは、標準的なお客様のデータセンター環境における 1 つの 8 ノード Cisco HyperFlex クラスタと 4+4 ハ
イブリッド Cisco HyperFlex クラスタのインストールと設定を紹介します。このドキュメントの読者は、使用製品のインス
トールと設定に関する十分な知識があることが求められますが、このソリューションの導入にとって重要な設定の詳細がこ
の CVD で提供されます。

ソリューションの概要
Cisco HyperFlex システムは、コンピューティング リソースとメモリ リソース、統合されたネットワーキング接続、VM スト
レージ用の分散高性能ログ ベース ファイルシステム、および仮想化されたサーバを実行するためのハイパーバイザ ソフ
トウェアがすべて単一の Cisco UCS Manager ドメイン内に存在する、完全組み込み型仮想サーバ プラットフォームを
提供します。

図 1.

HyperFlex システムの概要

Cisco HyperFlex システムのコンポーネントを以下に示します。
•

Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト

•

Cisco HyperFlex HX220c M4S または HX240c M4SX ラックマウント サーバ

•

Cisco HX Data Platform ソフトウェア

•

VMware vSphere ESXi Hypervisor

•

VMware vCenter Server（エンドユーザ支給）

その他のコンピューティング専用リソースのオプション コンポーネントは次のとおりです。
•

Cisco UCS 5108 シャーシ

•

Cisco UCS 2204XP ファブリック エクステンダ

•

Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバ

図 2.

Cisco HyperFlex システム

テクノロジーの概要
Cisco Unified Computing System
Cisco Unified Computing System は、コンピューティング、ネットワーク、およびストレージ アクセスを統合する次世代
のデータセンター プラットフォームです。仮想環境向けに最適化されたこのプラットフォームは、オープンな業界標準テクノ
ロジーを使用して設計されており、総所有コスト（TCO）を削減し、ビジネスの俊敏性を高めることを目的とします。このシス
テムは、低遅延のロスレス 10 ギガビット イーサネット ユニファイド ネットワーク ファブリックと、エンタープライズクラス
の x86 アーキテクチャ サーバを統合します。また、すべてのリソースが単一の管理ドメインに参加する統合型のスケー
ラブルなマルチシャーシ プラットフォームです。
Cisco Unified Computing System のメイン コンポーネントは次のとおりです。
•

コンピューティング：このシステムは、Intel Xeon プロセッサをベースとするラックマウント サーバとブレード サー
バが組み込まれたコンピューティング システムの一新されたクラスに基づいています。

•

ネットワーク：このシステムは低遅延でロスレスの 10 Gbps ユニファイド ネットワーク ファブリックで統合されて
います。このネットワーク基盤は、LAN や SAN のほか、現在の他のネットワークとは異なるハイパフォーマンス
コンピューティング ネットワークを統合します。ユニファイド ファブリックにより、ネットワーク アダプタ、スイッチ、
およびケーブルの数が減少し、電力と冷却の要件が緩和されるため、コスト削減につながります。

•

仮想化：このシステムは、仮想環境の拡張性、パフォーマンス、および運用管理を強化することで、仮想化の可能
性を最大限に引き出します。シスコのセキュリティ、ポリシー適用、および診断機能が仮想化環境にまで拡張さ
れ、変化の激しいビジネス要件と IT 要件により良く対応できるようになりました。

•

ストレージ アクセス：このシステムは、ユニファイド ファブリックを介して SAN ストレージとネットワーク接続スト
レージ（NAS）の両方への統合されたアクセスを提供します。ストレージ アクセスを統一することにより、Cisco
Unified Computing System は、イーサネット、ファイバ チャネル、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）、およ
び iSCSI を介してストレージにアクセスできます。これにより、お客様は、ストレージ アクセスを任意に選択して、
投資を保護することができます。加えて、サーバ管理者は、システム接続に関するストレージ アクセス ポリシー
をストレージ リソースに事前に適用できるため、ストレージ接続と、生産性を向上させるための管理が簡略化され
ます。

•

管理：このシステムは、Cisco UCS Manager（UCSM）からソリューション全体を単一エンティティとして管理できる
ように、すべてのシステム コンポーネントを一意的に統合します。Cisco UCS Manager は、直感的なグラフィカ
ル ユーザ インターフェイス（GUI）、コマンドライン インターフェイス（CLI）、堅牢なアプリケーション プログラミン
グ インターフェイス（API）を備えており、すべてのシステムの設定と動作を管理することができます。

Cisco Unified Computing System は以下を提供するように設計されています。
•

総所有コストの削減とビジネスの俊敏性の向上。

•

ジャストインタイム プロビジョニングとモビリティ サポートを通した IT スタッフの生産性の向上。

•

データセンター内のテクノロジーを統一するひとまとまりの統合システム。システムは、全体として、管理、整備、お
よびテストされます。

•

何百台もの孤立サーバと何千台もの仮想マシン用の設計による拡張性と、需要を満たすために I/O 帯域幅をス
ケーリングできる能力。

•

業界リーダーのパートナー エコシステムによってサポートされる業界標準。

Cisco UCS ファブリック インターコネクト
Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトは、Cisco Unified Computing System の中核を成す製品で
あり、システムのネットワーク接続と管理機能の両方を提供します。また Cisco UCS 6200 シリーズは、ラインレート、低
遅延、ロスレスの 10 ギガビット イーサネット、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）およびファイバ チャネル機能を提
供します。
Cisco UCS 6200 シリーズは、Cisco UCS C シリーズおよび HX シリーズ ラックマウント サーバ、Cisco UCS B シ
リーズ ブレード サーバ、および Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシ用の管理および通信のバック
ボーンを提供します。すべてのサーバとシャーシ、つまり、Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトに接
続されたすべてのブレードが単一の高可用性管理ドメインの一部になります。さらに、Cisco UCS 6200 シリーズは、ユニ
ファイド ファブリックをサポートしているため、ドメイン内のすべてのブレードが LAN と SAN の両方に接続できます。
ネットワーキングの観点から、Cisco UCS 6200 シリーズは、パケット サイズや対応サービスに依存しない、すべての
ポート上の確定的な低遅延のラインレート 10 ギガビット イーサネット、1 Tb のスイッチング容量、シャーシあたり
160 Gbps の帯域幅をサポートするカットスルー アーキテクチャを使用します。この製品ファミリでは、シスコの低遅延で
ロスレスの 10 ギガビット イーサネット ユニファイド ネットワーク ファブリック機能がサポートされているため、イーサネッ
ト ネットワークの信頼性、効率性、拡張性が向上します。このファブリック インターコネクトは、サーバからインターコネクト
までのロスレス イーサネット ファブリックを介して複数のトラフィック クラスをサポートします。ネットワーク インターフェイ
ス カード（NIC）、ホスト バス アダプタ（HBA）、ケーブル、およびスイッチを統合可能な FCoE 最適化サーバ設計によ
り、TCO が大幅に削減されます。

Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
Cisco UCS 6248UP 48 ポート ファブリック インターコネクトは、1 ラック ユニット（1 RU）の 10 ギガビット イーサネッ
ト、FCoE、およびファイバ チャネル スイッチで、最大 960 Gbps のスループットと最大 48 個のポートを提供します。こ
のスイッチは、32 個の 1/10 Gbps 固定イーサネット、FCoE および FC ポートと、1 つの拡張スロットを備えています。
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Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト

Cisco HyperFlex HX シリーズ ノード
HyperFlex クラスタには少なくとも 3 つの HX シリーズ ノードが必要です。データはこれらのうち最低 2 つのノードで
複製され、3 番目のノードは単一ノードの障害時に運用を継続する上で必要になります。HX シリーズ ノードは、
HyperFlex ソフトウェアで使用される物理ストレージ リソースと、ゲスト仮想マシンをホストするための CPU リソースおよ
び RAM リソースを融合します。各 HX シリーズ ノードには、データ キャッシングと、書き込み要求の迅速な確認応答の
ための 1 台の高性能 SSD ドライブと、最大データ容量を確保するための回転式ディスクのプラットフォームの最大物理
容量も搭載されています。

Cisco HyperFlex HX220c M4S ノード
Cisco HyperFlex HX220c M4S ラックマウント サーバは、1 ラック ユニット（1 RU）高さで、業界標準の 19 インチ
ラックに収容できます。この省スペース構成には、クラスタ ストレージ容量に貢献する 6 台の 1.2 テラバイト（TB）SAS
ドライブを搭載した最低 3 つのノード、単一の 120 GB SSD ハウスキーピング ドライブ、単一の 480 GB SSD キャッ
シング ドライブ、およびミラー化されたブート ドライブとして機能する 2 枚の Cisco Flexible Flash（FlexFlash）Secure
Digital（SD）カードが含まれています。
図 4.

HX220c M4S ノード

Cisco HyperFlex HX240c M4SX ノード
Cisco HyperFlex HX240c M4S ラックマウント サーバは、2 ラック ユニット（2 RU）高さで、業界標準の 19 インチ
ラックに収容できます。この容量最適化構成には、クラスタ ストレージに貢献する、6 ～ 23 台の 1.2 TB SAS ドライブ
を搭載した最低 3 つのノード、単一の 120 GB SSD ハウスキーピング ドライブ、単一の 1.6 TB SSD キャッシング ド
ライブ、およびミラー化されたブート ドライブとして機能する 2 枚の FlexFlash SD カードが含まれています。
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HX240c M4SX ノード

Cisco VIC 1227 MLOM 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（VIC）1227 は、Cisco UCS HX シリーズ ラック サーバに実装された、デュア
ルポート拡張 Small Form-Factor Pluggable（SFP+）10 Gbps イーサネットおよび Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）対応 PCI Express（PCIe）モジュール型 LAN-on-motherboard（mLOM）アダプタです（図 6）。mLOM スロッ
トを使用すれば、PCIe スロットを占有せずに Cisco VIC を実装できます。これにより、I/O 拡張性が向上します。このス
ロットは、シスコ製の次世代のコンバージド ネットワーク アダプタ（CNA）テクノロジーが組み込まれており、ネットワーク
インターフェイス カード（NIC）またはホスト バス アダプタ（HBA）として動的に設定可能なホストに対して最大 256 個の
PCIe 規格準拠インターフェイスを提供可能なポリシー ベースのステートレスで俊敏なサーバ インフラストラクチャを実現
します。カードの特性は、ブート時にサーバに関連付けられたサービス プロファイルを使用して動的に設定されます。サー
ビス プロファイルでは、PCIe インターフェイスの番号、タイプ（NIC または HBA）、ID（MAC アドレスおよび World
Wide Name（WWN））、フェールオーバー ポリシー、および Quality of Service（QoS）ポリシーを定義できます。

図 6.

Cisco VIC 1227 mLOM カード

Cisco UCS B200 M4 ノード
追加のコンピューティング リソースとメモリ リソースを必要とするものの、追加のストレージ容量または IOPS は必要と
しないワークロードの場合は、コンピューティング中心のハイブリッド クラスタ構成が使用できます。この構成には、コン
ピューティング容量を増やすための最大 4 台の Cisco UCS B200 M4 ブレードサーバを使用した最低 3 つの
HX240c M4SX ノードが含まれています。HX240c M4SX ノードは前述のように設定され、Cisco UCS B200 M4
サーバには FlexFlash SD カードがブート ドライブとして付属しているため、外部 SAN からブートするように設定する
ことができます。B200 M4 コンピューティング ノードを使用するためには、Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャー
シと、Cisco UCS 2204XP ファブリック エクステンダのペアも必要です。
図 7.

B200 M4 ノード

Cisco UCS 5108 ブレード シャーシ
Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシは、Cisco Unified Computing System の重要な構成要素であ
り、スケーラブルで柔軟なブレード サーバ シャーシを提供します。Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシは、高さ
が 6 ラック ユニット（6 RU）で、業界標準の 19 インチ ラックシステムに搭載可能です。1 台のシャーシに最大で 8 個
のハーフ幅の Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバを格納できます。また、ハーフ幅とフル幅の両方のブレードの
フォーム ファクタに対応できます。
ホットスワップ可能な 4 基の単相電源装置にシャーシの前面からアクセスできます。これらの電源装置の効率は 92 %
で、非冗長、N+1 冗長、およびグリッド冗長の各構成をサポートするように設定できます。シャーシの背面には、8 基の
ホットスワップ可能なファン、4 つの電源コネクタ（各電源装置に 1 つ）、Cisco UCS ファブリック エクステンダ用の 2 つ
の I/O ベイがあります。パッシブ ミッドプレーンは、各ファブリック エクステンダから、サーバ スロットあたり最大で
40 Gbps の I/O 帯域幅を提供します。このシャーシは、40 ギガビット イーサネット標準にも対応できます。

図 8.

Cisco UCS 5108 ブレード シャーシの前面図と背面図

Cisco UCS 2204XP ファブリック エクステンダ
Cisco UCS 2200 シリーズ ファブリック エクステンダは、シャーシ内のブレード サーバのすべてのトラフィックを多重化
し、10 Gbps のユニファイド ファブリック リンクを介して親 Cisco UCS ファブリック インターコネクトに転送します。同じ
シャーシ上のブレード間や同じブレード上の仮想マシン間のトラフィックを含め、すべてのトラフィックは親インターコネクトに
転送され、ネットワーク プロファイルはそこでファブリック インターコネクトによって効率的および効果的に管理されます。
Cisco UCS ファブリック エクステンダの中核には、すべてのトラフィックを多重化する特定用途向け集積回路（ASIC）プロ
セッサがあります。
Cisco UCS 2204XP ファブリック エクステンダには 10 ギガビット イーサネット、FCoE、SFP+ 対応のポートが 4 個あ
り、これらのポートでブレード シャーシをファブリック インターコネクトに接続します。各 Cisco UCS 2204XP には 16 個
の 10 ギガビット イーサネット ポートがあり、ミッドプレーンを通してシャーシ内の各ハーフ幅スロットに接続されます。通
常は冗長性を得るためファブリック エクステンダをペアで構成し、その 2 台により、最大 80 Gbps の I/O をシャーシに
提供することが可能です。
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Cisco UCS 2204XP ファブリック エクステンダ

Cisco HyperFlex Converged Data Platform ソフトウェア
Cisco HyperFlex HX Data Platform は専用の高性能な分散ファイルシステムで、多岐にわたるエンタープライズクラス
データ管理サービスを提供します。データ プラットフォームの革新により、分散ストレージ テクノロジーが再定義され、従
来のハイパーコンバージド インフラストラクチャをしのぐ性能を提供します。このデータ プラットフォームにはエンタープラ
イズ共有ストレージ システムに期待されるすべての機能があるため、複雑なファイバ チャネル ストレージ ネットワークと
デバイスの設定や管理をする必要がなくなります。このプラットフォームは操作を簡素化し、データの可用性を保証します。
エンタープライズクラスのストレージ機能には、次のものがあります。
•

レプリケーションはクラスタ全体でデータを複製するため、単一または複数のコンポーネントに障害が発生した場
合にも、データの可用性は影響を受けません（設定されたレプリケーション ファクタによります）。

•

重複排除は常にオンになっているので、仮想クラスタ内のストレージ要件を削減できます。仮想クラスタ内では、ク
ライアント仮想マシンの複数のオペレーティング システムのインスタンスが複製された大量のデータ アクセスを
提供します。

•

圧縮はストレージ要件を軽減し、コストを削減します。また、ログ構造のファイル システムは、さまざまなサイズの
ブロックを保存して、内部のフラグメンテーションを最小化するように設計されています。

•

シン プロビジョニングは、実際に利用する必要性が生じるまで、サポートするストレージ スペースを必要とせずに
大きなボリュームを作成できるため、データ ボリュームの増加を簡素化し、ストレージを「成長に合わせた投資」と
いう課題に対応します。

•

HyperFlex ReadyClones と呼ばれる高速でスペース効率の高いクローンにより、ストレージ ボリュームを迅速
に複製可能です。そのため、仮想マシンをわずかなメタデータ操作だけで複製でき、実際のデータ コピーは新し
い書き込み操作に対してのみ実行されます。

•

スナップショットはバックアップとリモートレプリケーション操作を促進し、常時「オン」状態となっているため、データ
可用性のニーズに対応します。

Cisco HyperFlex HX Data Platform 管理プラグイン
Cisco HyperFlex HX Data Platform は VMware vSphere Web クライアント プラグインを通して管理します。この一元
化されたクラスタ制御ポイントを通して、管理者はボリュームを作成し、データ プラットフォームの状態を監視し、リソースの
使用を管理できます。また管理者はこのデータを使用して、クラスタをいつ拡張する必要があるかを予測することもできます。
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vCenter HyperFlex Web クライアント プラグイン

Cisco HyperFlex HX Data Platform コントローラ
Cisco HyperFlex HX Data Platform コントローラは、各ノード上に存在し、Cisco HyperFlex HX Distributed
Filesystem を実装します。コントローラは仮想マシン内のユーザ領域で動作し、ゲスト仮想マシンからのすべての I/O を
取り込み、処理します。プラットフォーム コントローラ VM は、VMDirectPath I/O 機能を使用して、物理サーバの SAS
ディスク コントローラの PCI パススルー制御を提供します。この方法では、コントローラ VM に物理ディスク リソースの
フル コントロールを提供し、SSD ドライブを読み取り/書き込みキャッシイング レイヤとして、HDD を分散ストレージ用の
容量レイヤとして利用します。コントローラは、プリインストールされた以下の 2 つの VMware ESXi vSphere
Installation Bundle（VIB）を使用して、データ プラットフォームを VMware ソフトウェアに統合します。
•

IO Visor：この VIB はネットワーク ファイル システム（NFS）マウント ポイントを提供し、個々の仮想マシンに接
続された仮想ディスクに ESXi ハイパーバイザがアクセスできるようにします。ハイパーバイザからは、単にネット
ワーク ファイル システムに接続されているように見えます。

•

VMware API for Array Integration（VAAI）：このストレージ オフロード API は、vSphere が高度なファイル
システム操作（スナップショット、クローニングなど）を要求できるようにします。コントローラは、実際のデータのコ
ピーではなくメタデータの操作によって、これらの操作を発生させます。そのため、迅速な対応が可能で、新しい環
境をすぐに導入できます。

データの操作と分散
Cisco HyperFlex HX Data Platform コントローラは、ゲスト VM からクラスタ内の分散データストアに保存された仮想
ディスク（VMDK）へのすべての読み書き操作要求を処理します。データ プラットフォームは、クラスタ内の複数のノード全
体でデータを分散するだけでなく、クラスタのセットアップ時に選択されたレプリケーション レベル ポリシーに従って、各
ノードの複数の容量ディスク全体でもデータを分散します。この方法では、特定のノードと、そのノードの特定のディスク上
のストレージ ホットスポットが回避されるため、一部のノード上で他のノードよりも多くのデータがアクセスされるネットワー
キング ホットスポットや輻輳も回避されます。
レプリケーション ファクタ
各ストレージ ブロックの重複コピー数に関するポリシーがクラスタのセットアップ時に選択され、レプリケーション ファクタ
（RF）と呼ばれます。Cisco HyperFlex HX Data Platform のデフォルト設定はレプリケーション ファクタ 3（RF=3）です。
•

レプリケーション ファクタ 3：I/O 書き込みがストレージ レイヤに対してコミットされるたびに、書き込まれたブロッ
クの 2 つの追加のコピーが作成され、全部で 3 つのブロックのコピーが別の場所に保存されます。ブロックは、
複数のブロックのコピーが同じディスク上に保存されず、クラスタの同じノード上にも保存されないように分散され
ます。この設定は、データを失うことなく、また、バックアップやその他のリカバリ プロセスから復元することなく、
2 つのディスク、つまり、2 つのノード全体の同時障害に対処できます。

•

レプリケーション ファクタ 2：I/O 書き込みがストレージ レイヤに対してコミットされるたびに、書き込まれたブロッ
クの 1 つの追加のコピーが作成され、全部で 2 つのブロックのコピーが別の場所に保存されます。ブロックは、
複数のブロックのコピーが同じディスク上に保存されず、クラスタの同じノード上にも保存されないように分散され
ます。この設定は、データを失うことなく、また、バックアップやその他のリカバリ プロセスから復元することなく、
1 つのディスク、つまり、1 つのノード全体の障害に対処できます。

データ書き込み操作
書き込み操作ごとに、データは書き込みが発生したノード上のローカル キャッシング SSD に書き込まれ、その書き込み
のレプリカ コピーがレプリケーション ファクタ設定に従って、クラスタ内のリモート ノードのキャッシング SSD に書き込ま
れます。たとえば、RF=3 では、1 回の書き込みが、VM が書き込みを発生させた場所にローカルに行われ、さらに 2 回
の書き込みが他の 2 つのノードで並行してコミットされます。書き込み操作は、3 つすべてのコピーがキャッシング レイ
ヤ SSD に書き込まれるまで確認応答されません。書き込まれたデータは、キャッシング SSD 上の書き込みログと一緒
に、コントローラ VM のメモリ内に常駐する書き込みログ エリアにもキャッシュされます。このプロセスにより、最近書き込
まれたデータの読み取りが要求されたときに、その読み取り要求が高速化します。

データのデステージ、重複排除、および圧縮
Cisco HyperFlex HX Data Platform は、分散クラスタ内の各ノードのキャッシング SSD 上で複数の書き込みキャッシ
ング セグメントを組み立てます。書き込みキャッシュ セグメントがいっぱいになると、I/O ロードおよびアクセス パターン
を考慮したポリシーに基づいて、それらの書き込みキャッシュ セグメントがロックされ、新しい書き込みが新しい書き込み
キャッシュ セグメントにロールオーバーします。ロックされたキャッシュ セグメントの数が特定のしきい値に達すると、そ
れらがファイルシステムの HDD 容量レイヤにデステージされます。デステージ プロセスでは、データが HDD 容量レ
イヤに書き込まれる前に、重複排除され、圧縮されます。重複排除および圧縮後のデータは、単一の順次操作でサーバ
の HDD に書き込めるようになるため、ディスク ヘッドのシーク スラッシングが回避され、タスクが最短時間で完了しま
す（図 11）。データは書き込み前に重複排除および圧縮されるため、プラットフォームでは、後で読み取り/デデュープ/圧
縮/書き込みサイクルを実行しなければならない、競合システムでよく見られる追加の I/O オーバーヘッドが回避されま
す。重複排除、圧縮、およびデステージは、データの読み取りまたは書き込みを要求しているゲスト VM に対する遅延ま
たは I/O ペナルティなしで実行されます。
図 11.

HyperFlex HX Data Platform のデータ移動

データ読み取り操作
データ読み取り操作では、データが複数の場所から読み取られる場合があります。ごく最近書き込まれたデータの場合
は、ローカル プラットフォーム コントローラ メモリの書き込みログまたはローカル キャッシング SSD の書き込みログ内
にデータが存在する可能性があります。ローカル書き込みログにデータが存在しない場合は、データがリモート ノードの書
き込みログまたはローカル SSD とリモート SSD の専用読み取りキャッシュ エリア内のログのどこかにキャッシュされて
いるかどうかを確認するために分散ファイルシステムのメタデータが照合されます。最後に、データが長時間アクセスされ
なかった場合は、ファイルシステムが HDD 容量レイヤから要求されたデータを取得します。読み取り要求が分散ファイル
システムに対して発行され、データが HDD 容量レイヤから取得されると、キャッシング SSD が専用読み取りキャッシュ
エリアを生成して、同じデータに対する以降の要求を高速化します。複数のキャッシング テクニックのレイヤで構成される
この多層分散システムは、データがノードのキャッシング SSD を完全かつ均等に活用しながら、可能な限り最も速い速度
で提供されることを保証します。

ソリューション設計
要件
ここでは、Cisco HyperFlex システムのインストールに必要な物理ハードウェア、ソフトウェア リビジョン、およびファーム
ウェア バージョンの詳細を示します。記載されているコンポーネントは、単一の 8 ノード Cisco HX クラスタ用か、単一
の 4+4 ノード「ハイブリッド」Cisco HX クラスタ用です。

物理コンポーネント
表1

HyperFlex システムのコンポーネント
コンポーネント

必須ハードウェア

ファブリック インターコネクト

2 つの Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
（オプション）+ 16 ポート UP 拡張モジュール
8 X Cisco HX シリーズ HX220c M4S サーバ

サーバ

または
8 X Cisco HX シリーズ HX240c M4SX サーバ
または
4 X Cisco HX シリーズ HX240c M4SX サーバ + 4 X Cisco UCS B200 M4
ブレード サーバ
シャーシ

Cisco UCS 5108 ブレード シャーシ（B200 M4 サーバを使用している場合のみ）

ファブリック エクステンダ

Cisco UCS 2204XP ファブリック エクステンダ（5108 ブレード シャーシと B200 M4
ブレードに必要）

次の表に、HX220c M4S サーバ モデルのハードウェア コンポーネント オプションを示します。
表2

HX220c M4S サーバ オプション

HX220c M4S オプション

必須ハードウェア

プロセッサ

Intel E5-26xx v3 または v4 プロセッサの任意のモデルの一致するペアを選
択しました。

メモリ

16 GB、32 GB、または 64 GB DDR4 2133 MHz RDIMM/PC4-17000
モジュールを使用した全部で 128 GB ～ 1536 GB のメモリ
または
16 GB、32 GB、または 64 GB DDR4 2400 MHz RDIMM/PC4-19200
モジュールを使用した全部で 128 GB ～ 1536 GB のメモリ

ディスク コントローラ

Cisco 12 Gbps モジュラ SAS HBA

SSD

1 X 120 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD
論理積
1 X 480 GB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD
（3 倍の耐久性）

HDD

6 X 1.2 TB SAS 12 Gbps 10K RPM SFF HDD

ネットワーク

Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - デュアル 10 GbE ポート

ブート デバイス

Cisco UCS サーバ用の 2 枚の 64 GB SD カード

HX220c M4S の完全な仕様については、次のドキュメントをダウンロードしてください。
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/
datasheet-c78-736817.pdf
次の表に、HX240c-M4SX サーバ モデルのハードウェア コンポーネント オプションを示します。
表3

HX240c M4SX サーバ オプション

HX240c M4SX オプション

必須ハードウェア

プロセッサ

Intel E5-26xx v3 または v4 プロセッサの任意のモデルの一致するペアを選
択しました。

メモリ

16 GB、32 GB、または 64 GB DDR4 2133 MHz RDIMM/PC4-17000
モジュールを使用した全部で 128 GB ～ 1536 GB のメモリ
または
16 GB、32 GB、または 64 GB DDR4 2400 MHz RDIMM/PC4-19200
モジュールを使用した全部で 128 GB ～ 1536 GB のメモリ

ディスク コントローラ

Cisco 12 Gbps モジュラ SAS HBA

SSD

1 X 120 GB 2.5 インチ Enterprise Value 6G SATA SSD（背面の内部デバ
イス ベイ内）
論理積
1 x 1.6 TB 2.5 インチ Enterprise Performance 6G SATA SSD
（3 倍の耐久性）

HDD

6 ～ 23 X 1.2 TB SAS 12Gbps 10K RPM SFF HDD

ネットワーク

Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - デュアル 10 GbE ポート

ブート デバイス

Cisco UCS サーバ用の 2 枚の 64 GB SD カード

HX240c M4SX の完全な仕様については、次のドキュメントをダウンロードしてください。
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/
datasheet-c78-736818.pdf

次の表に、B200 M4 サーバ モデルのハードウェア コンポーネント オプションを示します。
表4

B200 M4 サーバ オプション
B200 M4 オプション

必須ハードウェア

プロセッサ

任意の Intel E5-26xx v3 または v4 プロセッサ モデルを選択しました。すべてが同
じ HyperFlex クラスタ内に存在する v3 または v4 プロセッサを使用することをお勧
めします。

メモリ

16 GB、32 GB、または 64 GB DDR4 2133 MHz RDIMM/PC4-17000 または
2400-MHz RDIMM/PC4-19200 モジュールを使用したサポートされている総メモリ
容量

ディスク コントローラ

なし

SSD

なし

HDD

なし

ネットワーク

Cisco UCS VIC1340 VIC MLOM

ブート デバイス

Cisco UCS サーバ用の 2 枚の 64 GB SD カード
または
FC または iSCSI を介して外部 SAN LUN からブートするように設定される

シスコ ソリューション ID
次の表に、事前定義の HyperFlex ソリューション グループ分けを使用した注文プロセスを迅速化するために、シスコ ア
カウント チームまたはシスコ パートナーのセールス チームが参照できるシスコ ソリューション ID を示します。追加の
Configure to Order（CTO）と SmartPlay バンドルも購入できます。これにより、個別のコンポーネントをすべて注文でき
る完全な柔軟性が提供されます。
表5

Cisco HyperFlex ソリューション ID
ソリューション ID

説明

HX-VSI-HX220M4-C1SKA1

2 X Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
4 X HX220c M4S サーバ（E5-2680 v3 CPU と 384 GB の RAM を搭載）
vSphere 6.0 Enterprise Licenses（8 CPU）付き

HX-VSI-HX220M4-C1VSKA1

2 x Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
4 x HX220c M4S サーバ（E5-2680 v3 CPU と 384 GB の RAM を搭載）

HX-VSI-HX220M4-C1XKA1

1 X HX220c M4S サーバ（既存のクラスタを拡張するための E5-2680 v3 CPU と
384 GB の RAM を搭載）
vSphere 6.0 Enterprise Licenses（2 CPU）付き

HX-VSI-HX220M4-C1VXKA1

1 x HX220c M4S サーバ（既存のクラスタを拡張するための E5-2680 v3 CPU と
384 GB の RAM を搭載）

HX-VSI-HX240M4-C2SKA1

2 x Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
4 X HX240c M4S サーバ（E5-2680 v3 CPU、384 GB の RAM、および 15 X 1.2 TB
の容量のディスクを搭載）
vSphere 6.0 Enterprise Licenses（8 CPU）付き

HX-VSI-HX240M4-C2VSKA1

2 x Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
4 x HX240c M4S サーバ（E5-2680 v3 CPU、384 GB の RAM、および 15 x 1.2 TB
の容量のディスクを搭載）

HX-VSI-HX240M4-C2XKA1

1 X HX240c M4S サーバ（既存のクラスタを拡張するための E5-2680 v3 CPU、384 GB
の RAM、および 15 X 1.2TB の容量のディスクを搭載）
vSphere 6.0 Enterprise Licenses（2 CPU）付き

HX-VSI-HX240M4-C2VXKA1

1 x HX240c M4S サーバ（既存のクラスタを拡張するための E5-2680 v3 CPU、384 GB
の RAM、および 15 x 1.2 TB の容量のディスクを搭載）

HX-VSI-HX240M4-C3SKA1

2 x Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
4 x HX240c M4S サーバ（E5-2680 v3 CPU、384 GB の RAM、および 23 x 1.2 TB
の容量のディスクを搭載）
vSphere 6.0 Enterprise Licenses（8 CPU）付き

HX-VSI-HX240M4-C3VSKA1

2 x Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト
4 x HX240c M4S サーバ（E5-2680 v3 CPU、384 GB の RAM、および 23 x 1.2 TB
の容量のディスクを搭載）

HX-VSI-HX240M4-C3VXKA1

1 x HX240c M4S サーバ（既存のクラスタを拡張するための E5-2680 v3 CPU、384 GB
の RAM、および 23 x 1.2 TB の容量のディスクを搭載）

ソフトウェアのコンポーネント
次の表に、Cisco HyperFlex システムに必要なソフトウェア コンポーネントとバージョンを示します。
表6

ソフトウェアのコンポーネント

コンポーネント
ハイパーバイザ

必要なソフトウェア
VMware ESXi 5.5 update 3b、patch 1（または）VMware ESXi 6.0 update 1b または update 2

公開されているシスコ カスタム ESXi ISO インストーラ ファイルを使用する
必要があります。
VMware vSphere Enterprise または Enterprise Plus ライセンスが推奨されて
います。
VMware vSphere Standard、Essentials Plus、および ROBO エディションもサ
ポートされますが、vSphere 6.0 バージョン専用です。現在、これらのエディショ
ンでは、HX Data Platform ソフトウェアのアップグレードをオフライン メンテ
ナンス ウィンドウで実行する必要があります。
管理サーバ

VMware vCenter Server for Windows または vCenter Server Appliance 5.5 update 3b 以降。
ESXi のバージョンと vCenter Server の相互運用性については、
http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php を参照してください。

Cisco HyperFlex HX
Data Platform

Cisco HyperFlex HX Data Platform ソフトウェア 1.7.1

Cisco UCS ファーム
ウェア

Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア、B シリーズ、および C シリーズ バンドル、リビジョン
2.2(6f)
Intel E5-26xx v4 プロセッサをサポートするには、Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア、B シ
リーズ、および C シリーズ バンドルをリビジョン 2.2(7c) にアップグレードする必要があります。

説明
バージョン管理
表 6 に示すソフトウェア リビジョンは、この検証済みデザインの公開時点で唯一有効なサポートされている設定であるこ
とに注意してください。最初に、該当するリリース ノートと互換性マトリックスを参照して、システムが未サポート設定になっ
ていないことを確認してからでなければ、ハイパーバイザ、vCenter Server、Cisco HX プラットフォーム ソフトウェア、ま
たは Cisco UCS ファームウェアのリビジョンを変更することがないように十分注意する必要があります。

vCenter Server
このドキュメントでは、VMware vCenter Server for Windows または vCenter Server Appliance のインストールと設
定については説明しません。vCenter Server は、Cisco HyperFlex HX Data Platform ソフトウェアをインストールする
前にインストールして稼働している必要があります。次のベスト プラクティス ガイダンスが HyperFlex 1.7.1 のインス
トールに適用されます。

•

vCenter インストールのデフォルトの TCP ポート設定は変更しないでください。非標準ポートを使用すると、イン
ストール中に障害が発生する可能性があります。

•

HX シリーズ ノード上の HyperFlex クラスタ環境内の仮想マシンとして vCenter Server を構築することはで
きません。ソフトウェアをインストールすると、使用可能なディスクとスペースがすべて HyperFlex クラスタによっ
て使用されてしまうため、vCenter Server を収容するのに十分な VMFS データストア内の使用可能スペースを
含む HX シリーズ サーバ内に有効な場所が存在しません。そのため、HyperFlex HX Data Platform ソフト
ウェアをインストールする前に、HyperFlex サーバ上で仮想マシンを構築することができず、インストールが失敗
します。vCenter Server は、物理サーバ上または HyperFlex クラスタの外部の仮想環境内で構築してください。

拡張性
Cisco HyperFlex クラスタは、現在、クラスタあたり 3 ～ 8 個のコンバージド ノード、つまり、HX 分散ファイルシステム
にストレージ リソースを提供する 8 個のノードにスケール アップします。コンピューティング中心の「ハイブリッド」設計で
は、3 ～ 8 台の Cisco HX240c M4SX モデル サーバを含む構成と、コンピューティング専用ノードと呼ばれる最大 4
台の Cisco B200 M4 ブレードを組み合わせることができます。コンピューティング専用ノードの数は、コンバージド ノード
の数を超えることはできません。
クラスタの最大サイズに到達すると、サーバを Cisco UCS ドメインに追加して、それらに追加の HyperFlex クラスタをイ
ンストールし、同じ vCenter Server を介してそれらを制御することによって、環境を「スケールアウト」することができま
す。最大 4 つの HyperFlex クラスタを 1 つの vCenter Sever で管理できるため、単一の HyperFlex 環境の最大
サイズは 32 個のコンバージド ノード + 最大 16 個の追加のコンピューティング専用ブレードになります。

容量
全体で使用可能なクラスタ容量は複数の要因に左右されます。クラスタ内のノードの数だけでなく、容量レイヤ ディスクの
数とサイズも考慮する必要があります。キャッシング ディスクのサイズは、クラスタ容量の一部として計算されません。
HyperFlex HX Data Platform のレプリケーション ファクタも、書き込まれたデータの各ブロックのコピーの数を定義する
ことから、クラスタ容量に影響します。
ディスク ドライブのメーカーは、10 進プレフィックスとも呼ばれる 10 の累乗の計算を使用するサイズ レポート手法を採
用しています。たとえば、120 GB のディスクは、120 X 10^9 バイトのアドレス指定可能容量または 1200 億バイト以上
と表示されます。ただし、多くのオペレーティング システムとファイル システムは、標準コンピュータのバイナリ累乗法また
はバイナリ プレフィックスと呼ばれる 2 の累乗の計算に基づいてスペースを報告します。この例では、2^10 または
1024 バイトがキロバイトに相当し、2^10 キロバイトがメガバイトに相当し、2^10 メガバイトがギガバイトに相当し、2^10
ギガバイトがテラバイトに相当します。値が増えるほど、2 つの測定系と表記の差が大きくなり、テラバイト レベルでは、10
進プレフィックス値とバイナリ プレフィックス値の差が 10% 近くになります。

国際単位系（SI）では、10 の累乗による値と 10 進プレフィックスが次のように定義されます。
表7

SI 単位値（10 進プレフィックス）
値

記号

名前

1000 バイト

kB

キロバイト

1000 kB

[MB]

メガバイト

1000 MB

GB

ギガバイト

1000 GB

[TB]

テラバイト

国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）は、ISO/IEC 80000-13:2008 Clause 4 で、次のように、2 の累乗の
値とバイナリ プレフィックスを定義しています。
表8

IEC 単位値（バイナリ プレフィックス）
値

記号

名前

1024 バイト

KiB

キビバイト

1024 KiB

MiB

メビバイト

1024 MiB

GiB

ギビバイト

1024 GiB

TiB

テビバイト

このドキュメントの目的では、それぞれのメーカーが指定しているように、10 進プレフィックス数を未加工のディスク容量に
のみ使用します。HyperFlex ソフトウェア、ファイルシステム、またはオペレーティング システムの観点から、未加工のま
たは使用可能な容量が表示される計算では、バイナリ プレフィックス数が使用されます。これは、主に、HyperFlex
vCenter Web プラグインでクラスタの容量、割り当て、および消費量を確認したとき、または、ほとんどのオペレーティング
システム内で、一貫した値のセットをエンド ユーザに提示するために行われます。
次の表に、クラスタのアレイ構成に関するバイナリ プレフィックスを使用した HyperFlex HX Data Platform クラスタ使用
可能容量値のセットを示します。これらの値は、初期購入時の HX クラスタの適切なサイズや容量ディスクを追加すること
によって得られる容量を算出する場合に参考になります。これらの値の計算方法は、付録 A に記載されています。
表9

クラスタ使用可能容量

HX シリーズ
サーバ モデル

ノード数

容量ディスク
サイズ（個別）

容量ディスクの
数（ノードあたり）

RF=2 のときのク
ラスタ使用可能
容量

RF=3 のときのク
ラスタ使用可能
容量

HX220c M4S

8

1.2 TB

6

24.1 TiB

16.07 TiB

6

24.1 TiB

16.07 TiB

15

60.24 TiB

40.16 TiB

23

92.38 TiB

61.58 TiB

HX240c M4SX

8

1.2 TB

物理トポロジ
トポロジの概要
Cisco HyperFlex システムは、Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクトのペアとクラスタあたり最大 8 台の
HX シリーズ ラックマウント サーバで構成されます。これに、ハイブリッド クラスタ設計内のコンピューティング リソースを
冗長にするために Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバを収容する Cisco UCS 5108 ブレード シャーシを追加する
オプションが付いています。最大 4 つの HX クラスタをファブリック インターコネクトの単一のペアの下にインストールで
きます。両方のファブリック インターコネクトが、すべての HX シリーズ ラックマウント サーバに接続され、すべての
Cisco UCS 5108 ブレード シャーシに接続されます。インストール時に、「ノースバウンド」ネットワーク接続と呼ばれる
アップストリーム ネットワーク接続がファブリック インターコネクトとお客様のデータセンター ネットワーク間で構築されます。
図 12.

HyperFlex 標準トポロジ

図 13.

HyperFlex ハイブリッド トポロジ

ファブリック インターコネクト
ファブリック インターコネクト（FI）はペアで導入されます。そこでは、2 つのユニットが管理クラスタとして動作しながら、A
サイド ファブリックと B サイド ファブリックと呼ばれる 2 つの別個のネットワーク ファブリックを形成します。そのため、
多くの設計要素が FI A または FI B あるいはファブリック A またはファブリック B を参照します。両方のファブリック イ
ンターコネクトが常にアクティブで、両方のネットワーク ファブリック上にデータを転送することによって、冗長で可用性の高
い構成を実現します。Cisco UCS Manager を含む管理サービスも 2 つの FI によって提供されますが、ローミング ク
ラスタ化 IP アドレスを使用して、一方の FI がプライマリに、もう一方の FI がセカンダリに設定されます。このプライマリ/
セカンダリの関係は、管理クラスタにのみ適用され、データ伝送には影響しません。
ファブリック インターコネクトは、Cisco UCS ドメインを適切に管理するために接続する必要がある次のポートを備えてい
ます。
•

Mgmt：GUI ツールと CLI ツールを介してファブリック インターコネクトと Cisco UCS ドメインを管理するため
の 10/100/1000 Mbps ポート。ドメイン内の管理対象サーバへのリモート KVM、IPMI、および SOL セッショ
ンでも使用されます。通常は、お客様の管理ネットワークに接続されます。

•

L1：Cisco UCS 管理クラスタを形成するためのクロス コネクト ポート。これは、標準の RJ45 プラグ付き
CAT5 または CAT6 イーサネット ケーブルを使用して、ペア化されたファブリック インターコネクトの L1 ポー
トに直接接続されます。スイッチまたはハブに接続する必要はありません。

•

L2：Cisco UCS 管理クラスタを形成するためのクロス コネクト ポート。これは、標準の RJ45 プラグ付き
CAT5 または CAT6 イーサネット ケーブルを使用して、ペア化されたファブリック インターコネクトの L2 ポー
トに直接接続されます。スイッチまたはハブに接続する必要はありません。

•

コンソール：ファブリック インターコネクトへの直接コンソール アクセス用の RJ45 シリアル ポート。通常は、同
梱のシリアル/RJ45 アダプタ ケーブルを使用した初期 FI セットアップ プロセスで使用されます。端末アグリ
ゲータまたはリモート コンソール サーバ デバイスにプラグインすることもできます。

HX シリーズ ラックマウント サーバ
HX シリーズ コンバージド サーバは、直接接続モードで Cisco UCS ファブリック インターコネクトに直接接続されます。
このオプションを使用すれば、管理トラフィックとデータ トラフィックの両方に単一のケーブルを使用して、Cisco UCS
Manager で HX シリーズ ラックマウント サーバを管理することができます。HX220c M4S サーバと HX240c M4SX
サーバはともに、デュアル 10 ギガビット イーサネット（GbE）ポートがあるモジュール型 LAN on Motherboard
（MLOM）スロットに実装された Cisco VIC 1227 ネットワーク インターフェイス カード（NIC）を使って設定されます。標準
および冗長接続プラクティスは、VIC 1227 のポート 1 を FI A 上のポートに、VIC 1227 のポート 2 を FI B 上のポー
トに接続することです（図 14）。このケーブル配線プラクティスに従わなかった場合は、エラー、検出失敗、および冗長接続
の消失につながる可能性があります。
図 14.

HX シリーズ サーバの接続

B シリーズ ブレード サーバ
ハイブリッド HyperFlex クラスタには、冗長なコンピューティング容量を確保するための 1 ～ 4 台の Cisco UCS
B200 M4 ブレード サーバも組み込まれています。他のすべての Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバと同様に、
B200 M4 は Cisco UCS 5108 ブレード シャーシ内に設置する必要があります。ブレード シャーシには 1 ～ 4 台の
電源と 8 台のモジュール式冷却ファンが付属しています。シャーシの背面には、シスコ ファブリック エクステンダを取り
付けるための 2 つのベイがあります。ファブリック エクステンダ（一般的には IO モジュール（IOM）とも呼ばれる）は、
シャーシをファブリック インターコネクトに接続します。内部的に、ファブリック エクステンダは、シャーシのバックプレーンを
介して各ブレード サーバに実装された Cisco VIC 1340 カードに接続されます。標準接続プラクティスは、1 ～ 4 本の
10 GbE リンクを左端の IOM、つまり、IOM 1 から FI A に接続し、同じ数の 10 GbE リンクを右端の IOM、つまり、
IOM 2 から FI B に接続することです（図 15）。これ以外のケーブル配線設定はすべて無効であり、エラー、検出の失
敗、および冗長接続の消失につながる可能性があります。

図 15.

Cisco UCS 5108 シャーシの接続

論理トポロジ
論理ネットワーク設計
Cisco HyperFlex システムは、4 つの定義済みゾーンに分類される通信パスを備えています（図 16）。
•

管理ゾーン：このゾーンは、物理ハードウェア、ハイパーバイザ ホスト、およびストレージ プラットフォーム コント
ローラ仮想マシン（SCVM）を制御するために必要な接続で構成されます。これらのインターフェイスと IP アドレス
は、LAN/WAN 全体で HX システムを管理するすべてのスタッフが利用できる必要があります。このゾーンは、
ドメイン ネーム システム（DNS）とネットワーク タイム プロトコル（NTP）へのアクセスを提供し、セキュア シェル
（SSH）通信を可能にする必要があります。管理トラフィックに使用される VLAN は、FI A と FI B の両方に到達
する Cisco UCS ドメインからのネットワーク アップリンクを通過できる必要があります。このゾーンは、複数の物
理コンポーネントと仮想コンポーネントで構成されます。

— ファブリック インターコネクト管理ポート。
— FI 管理ポートを介して応答するサーバおよびブレードによって使用される Cisco UCS 外部管理インターフェイス。
— ESXi ホスト管理インターフェイス。
— ストレージ コントローラ VM 管理インターフェイス。
— ローミング HX クラスタ管理インターフェイス。
•

VM ゾーン：このゾーンは、HyperFlex ハイパーコンバージド システム内で動作するゲスト VM にネットワーク
IO を提供するために必要な接続で構成されます。通常、このゾーンには、ネットワーク アップリンクを介して
Cisco UCS ファブリック インターコネクトにトランキングされ、802.1Q VLAN ID でタグ付けされた複数の VLAN
が含まれています。これらのインターフェイスと IP アドレスは、LAN/WAN 全体で HX システム内のゲスト VM
と通信する必要があるすべてのスタッフおよびその他のコンピュータ エンドポイントが利用できる必要があります。

•

ストレージ ゾーン：このゾーンは、Cisco HX Data Platform ソフトウェア、ESXi ホスト、およびストレージ コント
ローラ VM が HX 分散ファイル システムに提供するために使用する接続で構成されます。適切に運用するた
めには、これらのインターフェイスと IP アドレスが相互に通信できる必要があります。通常の運用では、このトラ
フィックのすべてが Cisco UCS ドメイン内で発生しますが、このトラフィックが Cisco UCS ドメインのネットワー
ク ノースバウンドを通過する必要があるハードウェア障害シナリオがあります。そのため、HX ストレージ トラ
フィックに使用される VLAN は、FI B から FI A に、または、その逆方向に到達する Cisco UCS ドメインから
のネットワーク アップリンクを通過できる必要があります。このゾーンは、主に、ジャンボ フレーム トラフィックで
あるため、Cisco UCS アップリンク上でジャンボ フレームを有効にする必要があります。このゾーンは複数のコ
ンポーネントで構成されます。

— ストレージ トラフィックに使用される、HX クラスタ内の各 ESXi ホスト上の vmkernel インターフェイス。
— ストレージ コントローラ VM ストレージ インターフェイス。
— ローミング HX クラスタ ストレージ インターフェイス。
•

VMotion ゾーン：このゾーンは、ESXi ホストがゲスト VM の vMotion をホスト間で有効にするために使用す
る接続で構成されます。通常の運用では、このトラフィックのすべてが Cisco UCS ドメイン内で発生しますが、こ
のトラフィックが Cisco UCS ドメインのネットワーク ノースバウンドを通過する必要があるハードウェア障害シナ
リオがあります。そのため、HX ストレージ トラフィックに使用される VLAN は、FI B から FI A に、または、その
逆方向に到達する Cisco UCS ドメインからのネットワーク アップリンクを通過できる必要があります。

論理ネットワーク設計の説明については、次の図を参照してください。
図 16.

論理ネットワーク設計

設計要素
HyperFlex システムのインストールは、主に、cisco.com から OVA ファイルとしてダウンロード可能な、導入可能な
HyperFlex インストーラ仮想マシンを介して実行されます。インストーラ VM は、Cisco UCS の設定作業のほとんどを実
行し、HyperFlex ホスト上の ESXi のインストールを簡略化するために利用できるうえ、ESXi 設定の重要な部分も実行
します。最後に、インストーラ VM は、HyperFlex HX Data Platform ソフトウェアのインストールと HyperFlex クラスタ
の作成に使用されます。この簡略化されたインストール方法はシスコによって開発されたため、この CVD には、インス
トーラによって処理されるすべての要素の設定に関する詳細な手動手順が記載されていません。代わりに、設定する要素
をこの項で紹介します。また、以降の項では、インストールに必要な手動手順を誘導し、HyperFlex インストーラを利用し
たその他の設定手順について説明します。

ネットワーク設計
Cisco UCS アップリンクの接続
Cisco UCS ネットワーク アップリンクは、Cisco UCS ファブリック インターコネクトのペアからお客様のデータセンター内
の LAN に「ノースバウンド」を接続します。すべての Cisco UCS アップリンクが、複数の 802.1Q VLAN ID をアップリ
ングをまたいで伝送するトランクとして機能します。Cisco UCS のデフォルト動作は、Cisco UCS 設定で定義されたすべ
ての VLAN ID を使用可能なすべてのアップリンク全体でトランキングできることを前提としたものです。
Cisco UCS ファブリック インターコネクトは、別のネットワーク スイッチではなく、エンドポイントの集合としてネットワーク
上に出現します。内部的に、ファブリック インターコネクトはスパニング ツリー プロトコル（STP）ドメインに参加しません。
また、レイヤ 2 イーサネット リンクで相互接続されないため、ネットワーク ループを形成できません。STP を介したすべ
てのリンク アップ/ダウンの決定はアップストリーム ルート ブリッジが行います。
アップリンクは、両方のファブリック インターコネクトから接続され、アクティブにされる必要があります。冗長性を確保する
ために、それぞれの FI 上で複数のアップリンクを 802.3ad Link Aggregation Control Protocol（LACP）ポート チャネ
ルとして、または、個別のリンクを通して、使用することができます。パフォーマンスと冗長性のレベルを最適化するため
に、仮想ポートチャネル（vPC）機能を使用して、アップリンクをアップストリーム シスコ スイッチのペアへの LACP ポート
チャネルとして構築することができます。vPC アップリンクを使用すれば、すべてのアップリンクをアクティブ通過データに
することができるうえ、個別のリンク障害やアップストリーム スイッチの故障から保護できます。他のアップリンク設定を冗
長にすることはできますが、vPC を利用できない場合はスパニング ツリー プロトコル ループの回避によってリンクが無
効になる可能性があります。
すべてのアップリンク接続方法で、トラフィックをファブリック インターコネクト間で、つまり、ファブリック A からファブリック
B へ転送できる必要があります。ケーブル、ポート、またはリンクの障害が発生して、通常は Cisco UCS ドメインから外
に出ないトラフィックを強制的に Cisco UCS アップリンクに転送しなければならない場合があります。加えて、このトラ
フィック フロー パターンは、リブートが必要なファブリック インターコネクト上でのファームウェアの更新などのメンテナン
ス手順中に一時的に確認できます。以降の項と図で、さまざまなアップリンク接続オプションについて詳しく説明します。
単一のアップリンクと単一のスイッチ間
この接続設計は、複数のポイントで発生した障害の影響を受けます。いずれかのファブリック インターコネクト上の単一の
アップリンク障害が接続解除や機能障害につながる可能性があるうえ、単一のアップリンク スイッチの障害が完全な接続
中断を引き起こす場合もあります。

図 17.

単一のアップリンクと単一のスイッチ間の接続

ポート チャネルと単一のスイッチ間
この接続設計は、単一のリンクの消失に対しては冗長ですが、単一のスイッチの障害の影響を受ける可能性があります。
図 18.

ポート チャネルと単一のスイッチ間の接続

単一のアップリンクまたはポート チャネルと複数のスイッチ間
この接続設計は、アップストリーム スイッチの障害に対して冗長であり、単一のリンク障害に対して冗長です。通常の動作
では、2 つのアップストリーム スイッチにまたがるループを回避するために、STP がリンクの半分をブロックする可能性が
あります。この副作用は、Cisco UCS ドメインと LAN 間の帯域幅が減少することです。アクティブ リンクのいずれかで障
害が発生すると、STP が以前ブロックしたリンクをオンラインに戻して、他のスイッチを介したそのファブリック インターコネ
クトへのアクセスを提供します。この設定はファブリック A からファブリック B への接続を解除する単一のスイッチ障害の
影響を受けるため、両方のリンクを単一の FI から単一のスイッチに接続しないことをお勧めします。冗長性を確保するた
めに、下の図の単一のリンクをポート チャネルにすることもできます。

図 19.

複数のアップリンク スイッチとの接続

vPC と複数のスイッチ間
この推奨接続設計は、VSS を実行している Catalyst 6000 シリーズ スイッチや Cisco Nexus 5000、7000、および
9000 シリーズ スイッチなどの仮想ポート チャネル機能を備えたシスコ スイッチを使用する必要があります。論理的に
は、2 つの vPC 対応スイッチが 1 つのスイッチとして出現するため、スパニング ツリー プロトコルはどのリンクもブロッ
クしません。この設定では、すべてのリンクをアクティブにすることができるため、最大帯域幅と、レベルごとの複数の冗長
性が実現されます。
図 20.

vPC との接続

vPC を使用した Cisco Nexus 9372 スイッチの設定例については、付録 C：Nexus 9372 スイッチの設定例
で説明します。

VLAN とサブネット
基本 HyperFlex システム設定では、アップストリーム LAN から Cisco UCS ドメインに複数の VLAN を伝送する必要
があり、これらの VLAN も Cisco UCS 設定で定義されます。次の表に、Cisco UCS の HyperFlex インストーラに
よって構築される VLAN とその機能を示します。

表 10

VLAN
VLAN 名

VLAN ID（Admin. VLAN ID）

目的

hx-inband-mgmt

顧客支給

ESXi ホスト管理インターフェイス
HX ストレージ コントローラ VM 管理
インターフェイス
HX ストレージ クラスタ ローミング管
理インターフェイス

hx-storage-data

顧客支給

ESXi ホスト ストレージ vmkernel イ
ンターフェイス
HX ストレージ コントローラ ストレージ
ネットワーク インターフェイス
HX ストレージ クラスタ ローミング ス
トレージ インターフェイス

vm-network

顧客支給

ゲスト VM ネットワーク インターフェ
イス

hx-vmotion

顧客支給

ESXi ホスト vMotion vmkernel イン
ターフェイス

物理デバイス管理用の専用のネットワークまたはサブネットがデータセンターで頻繁に使用されます。このシ
ナリオでは、ファブリック インターコネクトの mgmt0 インターフェイスが専用のネットワークまたはサブ
ネットに接続されます。これは、次の警告をクリアすれば、HyperFlex のインストールにとって有効な設定で
す。HyperFlex インストーラを導入する場合は、必ず、ファブリック インターコネクトの mgmt0 インター
フェイスのサブネットに IP 接続し、上記 hx-inband-mgmt VLAN と hx-storage-data VLAN で使用される
サブネットにも IP 接続する必要があります。

ジャンボ フレーム
hx-storage-data VLAN とサブネットを通過するすべての HyperFlex ストレージ トラフィックがジャンボ フレームを使
用するように設定されます。正確に言えば、すべての通信が、最大伝送ユニット（MTU）サイズが 9000 バイトの IP パ
ケットを送信するように設定されます。より大きな MTU 値を使用するということは、送信される各 IP パケットがより大き
なペイロードを伝送することを意味するため、パケットあたりに送信するデータ量が増え、結果的にデータの送受信が高速
化します。この要件は、Cisco UCS アップリンクを、ジャンボ フレームを通過させるように設定する必要があることも意味
します。Cisco UCS アップリンク スイッチでジャンボ フレームを許可するように設定できなかった場合は、一部の障害シ
ナリオで、特に、ケーブルやポートの障害によってストレージ トラフィックがノースバウンド Cisco UCS アップリンク ス
イッチを通過したときに、サービスの中断につながる可能性があります。

マルチキャスト
HyperFlex Storage Platform Controller VM は、正常な機能を IPv4 マルチキャストに依存している UCARP を使用
して、ローミング管理仮想 IP アドレスを設定します。このコントローラ VM は、リンクローカル アドレスであるゆえ、ルー
タによって転送されることも、IGMP スヌーピングによって検査されることもない 224.0.0.18 の標準 VRRP IPv4 マルチ
キャスト アドレスを使用して相互にアドバタイズします。この要件は、Cisco UCS アップリンクとアップリンク スイッチが

HyperFlex 管理 VLAN の IPv4 マルチキャスト トラフィックを許可する必要があることを意味します。Cisco UCS アッ
プリンク スイッチで IPv4 マルチキャスト トラフィックを許可するように設定できなかった場合は、一部の障害シナリオで、
特に、ケーブルやポートの障害によってマルチキャスト管理トラフィックがノースバウンド Cisco UCS アップリンク スイッ
チを通過したときに、サービスの中断につながる可能性があります。
Cisco Nexus スイッチは、デフォルトで、マルチキャスト トラフィックを許可し、IGMP スヌーピングを有
効にします。

Cisco UCS 設計
Cisco UCS 設計に関するこの項では、Cisco HyperFlex インストーラによって設定される Cisco UCS Manager 内の
要素について説明します。設定要素の多くは元々固定ですが、HyperFlex インストーラが VLAN 名と ID や IP プール
などの一部の項目を作成時に指定できるようにします。インストール中に手動で要素を設定できますが、そのような項目は
<<>> カッコ付きで示されます。

Cisco UCS 組織
HyperFlex のインストール中に、"hx-cluster" という名前の Cisco UCS 下部組織が作成されます。この下部組織は
Cisco UCS 階層のルート レベルの下に作成され、HyperFlex で使用されるすべてのポリシー、プール、テンプレート、お
よびサービス プロファイルを保存するために使用されます。この配置を使用すれば、必要に応じて、ロールベース アクセ
ス コントロール（RBAC）と管理ロケールを使用した組織管理を後で実現できます。この方法では、ルート レベル要素や他
の下部組織の要素の管理とは別に、Cisco UCS ドメインの HyperFlex 固有の要素のみの管理を管理者に付与できます。
図 21.

Cisco UCS HyperFlex 下部組織

Cisco UCS LAN ポリシー
QoS システム クラス
特定の Cisco UCS Quality of Service（QoS）システム クラスが Cisco HyperFlex システム用として定義されます。こ
れらのクラスは、Cisco UCS ドメインの北側にあるアップリンク スイッチによって使用可能なサービス クラス（CoS）の値
だけでなく、アクティブにするクラス、パケット ドロップを許可するかどうか、競合が発生した場合の各クラスの相対重み、
最大伝送ユニット（MTU）サイズ、およびマルチキャストの最適化が適用されたかどうかを定義します。QoS システム クラ
スは Cisco UCS ドメイン全体に対して定義され、有効にされたクラスは、Cisco UCS vNIC に割り当てられる QoS ポリ
シーで後で使用できます。次の表と図に、HyperFlex 用に構成された QoS システム クラス設定の詳細を示します。

QoS システム クラス

表 11

プライオリティ
（Priority）

有効
（Enabled）

CoS

Packet
Drop

Weight

MTU

マルチキャ
スト最適化

プラチナ

○

5

なし

4

9216

なし

ゴールド

○

4

○

4

標準

なし

シルバー

○

2

○

ベスト エ
フォート

標準

○

ブロンズ

○

1

○

ベスト エ
フォート

9216

なし

ベスト エフォート
（Best Effort）

○

任意（Any）

○

ベスト エ
フォート

標準

なし

ファイバ チャネル

○

3

なし

5

FC

該当なし

図 22.

QoS システム クラス

シルバー QoS システム クラスは、管理ネットワーク vNIC によって使用されるシルバー QoS ポリシーに
よって使用されるため、マルチキャスト最適化設定が有効になっています。このクラスは、UCARP によって
設定されたローミング クラスタ管理 IP アドレスのマスター サーバを決定するための IPv4 マルチキャスト
パケットを送信します。
QoS ポリシー
Cisco UCS QoS システム クラスで定義された設定を適用するには、特定の QoS ポリシーを作成してから、vNIC また
は Cisco UCS サービス プロファイルで使用される vNIC テンプレートに割り当てる必要があります。次の表に、
HyperFlex 用に設定された QoS ポリシーと、作成された vNIC テンプレートへのデフォルト割り当ての詳細を示します。
表 12

QoS ポリシー

ポリシー

プライオリティ
（Priority）

バースト

利率

ホスト制御

vNIC テンプレートで使用され
るもの：

プラチナ

プラチナ

10240

ラインレート

なし

storage-data-a
storage-data-b

ゴールド

ゴールド

10240

ラインレート

なし

vm-network-a
vm-network-b

シルバー

シルバー

10240

ラインレート

なし

hv-mgmt-a
hv-mgmt-b

ブロンズ

ブロンズ

10240

ラインレート

なし

hv-vmotion-a
hv-vmotion-b

ベスト エ
フォート
（Best
Effort）

ベスト エフォート（Best
Effort）

10240

ラインレート

なし

該当なし

プラチナ

プラチナ

10240

ラインレート

なし

storage-data-a
storage-data-b

ゴールド

ゴールド

10240

ラインレート

なし

vm-network-a
vm-network-b

マルチキャスト ポリシー
UCS マルチキャスト ポリシーは、構築された VLAN から参照される HyperFlex インストーラによって設定されます。こ
のポリシーがあれば、今後、Cisco UCS ドメイン内の非 HyperFlex ワークロードによって使用される他の VLAN に特
定のマルチキャスト ポリシーを作成して適用しなければならなくなった場合に柔軟に対応できます。次の表と図に、
HyperFlex 用に設定されたマルチキャスト ポリシーの詳細を示します。
表 13

図 23.

マルチキャスト ポリシー
名前

IGMP スヌーピングの状態

HyperFlex

有効

IGMP スヌーピング クエリアの
状態
無効

マルチキャスト ポリシー

VLAN
VLAN は、ゲスト VM トラフィック用に定義された 1 つの VLAN と vMotion 用の 1 つの VLAN を使用して基本
HyperFlex システムをサポートするために、HyperFlex インストーラによって構築されます。VLAN の名前と ID は、
HyperFlex インストーラ Web インターフェイスの Cisco UCS の設定ページで定義します。Cisco UCS に列挙される
VLAN はすでにアップストリーム ネットワーク上に存在している必要があり、Cisco UCS FI は VLAN Trunk Protocol
（VTP）に参加しません。次の表と図に、HyperFlex 用に設定された VLAN の詳細を示します。

表 14

Cisco UCS VLAN

名前

ID

タイプ
（Type）

トランスポート
（Transport）

ネイティブ
（Native）

VLAN 共有

<<hx-inband-mgmt>>

<user_defined>

LAN

イーサネット

なし

なし

<<hx-storage-data>>

<user_defined>

LAN

イーサネット

なし

なし

<<vm-network>>

<user_defined>

LAN

イーサネット

なし

なし

<<hx-vmotion>>

<user_defined>

LAN

イーサネット

なし

なし
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Cisco UCS VLAN

管理 IP アドレス プール
Cisco UCS 管理 IP アドレス プールは、IP アドレスのブロックを使って生成する必要があります。これらの IP アドレス
は、Cisco UCS ドメイン内で管理されるラックマウント サーバおよびブレード サーバの Cisco Integrated
Management Controller（CIMC）インターフェイスに割り当てられます。IP アドレスは、リモート KVM、仮想メディア、
Serial over LAN（SoL）、インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス（IPMI）などの各ラックマウント サーバまた
はブレード サーバのさまざまな機能の通信エンドポイントです。そのため、ドメイン内の物理サーバあたり少なくとも 1 つ
の IP アドレスを指定する必要があります。IP アドレスは「アウトオブバンド」アドレスと見なされます。これは、通信パスが
ファブリック インターコネクトの mgmt0 ポートを使用して管理アドレスの ARP 要求に応答することを意味します。この
配置のために、このプール内の IP アドレスはファブリック インターコネクトの mgmt0 ポートに割り当てられた IP アドレ
スと同じ IP サブネット内に存在する必要があります。"ext-mgmt" という名前のデフォルト プールは、IP アドレスのブ
ロック、サブネット マスク、および HyperFlex インストーラによるデフォルト ゲートウェイを使って生成されます。
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管理 IP アドレス プール

図 26.

IP アドレス ブロック

MAC アドレス プール
Cisco UCS と仮想インターフェイス カード（VIC）テクノロジーの主なメリットの 1 つは、Cisco UCS サービス プロファイ
ルを介したカードの特性の割り当てです。仮想 NIC（vNIC）インターフェイス、それらの VLAN アソシエーション、MAC ア
ドレス、QoS ポリシーなどは、すべて、アソシエーション プロセスの一部として動的に適用されます。Media Access
Control（MAC）アドレスは、6 バイトのデータを一意のアドレスとして使用して、レイヤ 2 ネットワーク上のインターフェイ
スを識別します。すべてのデバイスに一意の MAC アドレスが割り当てられます。このアドレスは、最終的に、すべての
データ伝送および受信に使用されます。Cisco UCS Manager は、サービス プロファイルが作成されたときに定義された
vNIC ごとのアドレスのプールから MAC アドレスを選択します。その後、サービス プロファイルが物理サーバに割り当て
られたときに、Cisco VIC カード上で MAC アドレスが設定されます。
ベスト プラクティスでは、Cisco UCS ドメインに使用する MAC アドレスで 00:25:B5 を最初の 3 バイトとして使用す
る必要があります。これは、Cisco Systems, Inc. に登録された Organizationally Unique Identifier（OUI）の 1 つで
す。4 つ目のバイト（00:25:B5:xx など）は HyperFlex のインストール時に指定されます。5 つ目のバイトは、
HyperFlex インストーラによって、Cisco UCS ファブリックと vNIC 配置順序に関連付けるために自動的に設定されま
す。最終的に、最後のバイトはプール内で作成された MAC アドレスの数に応じて増加します。オーバーラップを避けるた
めに、MAC アドレス プールの最初の 4 バイトが、同じレイヤ 2 ネットワークにインストールされた HyperFlex システ
ムごとに一意であり、存在する他の Cisco UCS ドメインとも異なっていることを確認する必要があります。
次の表に、HyperFlex 用に設定された MAC アドレス プールと、それらの作成された vNIC テンプレートへのデフォル
ト割り当ての詳細を示します。
表 15

MAC アドレス プール
名前

ブロック開始

Size

割り当て順序

vNIC テンプレートで使用さ
れるもの：

hv-mgmt-a

00:25:B5:<xx>:A1:01

100

逐次

hv-mgmt-a

hv-mgmt-b

00:25:B5:<xx>:B2:01

100

逐次

hv-mgmt-b

hv-vmotion-a

00:25:B5:<xx>:A7:01

100

逐次

hv-vmotion-a

hv-vmotion-b

00:25:B5:<xx>:B8:01

100

逐次

hv-vmotion-b

storage-data-a

00:25:B5:<xx>:A3:01

100

逐次

storage-data-a

storage-data-b

00:25:B5:<xx>:B4:01

100

逐次

storage-data-b

vm-network-a

00:25:B5:<xx>:A5:01

100

逐次

vm-network-a

vm-network-b

00:25:B5:<xx>:B6:01

100

逐次

vm-network-b
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ネットワーク制御ポリシー
Cisco UCS ネットワーク制御ポリシーは、Cisco UCS サービス プロファイルで定義された vNIC の動作のさまざまな側
面を制御します。制御される設定には、Cisco UCS ネットワーク アップリンクで障害が発生した場合の Cisco
Discovery Protocol（CDP）、MAC アドレスの登録、MAC アドレスの偽造、および vNIC ステータスに対するアクション
の有効化が含まれます。2 つのポリシーが HyperFlex インストーラによって設定されます。HyperFlex-infra は
HyperFlex システムの「インフラストラクチャ」vNIC インターフェイスに適用され、HyperFlex-vm はゲスト VM トラフィッ
クを伝送する vNIC インターフェイスにのみ適用されます。これにより、同じ設定を使ったポリシーが適用されている場合
でも、柔軟性が向上します。次の表に、HyperFlex 用に設定されたネットワーク制御ポリシーと、それらの作成された
vNIC テンプレートへのデフォルト割り当ての詳細を示します。

表 16

ネットワーク制御ポリシー
名前

CDP

MAC 登録モード

[アップリンクの
アクションに失
敗しました
（Action on
Uplink Fail）]
プロパティ

MAC セキュリ
ティ

vNIC テンプレートで使用
されるもの：

HyperFlex-infra

有効
（Enabled）

ネイティブ VLAN
のみ

リンク ダウン

偽造：許可

hv-mgmt-a
hv-mgmt-b
hv-vmotion-a
hv-vmotion-b
storage-data-a
storage-data-b

HyperFlex-vm

図 28.

有効
（Enabled）

ネイティブ VLAN
のみ

リンク ダウン

偽造：許可

vm-network-a
vm-network-b

ネットワーク制御ポリシー

vNIC テンプレート
Cisco UCS Manager は、設定作業を簡略化して高速化するために使用可能な vNIC テンプレートを設定する機能を備
えています。vNIC テンプレートは、各サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートで同じ vNIC を個
別に設定するのではなく、サービス プロファイルと LAN 接続ポリシーで参照されます。vNIC テンプレートには、VLAN
割り当て、MAC アドレス プールの選択、ファブリック A または B の割り当て、ファブリック フェールオーバー、MTU、
QoS ポリシー、ネットワーク制御ポリシーなどを含む vNIC を構成するすべての設定要素が含まれています。テンプレー
トは、初期テンプレートまたは更新テンプレートとして作成されます。更新テンプレートは親テンプレートと子オブジェクトの
間のリンクを維持するため、テンプレートが変更されたときに、残りのすべてのリンクされた子オブジェクトに変更が伝播さ
れます。次の表に、HyperFlex インストーラによって作成される vNIC テンプレートのそれぞれの設定の詳細を示します。

表 17

vNIC テンプレート hv-mgmt-a

vNIC テンプレート名：

hv-mgmt-a

設定

値

ファブリック ID

A

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

MTU

1500

MAC プール

hv-mgmt-a

QoS ポリシー

シルバー

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-infra

VLAN

<<hx-inband-mgmt>>

表 18

vNIC テンプレート hv-mgmt-b

vNIC テンプレート名：

hv-mgmt-b

設定

値

ファブリック ID

B

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

MTU

1500

MAC プール

hv-mgmt-b

QoS ポリシー

シルバー

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-infra

VLAN

<<hx-inband-mgmt>>

表 19

ネイティブ：はい

vNIC テンプレート hv-vmotion-a

vNIC テンプレート名：

hv-vmotion-a

設定

値

ファブリック ID

A

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

ネイティブ：はい

MTU

9,000

MAC プール

hv-vmotion-a

QoS ポリシー

ブロンズ

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-infra

VLAN

<<hx-vmotion>>

表 20

vNIC テンプレート hx-vmotion-b

vNIC テンプレート名：

hv-vmotion-b

設定

値

ファブリック ID

B

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

MTU

9,000

MAC プール

hv-vmotion-b

QoS ポリシー

ブロンズ

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-infra

VLAN

<<hx-vmotion>>

表 21

ネイティブ：はい

ネイティブ：はい

vNIC テンプレート storage-data-a

vNIC テンプレート名：

storage-data-a

設定

値

ファブリック ID

A

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

MTU

9,000

MAC プール

storage-data-a

QoS ポリシー

プラチナ

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-infra

VLAN

<<hx-storage-data>>

ネイティブ：はい

表 22

vNIC テンプレート storage-data-b

vNIC テンプレート名：

storage-data-b

設定

値

ファブリック ID

B

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

MTU

9,000

MAC プール

storage-data-b

QoS ポリシー

プラチナ

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-infra

VLAN

<<hx-storage-data>>

表 23

vNIC テンプレート vm-network-a

vNIC テンプレート名：

vm-network-a

設定

値

ファブリック ID

A

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

MTU

1500

MAC プール

vm-network-a

QoS ポリシー

ゴールド

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-vm

VLAN

<<vm-network>>

表 24

ネイティブ：はい

vNIC テンプレート vm-network-b

vNIC テンプレート名：

vm-network-b

設定

値

ファブリック ID

B

ファブリック フェールオーバー

無効

ターゲット（Target）

アダプタ

タイプ（Type）

更新テンプレート

ネイティブ：いいえ

MTU

1500

MAC プール

vm-network-b

QoS ポリシー

ゴールド

ネットワーク制御ポリシー

HyperFlex-vm

VLAN

<<vm-network>>

ネイティブ：いいえ

LAN 接続ポリシー
Cisco UCS Manager は、サービス プロファイル設定に必要なすべての vNIC または vNIC テンプレートを単一のポリ
シー定義に集約する LAN 接続ポリシーの機能を備えています。この機能を使って vNIC または vNIC テンプレートの
集合を一度だけ定義し、そのポリシーをサービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプレートで使用すること
により、設定作業が簡略化されます。HyperFlex インストーラは HyperFlex という名前の LAN 接続ポリシーを設定し
ます。このポリシーには、同じく HyperFlex インストーラによって設定される HyperFlex という名前のアダプタ ポリシー
とともに、前の項で定義したすべての vNIC テンプレートが含まれています。次の表は、HyperFlex 用に設定される
LAN 接続ポリシーの詳細を示しています。
表 25

LAN 接続ポリシー
ポリシー名

vNICテンプレートの
使用

vNIC名

使用される vNIC テ
ンプレート：

アダプタ ポリシー

HyperFlex

○

hv-mgmt-a

hv-mgmt-a

HyperFlex

hv-mgmt-b

hv-mgmt-b

hv-vmotion-a

hv-vmotion-a

hv-vmotion-b

hv-vmotion-b

storage-data-a

storage-data-a

storage-data-b

storage-data-b

vm-network-a

vm-network-a

vm-network-b

vm-network-b

Cisco UCS サーバ ポリシー
アダプタ ポリシー
Cisco UCS アダプタ ポリシーを使用すると、Cisco UCS ブレード サーバまたはラックマウント サーバに実装されたコン
バージド ネットワーク アダプタ（CNA）のさまざまな設定を行うことができます。使用しているソフトウェアやオペレーティン
グ システムに応じて、さまざまな高度なハードウェア機能を有効または無効にすることができます。次の図は、HyperFlex
用に設定される LAN 接続ポリシーの詳細を示しています。

図 29.

Cisco UCS アダプタ ポリシー リソース

図 30.

Cisco UCS アダプタ ポリシー オプション

BIOS ポリシー
Cisco HX シリーズ サーバには、Cisco UCS Manager で事前に定義された一連の BIOS デフォルト設定値がありま
す。これらの設定は、HyperFlex を実行している Cisco HX シリーズ サーバ用に最適化されています。HyperFlex イン
ストーラにより作成される「HyperFlex」という名前の BIOS ポリシーは、Serial over LAN（SoL）機能用にシリアル ポート
A を有効にする項目を除き、すべてのデフォルト値を設定しています。このポリシーを使用すれば、今後、デフォルト設定
を変更する必要が生じた場合に柔軟に対応できます。

ブート ポリシー
Cisco UCS ブート ポリシーは、ブレード サーバおよびラックマウント サーバによって使用されるブート デバイスと、それ
らのブート試行順序を定義します。Cisco HX シリーズ ラックマウント サーバとコンピューティング専用の B200 M4 ブ
レード サーバでは、ミラー化された Cisco FlexFlash SD カードの内部ペアに VMware ESXi ハイパーバイザが実装さ
れているため、サーバをその場所からブートさせるよう定義したブート ポリシーが必要です。HyperFlex インストーラは、
SD カードからのブートを指定する「HyperFlex」という名前のブート ポリシーを設定します。次の図は、SD カードからブー
トするよう設定した HyperFlex ブート ポリシーの詳細を示しています。
図 31.

Cisco UCS ブート ポリシー

オプションで、コンピューティング専用の B200 M4 ブレード サーバを FC ベースの SAN LUN からブート
させるように設定できます。この設定をサポートするには、カスタム ブート ポリシーを作成して、B200 M4
ブレードに割り当てられたサービス プロファイルとテンプレートでそれを使用する必要があります。
ホスト ファームウェア パッケージ
Cisco UCS ホスト ファームウェア パッケージは Cisco UCS プラットフォームの最も強力な機能の 1 つです。サービス
プロファイルで指定されたポリシーを介して、管理対象のすべてのブレード サーバとラックマウント サーバのファームウェ
ア リビジョンを制御できます。ホスト ファームウェア パッケージはサービス プロファイルで定義され、参照されます。サー
ビス プロファイルがサーバに関連付けられると、ホスト ファームウェア パッケージで定義されたすべてのコンポーネント
のファームウェアは、パッケージに合わせて自動的にアップグレードまたはダウングレードされます。HyperFlex インストー
ラにより作成される「HyperFlex」という名前のホスト ファームウェア パッケージは、ファームウェア リビジョンをパートごと
に定義する代わりに、特定の Cisco UCS ファームウェア バンドルに一致するすべてのコンポーネントにファームウェア
リビジョンを適用するシンプルなパッケージ定義方法を使用します。次の図は、HyperFlex インストーラによって設定され
るホスト ファームウェア パッケージの詳細を示しています。

図 32.

Cisco UCS ホスト ファームウェア パッケージ

ローカル ディスク設定ポリシー
Cisco UCS ローカル ディスク設定ポリシーは、各ブレード サーバまたはラックマウント サーバにローカルに実装される
ディスクの設定を定義するために使用され、多くの場合、データ保護用に複数のディスクが存在する状況で Redundant
Array of Independent/Inexpensive Disk（RAID）レベルを設定するために使用されます。ストレージ リソースを提供する
HX シリーズ コンバージド ノードには RAID が必要でないため、HyperFlex インストーラは、任意のローカル ディスク
設定を可能にする「HyperFlex」という名前のローカル ディスク設定ポリシーを作成します。また、このポリシーは、
VMware ESXi ハイパーバイザをブートするために使用される組み込み FlexFlash SD カードを有効にします。次の図
は、HyperFlex インストーラによって設定されるローカル ディスク設定ポリシーの詳細を示しています。
図 33.

Cisco UCS ローカル ディスク設定ポリシー

メンテナンス ポリシー
Cisco UCS メンテナンス ポリシーは、関連するサービス プロファイルが変更された場合の、接続されたブレード サーバ
とラックマウント サーバの動作を定義します。デフォルトの Cisco UCS メンテナンス ポリシー設定は "Immediate" で
す。これは、サービス プロファイルの変更により物理サーバのリブートが必要になった場合、そのサーバの即時リブートが
実行されることを意味します。シスコが推奨するベスト プラクティスは、"user-ack" に設定したメンテナンス ポリシーを使
用することです。この場合、サーバをリブートして変更を適用する前に、Cisco UCS 内の適切な権限を持つユーザによる
二次的な確認応答が必要となります。HyperFlex インストーラは、設定が "user-ack" に変更された "HyperFlex" と
いう名前のメンテナンス ポリシーを作成します。次の図は、HyperFlex インストーラによって設定されるメンテナンス ポリ
シーの詳細を示しています。

図 34.

Cisco UCS メンテナンス ポリシー

電力制御ポリシー
Cisco UCS 電力制御ポリシーを使用すると、管理者は環境内のサーバへの電力供給に関する優先順位値を設定するこ
とで、使用可能量を上回る電力をサーバが要求したときに電力供給を制限できます。HyperFlex インストーラによって作
成される「HyperFlex」という名前の電力制御ポリシーでは、すべてのパワー キャッピングが無効になっており、必要に応
じてファンを全速力で作動させます。次の図は、HyperFlex インストーラによって設定される電力制御ポリシーの詳細を示
しています。
図 35.

Cisco UCS 電力制御ポリシー

スクラブ ポリシー
Cisco UCS スクラブ ポリシーは、ローカル ディスク、BIOS 設定、および FlexFlash SD カードからデータをスクラブ（つ
まり消去）するために使用されます。ポリシー設定が有効になっている場合、そのポリシーを使用するサービス プロファイ
ルがサーバから関連付け解除されたときに情報が消去されます。HyperFlex インストーラにより作成される「HyperFlex」
という名前のスクラブ ポリシーでは、すべての設定が無効になっているため、サービス プロファイルが関連付け解除され
たときにローカル ディスク、SD カード、および BIOS 設定上のすべてのデータが保存されます。次の図は、HyperFlex
インストーラによって設定されるスクラブ ポリシーの詳細を示しています。

図 36.

Cisco UCS スクラブ ポリシー

Serial over LAN ポリシー
Cisco UCS Serial over LAN（SoL）ポリシーは、サーバのシリアル ポートに送信されるコンソール出力を、LAN を介して
アクセス可能にします。VMware ESXi などの多くの Linux ベースのオペレーティング システムでは、ローカル シリアル
ポートをローカル コンソールとして設定できるため、ユーザは、システム ブートを監視して、システム コマンド プロンプト
と対話的に通信することができます。多くのブレード サーバは物理シリアル ポートを備えておらず、管理者がリモートで作
業することが多いため、LAN を介してこのトラフィックを送受信できれば非常に便利です。SoL セッションへの接続を
Cisco UCS Manager から開始することができます。HyperFlex インストーラは、SoL セッションを有効にする
「HyperFlex」という名前の SoL を作成します。次の図に、HyperFlex インストーラによって設定される SoL ポリシーの
詳細を示します。
図 37.

Cisco UCS Serial over LAN ポリシー

vMedia ポリシー
Cisco UCS 仮想メディア（vMedia）ポリシーは、Cisco UCS ブレード サーバとラックマウント サーバのリモート KVM
セッションへの仮想メディア ファイルの接続を自動化します。vMedia ポリシーを使用すれば、手動でリモート KVM コン
ソールを起動して 1 つずつ接続しなくても、自動的にインストール ISO ファイルがサーバにアタッチされるため、インス
トール時間を短縮できます。HyperFlex インストーラは、メディアの場所を定義していない、将来使用するための
「HyperFlex」という名前の vMedia ポリシーを作成します。次の図に、HyperFlex インストーラによって設定される
vMedia ポリシーの詳細を示します。

図 38.

Cisco UCS vMedia ポリシー

Cisco UCS サービス プロファイル テンプレート
Cisco UCS Manager に備わっているサービス プロファイル テンプレート設定機能を使用すると、同じ設定を複数の
サーバに適用しなければならない場合に、簡単かつ迅速に設定作業を行うことができます。サービス プロファイル テンプ
レートは、必要が生じるたび同じサービス プロファイルを手動で設定する代わりに、サービス プロファイルのコピーを複数
生成してサーバに関連付けるために使用されます。サービス プロファイル テンプレートには、vNIC、vHBA、ローカル
ディスク設定、ブート ポリシー、ホスト ファームウェア パッケージ、BIOS ポリシーなどのサービス プロファイルを構成す
るすべての設定要素が含まれています。テンプレートは、初期テンプレートまたは更新テンプレートとして作成されます。更
新テンプレートは親テンプレートと子オブジェクトの間のリンクを維持するため、テンプレートが変更されたときに、残りのす
べてのリンクされた子オブジェクトに変更が伝播されます。HyperFlex インストーラは、それぞれ同じ設定の
"hx-nodes" と "compute-nodes" という名前の 2 つのサービス プロファイル テンプレートを作成します。これによ
り、将来、コンピューティング専用ノードの設定を HyperFlex コンバージド ストレージ ノードの設定と別にする必要が生
じた場合に、作業が簡略化されます。次の表に、HyperFlex インストーラによって設定されるサービス プロファイル テン
プレートの詳細を示します。
表 26

HyperFlex サービス プロファイル テンプレート

サービス プロファイル テンプレート名：

hx-nodes

compute-nodes

設定

値

値

UUID プール

ハードウェア デフォルト

ハードウェア デフォルト

関連するサーバ プール

なし

なし

メンテナンス ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

管理 IP アドレス ポリシー

なし

なし

ローカル ディスク設定ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

LAN 接続ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

ブート ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

BIOS ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

ファームウェア ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

電力制御ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

スクラビング ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

Serial over LAN ポリシー

HyperFlex

HyperFlex

vNIC/vHBA の配置
サービス プロファイルで定義された vNIC と vHBA の検出順序を制御するために、Cisco UCS では、ブレード サーバ
またはラックマウント サーバ内のカードでの vNIC と vHBA の配置と、それらの表示順序を定義できます。HX シリーズ
サーバは 1 つの Cisco UCS VIC 1227 mLOM カードを使用して設定されるため、有効は配置場所はカード番号 1 の
みです。特定のハードウェア構成では、カードおよびポート エクステンダと論理順序との物理マッピングが線形ではないた
め、各カードは仮想接続つまり vCon と見なされます。そのため、配置と順序が定義されるインターフェイスは物理カード
を参照せず、代わりに vCons を参照します。したがって、HX シリーズ サーバ用のサービス プロファイル テンプレート
で定義されるすべての vNIC はそれらを vCon 1 上に配置し、その後でその順序が定義されます。
作成された vNIC テンプレート（vNIC テンプレート）、LAN 接続ポリシー（LAN 接続ポリシー）、および vNIC 配置の組
み合わせを使用して、すべての VMware ESXi サーバがネットワーク インターフェイスを同じ順序で検出し、常に同じネッ
トワーク ファブリックを介して同じ VLAN に接続されます。次の表は、vNIC、それらの配置と順序、それらが接続される
ファブリック、デフォルト VLAN、および ESXi ハイパーバイザによってそれらがどのように列挙されるかの概要を示してい
ます。
表 27

vNIC の配置

vNIC

配置

順序

ファブリック

VLAN

ESXi インターフェイス一覧

hv-mgmt-a

1

1

A

<<hx-inband-mgmt>>

vmnic0

hv-mgmt-b

1

2

B

<<hx-inband-mgmt>>

vmnic1

storage-data-a

1

3

A

<<hx-storage-data>>

vmnic2

storage-data-b

1

4

B

<<hx-storage-data>>

vmnic3

vm-network-a

1

5

A

<<vm-network>>

vmnic4

vm-network-b

1

6

B

<<vm-network>>

vmnic5

hv-vmotion-a

1

7

A

<<hx-vmotion>>

vmnic6

hv-vmotion-b

1

8

B

<<hx-vmotion>>

vmnic7

図 39.

vNIC の配置

ESXi VMDirectPath は、パススルー デバイス用の固定 PCI アドレスに依存します。vNIC 設定を変更（vNIC
を追加/削除）すると、PCI デバイス ツリーに表示される順序が変化します。管理者は、12 Gbps SAS HBA カー
ドを選択するように ESXi VMDirectPath を再設定し、コントローラ VM のストレージ コントローラ設定を
再設定する必要があります。

ESXi ホスト設計
以降の項では、VMware ESXi ハイパーバイザ内の要素の設計、システム要件、仮想ネットワーキング、および Cisco
HyperFlex HX Distributed Data Platform 用の ESXi の設定について詳しく説明します。

仮想ネットワーキング設計
Cisco HyperFlex システムは、ESXi ハイパーバイザ レベルで事前定義された仮想ネットワーク設計を備えています。4
つの異なる仮想スイッチが HyperFlex インストーラによって作成され、それぞれが、Cisco UCS サービス プロファイル
で定義された vNIC から提供される 2 つのアップリンクを使用します。作成される vSwitch は次のとおりです。
•

vswitch-hx-inband-mgmt：これは、自動インストールの一部として ESXi キックスタート ファイルによって名
前変更されるデフォルト vSwitch0 です。デフォルト vmkernel ポート vmk0 が、標準の管理ネットワーク
ポート グループ内に設定されます。スイッチは、ジャンボ フレームを含まない 2 つのアップリンク（ファブリック
A 上のアクティブとファブリック B 上のスタンバイ）を使用します。ストレージ プラットフォーム コントローラ VM
が個々の管理インターフェイスで接続するための 2 番目のポート グループが作成されます。デフォルトでは、す
べてのトラフィックがタグなしです。

•

vswitch-hx-storage-data：この vSwitch は、自動インストールの一部として作成されます。vmkernel ポー
ト vmk1 が、NFS を介した HX データストアへの接続に使われるインターフェイスであるストレージ ハイパーバ
イザ データ ネットワーク ポート グループ内に設定されます。スイッチは、ジャンボ フレームを必要とする 2 つ
のアップリンク（ファブリック B 上のアクティブとファブリック A 上のスタンバイ）を使用します。ストレージ プラット
フォーム コントローラ VM が個々のストレージ インターフェイスで接続するための 2 番目のポート グループが
作成されます。デフォルトでは、すべてのトラフィックがタグなしです。

•

vswitch-hx-vm-network：この vSwitch は、自動インストールの一部として作成されます。スイッチは、ジャ
ンボ フレームを含まない 2 つのアップリンク（ファブリック A および B の両方でアクティブ）を使用します。イン
ストール後の手順の一部としてポート グループの設定が想定されているため、HyperFlex インストーラはデフォ
ルトでどのポート グループも設定しません。デフォルトで、この vSwitch へのすべてのトラフィックがタグ付けさ
れます。

•

vmotion：この vSwitch が自動インストールの一部として作成されます。vMotion に使用される vmkernel
ポートは作成されません。インストール後の手順の一部としてこれが作成されることが想定されているためです。
スイッチは、ジャンボ フレームを必要とする 2 つのアップリンク（ファブリック A 上のアクティブとファブリック B
上のスタンバイ）を使用します。デフォルトでは、すべてのトラフィックがタグなしです。

次の表と図は、HyperFlex インストーラによって作成される ESXi 仮想ネットワーキング設計の詳細を示しています。
表 28

仮想スイッチ

仮想スイッチ

ポート グループ

アクティブ
vmnic

パッシブ
vmnic

VLAN IDs

ジャンボ

vswitch-hx-inband-mgmt

管理ネットワーク

vmnic0

vmnic1

タグなし

No

vmnic3

vmnic2

タグなし

Yes

ストレージ コント
ローラ管理ネット
ワーク
vswitch-hx-storage-data

ストレージ コント
ローラ データ ネット
ワーク
ストレージ ハイパー
バイザ データ ネッ
トワーク

vswitch-hx-vm-network

none

vmnic4、
vmnic5

none

<vm-network>

No

vmotion

none

vmnic6

vmnic7

タグなし

Yes

図 40.

ESXi ネットワーク設計

VMDirectPath I/O パススルー
VMDirectPath I/O は、あたかも VM 自体に属する物理デバイスであるかのように、ゲスト VM が ESXi ホスト内の
PCI デバイスと PCIe デバイスに直接アクセスできるようにします（これを PCI パススルーともいいます）。ハードウェア
デバイスに適切なドライバを使用して、ゲスト VM はすべての I/O 要求を物理デバイスに直接送信し、ハイパーバイザを
バイパスします。Cisco HyperFlex システムでは、ストレージ プラットフォーム コントローラ VM がこの機能を使用して、
Cisco HX シリーズ ラックマウント サーバ内の Cisco 12Gbps SAS HBA カードを完全に制御します。これによりコント
ローラ VM は、サーバに実装された物理ディスクにハードウェア レベルで直接アクセスでき、これらを使用して Cisco
HX Distributed Filesystem が構築されます。Cisco SAS HBA に直接接続されたディスク、または SAS エクステンダ
を経由して SAS HBA に接続されたディスクのみが、コントローラ VM によって制御されます。SD カードなど、別のコン
トローラに接続された他のディスクは引き続き ESXi ハイパーバイザによって制御されます。VMDirectPath I/O 機能の
設定は Cisco HyperFlex インストーラによって実行されるため、手動による設定手順は必要ありません。

ストレージ プラットフォーム コントローラ VM
Cisco HyperFlex システムの主要コンポーネントは、HyperFlex クラスタ内の各ノード上で動作するストレージ プラット
フォーム コントローラ仮想マシンです。複数のコントローラ VM が連動して Cisco HX Distributed Filesystem を形成
および調整し、すべてのゲスト VM I/O 要求を処理します。これらのコントローラ VM は、Linux サービスや Windows
サービスと同様の概念である 1 つの vSphere ESXi エージェントとして導入されます。ESXi エージェントは特定の 1 つ
のホストに関連付けられ、ESXi ハイパーバイザと一緒に開始および停止します。ハイパーバイザとエージェントの両方が
開始するまで、システムはオンラインで準備ができているとは見なされません。それぞれの ESXi ハイパーバイザ ホスト
には、そのノードのコントローラ VM である 1 つの ESXi エージェントが導入され、それを他のホストに移動/移行するこ
とはできません。ESXi エージェントの集合が vSphere ESXi クラスタ内の 1 つの ESXi エージェンシーを介して管理さ
れます。

ストレージ コントローラ VM は、Cisco HX Distributed Filesystem を管理および保守するカスタム ソフトウェアとサー
ビスを実行します。コントローラ VM 内で動作するサービスとプロセスは、ESXi エージェントの一部としてエージェンシー
に公開されないため、ESXi ハイパーバイザと vCenter サーバはどちらも、コントローラ VM から提供されるストレージ
サービスに関する直接的な情報を入手できません。コントローラ VM の機能と Cisco HX Distributed Filesystem に対
する管理と可視性は、vSphere クラスタを管理している vCenter サーバまたはアプライアンスに実装されたプラグインを
介して提供されます。このプラグインは、vSphere Web Client の同じ Web ベースのインターフェイス内で動作しなが
ら、コントローラ VM と直接通信することで、要求された情報を表示したり指示された設定変更を実行したりします。コント
ローラ VM、エージェント、エージェンシー、および vCenter プラグインの導入はすべて Cisco HyperFlex インストーラ
によって実行されるため、手動による設定手順は必要ありません。
コントローラ VM の位置
コントローラ VM の物理ストレージの位置は、Cisco HX220c-M4S と HX240c-M4SX サーバ モデルで異なります。
これは、この 2 つのサーバ モデル上の物理ディスクの位置と接続が異なるためです。ストレージ コントローラ VM に
は、ESXi 環境内の他の一般的な仮想マシンと運用上の違いはありません。この VM には、VMDirectPath I/O を介して
制御される SAS HBA とは別の場所で利用可能なブート可能ルート ファイルシステムを含む仮想ディスクが必要です。モ
デルの設定の詳細を以下に示します。
•

HX220c：コントローラ VM のルート ファイルシステムは、3.5 GB VMFS データストアに配置された 2.2 GB 仮
想ディスク/dev/sda に保存され、そのデータストアは内部のミラー化された SD カードからプロビジョニングされ
ます。コントローラ VM は、SAS HBA の PCI パススルー制御を介してすべての前面ホットスワップ可能ディス
クを完全に制御します。コントローラ VM のオペレーティング システムは、（一般に「ハウスキーピング」ディスクと
も呼ばれる）120 GB SSD を/dev/sdb と見なし、HyperFlex のバイナリとログをこのディスク上に配置します。
コントローラ VM OS によって認識されるその他のディスクは、HX 分散ファイル システムによってキャッシング
レイヤおよび容量レイヤとして使用されます。

•

HX240c：HX240c-M4SX サーバは、Intel Wellsburg Platform Controller Hub（PCH）チップによって提供さ
れる組み込み SATA コントローラを備えており、120 GB ハウスキーピング ディスクがそれに接続され、内部ド
ライブ キャリアに配置されます。このモデルでは 120 GB ハウスキーピング ディスクが SAS HBA に接続され
ないため、ESXi ハイパーバイザが引き続きこのディスクを管理し、ディスク全体を使って VMFS データストアが
そこでプロビジョニングされます。この VMFS データストアでは 2.2 GB 仮想ディスクがコントローラ VM によっ
て作成され、ルート ファイルシステム用の/dev/sda として使用されます。さらに 87 GB 仮想ディスクがコント
ローラ VM によって作成され、/dev/sdb として使われて、HyperFlex のバイナリとログがこのディスクに配置さ
れます。SAS HBA の PCI パススルーを介してコントローラ VM OS によって認識される前面ホットスワップ可
能ディスクが、HX 分散ファイル システムによってキャッシング レイヤおよび容量レイヤとして使用されます。

次の図に、ESXi ハイパーバイザ ホスト上のストレージ プラットフォーム コントローラ VM の配置を詳しく示します。

図 41.

HX220c コントローラ VM の配置

B200 M4 コンピューティング専用ブレードには、ブート ドライブからプロビジョニングされる、3.5 GB
VMFS データストア上の軽量ストレージ コントローラ VM もまた配置されます。

図 42.

HX240c コントローラ VM の配置

CPU リソース予約
ストレージ コントローラ VM は Cisco HX Distributed Data Platform の重要な機能を提供するため、HyperFlex イン
ストーラは、コントローラ VM 用の CPU リソース予約を設定します。この予約により、ESXi ハイパーバイザ ホストの物
理 CPU リソースがゲスト VM によって大量に消費されている状況で、コントローラ VM に最小レベルの CPU リソース
が確実に提供されます。次の表に、ストレージ コントローラ VM の CPU リソース予約について詳しく示します。
表 29

コントローラ VM の CPU 予約

vCPU の数

共有

予約

制限

8

低

10800 MHz

無制限

メモリ リソース予約
ストレージ コントローラ VM は Cisco HX Distributed Data Platform の重要な機能を提供するため、HyperFlex イン
ストーラはコントローラ VM 用にメモリ リソース予約を設定します。この予約により、ESXi ハイパーバイザ ホストの物理
メモリ リソースがゲスト VM によって大量に消費されている状況で、コントローラ VM に最小レベルのメモリ リソースが
確実に提供されます。次の表に、ストレージ コントローラ VM のメモリ リソース予約について詳しく示します。

表 30

コントローラ VM のメモリ予約

サーバ モデル

ゲスト メモリの容量

すべてのゲスト メモリの予約

HX220c-M4S

48 GB

○

HX240c-M4SX

72 GB

○

B200 M4 コンピューティング専用ブレードは軽量ストレージ コントローラ VM を備えており、この VM は
1 つの vCPU と 512 MB のメモリ予約でのみ設定されています。

インストール
Cisco HyperFlex システムは、通常、ハードウェア納入前に工場プリインストール プロセスが実行された状態で注文され
ます。この工場組み込み作業では、適切なファームウェア リビジョンがプリセットされた HyperFlex サーバ、VMware
ESXi ハイパーバイザ ソフトウェアのプリインストール コピー、および Cisco HyperFlex ソフトウェアの一部のコンポー
ネントがインストール済みで提供されます。このような工場作業を事前に行うことで、シスコ アドバンスド サービスまたは
シスコ パートナー企業の技術スタッフが現場で実行すべき最終手順が減り、簡略化されます。このドキュメントの目的に
沿って、工場プリインストール作業がまったく行われない場合のセットアップ プロセス全体をこのドキュメントで記述してい
ますが、それでもシスコ開発のツールやプロセスを活用することでインストールが簡略化され、導入時間が大幅に短くなり
ます。
Cisco HyperFlex システムのインストール作業の主要部分は、（cisco.com から OVA ファイルとしてダウンロードでき
る）導入可能な HyperFlex インストーラ仮想マシンを介して実行されます。Cisco UCS 設定作業のほとんどを実行する
インストーラ VM を使用すると、HyperFlex ホスト上の ESXi のインストールが簡略化されます。また、HyperFlex イン
ストーラ VM は HyperFlex HX Data Platform ソフトウェアをインストールし、HyperFlex クラスタを作成すると同時に、
多数の ESXi 設定タスクを並行して自動実行します。この簡略化されたインストール方法はシスコによって開発されたた
め、この CVD には、インストーラによって処理されるすべての要素の設定に関する詳細な手動手順が記載されていませ
ん。以降の項では、HyperFlex インストーラを使用する前に必要な前提条件と手動手順、HyperFlex インストーラの活用
方法、および他のインストール後タスクの実行方法について説明します。

前提条件
インストール作業を始める前に、以下の情報を収集することが重要です。

IP アドレッシング
Cisco HyperFlex システムの IP アドレスは、使用する適切なサブネットと VLAN から割り当てる必要があります。この
システムによって使用される IP アドレスは次のグループに分類されます。
•

Cisco UCS Manager：これらのアドレスは Cisco UCS Manager によって使用され、割り当てられます。3 つ
の IP アドレスが Cisco UCS Manager によって使用されます。Cisco UCS ファブリック インターコネクトごと
に 1 つずつの IP アドレスが割り当てられます。3 つ目の IP アドレスは、Cisco UCS クラスタのアクティブ FI
を管理するためのローミング アドレスです。加えて、物理サーバの CIMC インターフェイスに割り当てられるデ
フォルトの ext-mgmt IP アドレス プール用として、Cisco UCS ブレードまたは HX シリーズ ラックマウント
サーバごとに少なくとも 1 つの IP アドレスが必要です。これらのアドレスはプールから割り当てられるため、連
続するアドレス ブロックで指定する必要があります。また、これらのアドレスはすべて同じサブネット上に存在する
必要があります。

•

HyperFlex および ESXi 管理：これらのアドレスは、ESXi ハイパーバイザ ホストと HyperFlex Storage
Platform コントローラ VM を管理するために使用されます。HyperFlex クラスタ内の各ノードに 2 つの IP ア
ドレスが必要なうえ、同じサブネットからのローミング HyperFlex クラスタ管理インターフェイスとしてもう 1 つの
IP アドレスが必要です。これらのアドレスは、Cisco UCS Manager アドレスと同じサブネットから割り当てること
も、別のサブネットから割り当てることもできます。

•

HyperFlex ストレージ：これらのアドレスは、HX Distributed Data Platform ファイルシステムとデータをやり取
りするための、ESXi ハイパーバイザ ホスト上の VM カーネル インターフェイスとして HyperFlex Storage
Platform コントローラ VM によって使用されます。HyperFlex クラスタ内の各ノードに 2 つの IP アドレスが
必要なうえ、同じサブネットからのローミング HyperFlex クラスタ ストレージ インターフェイスとしてもう 1 つの
IP アドレスが必要です。ネットワーク内において他の目的で使用されていないサブネットをプロビジョニングするこ
とを推奨します。これらのインターフェイスに対してルーティング不能な IP アドレス範囲を使用することもできま
す。最後に、Cisco UCS ドメインに複数の HyperFlex クラスタを含める予定の場合は、各クラスタの
HyperFlex ストレージ トラフィック用として別々のサブネットと VLAN ID を使用できます。これは、複数のクラス
タからのストレージ トラフィックが輻輳しないことを保証する、より安全な方法です。

•

vMotion：これらの IP アドレスは、ESXi ハイパーバイザ ホストで vMotion 機能を有効にするための VM
カーネル インターフェイスとして使用されます。HyperFlex クラスタ内の各ノードに 1 つ以上の IP アドレスを同
じサブネットから割り当てる必要があります。マルチ NIC vMotion を有効にする場合は、複数のアドレスと VM
カーネル インターフェイスを使用できます。

以下の表に 8 ノード標準 HyperFlex クラスタまたは 4+4 ハイブリッド クラスタのインストールに必要な IP アドレスの
一覧と、この CVD 内のセットアップ手順で使用する設定例を示します。この情報は、必要な IP アドレスの収集に役立ち
ます。
表 31

HyperFlex クラスタの IP アドレッシング

アドレス グループ：

UCS 管理

HyperFlex および ESXi 管理

HyperFlex ストレージ

VMotion

VLAN ID：
サブネット：
サブネットマスク：
ゲートウェイ：
ESXi ハイパー
バイザ ストレー

デバイス
ファブリック インターコ
ネクト A
ファブリック インターコ
ネクト B
UCS マネージャ
HyperFlex クラスタ
HyperFlex ノード #1
HyperFlex ノード #2
HyperFlex ノード #3

UCS 管理アド
レス

ESXi 管理イン
ターフェイス

ストレージ コント
ローラ管理イン
ターフェイス

ジ VM カーネ
ル インターフェ
イス

ストレージ コント
ローラ ストレージ
インターフェイス

vMotion VM
カーネル インター
フェイス

HyperFlex ノード #4
HyperFlex ノード #5
HyperFlex ノード #6
HyperFlex ノード #7
HyperFlex ノード #8

表 32

HyperFlex ハイブリッド クラスタの IP アドレッシング

アドレス グループ：

UCS 管理

HyperFlex および ESXi 管理

HyperFlex ストレージ

VMotion

VLAN ID：
サブネット：
サブネットマスク：
ゲートウェイ：
ESXi ハイパー
バイザ ストレー

デバイス
ファブリック インターコ
ネクト A
ファブリック インターコ
ネクト B
UCS マネージャ
HyperFlex クラスタ
HyperFlex ノード #1
HyperFlex ノード #2
HyperFlex ノード #3
HyperFlex ノード #4
ブレード #1
ブレード #2
ブレード #3
ブレード #4

UCS 管理アド
レス

ESXi 管理イン
ターフェイス

ストレージ コント
ローラ管理イン
ターフェイス

ジ VM カーネ
ル インターフェ
イス

ストレージ コント
ローラ ストレージ
インターフェイス

vMotion VM
カーネル インター
フェイス

表 33

HyperFlex クラスタの IP アドレッシングの例
UCS 管理

HyperFlex および ESXi 管理

HyperFlex ストレージ

VMotion

VLAN ID：

133

10

51

200

サブネット：

10.29.133.0

192.168.10.0

192.168.51.0

192.168.200.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

10.29.133.1

192.168.10.1

192.168.51.1

アドレス グループ：

サブネットマスク：
ゲートウェイ：

ESXi ハイパー
バイザ ストレー
UCS 管理アド
レス

デバイス

ESXi 管理イン
ターフェイス

ストレージ コント
ローラ管理インター
フェイス

ジ VM カーネ
ル インターフェ
イス

ストレージ コント
ローラ ストレージ
インターフェイス

vMotion VM
カーネル インター
フェイス

ファブリック インターコ
ネクト A

10.29.133.104

ファブリック インターコ
ネクト B

10.29.133.105

UCS マネージャ

10.29.133.106

HyperFlex クラスタ

192.168.10.50

192.168.51.20

HyperFlex ノード #1

10.29.133.111

192.168.10.11

192.168.10.51

192.168.51.11

192.168.51.21

192.168.200.11

HyperFlex ノード #2

10.29.133.112

192.168.10.12

192.168.10.52

192.168.51.12

192.168.51.22

192.168.200.12

HyperFlex ノード #3

10.29.133.113

192.168.10.13

192.168.10.53

192.168.51.13

192.168.51.23

192.168.200.13

HyperFlex ノード #4

10.29.133.114

192.168.10.14

192.168.10.54

192.168.51.14

192.168.51.24

192.168.200.14

HyperFlex ノード #5

10.29.133.115

192.168.10.15

192.168.10.55

192.168.51.15

192.168.51.25

192.168.200.15

HyperFlex ノード #6

10.29.133.116

192.168.10.16

192.168.10.56

192.168.51.16

192.168.51.26

192.168.200.16

HyperFlex ノード #7

10.29.133.117

192.168.10.17

192.168.10.57

192.168.51.17

192.168.51.27

192.168.200.17

HyperFlex ノード #8

10.29.133.118

192.168.10.18

192.168.10.58

192.168.51.18

192.168.51.28

192.168.200.18

表上の黒く塗られたテーブル セルは、IP アドレスが必要ないことを示します。
Cisco UCS 管理と HyperFlex および ESXi 管理の IP アドレスは、HyperFlex インストーラがその両方に到
達できる限り、同じサブネットから取得することも、別のサブネットから取得することもできます。

DHCP
デフォルトでは、ESXi ハイパーバイザのインストール環境は、デフォルトの ESXi 管理インターフェイスへの自動 IP アド
レス割り当てに Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用するように設定されます。多くの環境では、これ
らの管理インターフェイスは手動で設定され、この CVD にその手順が記載されています。ただし、DHCP を使用する方
が望ましい場合は、次のガイドラインに従うこともできます。
•

ESXi ハイパーバイザ管理インターフェイスを含むサブネットに適切な範囲で DHCP サーバを設定します。

•

ESXi ハイパーバイザ管理インターフェイスと同じサブネット上で DHCP サーバのリスニング インターフェイスを
設定するか、DHCP 要求をリモート サーバに転送するようにサブネットのルータ上の DHCP リレー エージェン
トを設定します。

•

必ず各 ESXi ハイパーバイザ ホストに同じ IP アドレス リースが提供されるように、各ホストの DHCP 予約を
設定します。この予約の作成を容易にするため、ESXi ハイパーバイザ管理 vNIC の MAC アドレスは Cisco
UCS Manager で検索してファイルにエクスポートすることができます。

図 43.

MAC アドレスのエクスポート

Windows DHCP サーバ上の Cisco UCS Manager CSV エクスポート ファイルから DHCP 予約を作成する
ためのサンプル PowerShell スクリプトが付録の「DHCP 予約の作成」に掲載されています。

DNS
DNS サーバは、HyperFlex および ESXi 管理グループ内で問い合わせ可能な状態である必要があります。インストー
ルを始める前に、DNS レコードを作成する必要があります。少なくとも、ESXi ハイパーバイザ ホストの管理インターフェ
イス用のレコードを作成することを強くお勧めします。必要に応じて、ストレージ コントローラ管理インターフェイス、ESXi
ハイパーバイザ ストレージ インターフェイス、およびストレージ コントローラ ストレージ インターフェイス用のレコードを
作成することもできます。
以下の表に 8 ノード標準 HyperFlex クラスタまたは 4+4 ハイブリッド クラスタのインストールに必要な DNS 情報の
一覧と、この CVD 内のセットアップ手順で使用する設定例を示します。この情報は、必要な DNS 情報の収集に役立ち
ます。
表 34

DNS サーバ情報

項目
DNS サーバ #1
DNS サーバ #2

値

DNS ドメイン
vCenter Server 名
SMTP サーバ名
Cisco UCS ドメイン名
HX サーバ #1 の名前
HX サーバ #2 の名前
HX サーバ #3 の名前
HX サーバ #4 の名前
HX サーバ #5 の名前
HX サーバ #6 の名前
HX サーバ #7 の名前
HX サーバ #8 の名前

表 35

DNS サーバ情報の例

項目

値

DNS サーバ #1

192.168.0.2

DNS サーバ #2
DNS ドメイン

hx.lab.cisco.com

vCenter Server 名

vcenter1.hx.lab.cisco.com

SMTP サーバ名

192.168.0.4

Cisco UCS ドメイン名

SJC02-151-AAK29

HX サーバ #1 の名前

hx220-01.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #2 の名前

hx220-02.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #3 の名前

hx220-03.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #4 の名前

hx220-04.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #5 の名前

hx220-05.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #6 の名前

hx220-06.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #7 の名前

hx220-07.hx.lab.cisco.com

HX サーバ #8 の名前

hx220-08.hx.lab.cisco.com

NTP
Cisco UCS 管理ネットワーク グループと HyperFlex および ESXi 管理グループ内の同期を行うため、アクセス可能で
信頼性の高い NTP サーバから供給される、HyperFlex システムのコンポーネント全体で一貫性のある時間が必要で
す。NTP は、Cisco UCS Manager、ESXi ハイパーバイザ ホスト、および HyperFlex Storage Platform コントローラ
VM で使用されます。
以下の表に 8 ノード標準 HyperFlex クラスタまたは 4+4 ハイブリッド クラスタのインストールに必要な NTP 情報の
一覧と、この CVD 内のセットアップ手順で使用する設定例を示します。この情報は、必要な NTP 情報の収集に役立ち
ます。
表 36

NTP サーバ情報

項目

値

NTP サーバ #1
NTP サーバ #2
タイムゾーン（Timezone）

表 37

NTP サーバ情報の例

項目

値

NTP サーバ #1

192.168.0.4

NTP サーバ #2
タイムゾーン（Timezone）

（UTC -8:00）太平洋時間

VLAN
インストールの前に、必要な VLAN ID を文書化し、必要に応じて、アップストリーム ネットワーク上で作成する必要があ
ります。HyperFlex システムを構成する Cisco UCS ファブリック インターコネクトにトランキングする必要がある少なくと
も 4 つの VLAN（HyperFlex および ESXi 管理グループ用の VLAN、HyperFlex ストレージ グループ用の VLAN、
vMotion グループ用の VLAN、およびゲスト VM トラフィック用の少なくとも 1 つの VLAN）が存在します。VLAN ID は
HyperFlex Cisco UCS 設定手順で指定する必要があり、任意で、VLAN 名をカスタマイズすることができます。
以下の表に 8 ノード標準 HyperFlex クラスタまたは 4+4 ハイブリッド クラスタのインストールに必要な VLAN 情報
の一覧と、この CVD 内のセットアップ手順で使用する設定例を示します。この情報は、必要な VLAN 情報の収集に役
立ちます。
表 38

VLAN 情報

名前
<<hx-inband-mgmt>>
<<hx-storage-data>>
<<vm-network>>
<<hx-vmotion>>

ID

表 39

VLAN 情報の例

名前

ID

hx-inband-mgmt

10

hx-storage-data

51

vm-prod-100

100

hx-vmotion

200

ネットワーク アップリンク
インストールを始める前に、Cisco UCS アップリンク接続設計を完了しておく必要があります。HyperFlex のインストール
手順を開始する前に完了しておくべき早期手動タスクの 1 つが Cisco UCS ネットワーク アップリンクの設定とその動
作の検証です。ネットワーク アップリンク設計の実現可能性については、「ネットワーク設計」の項を参照してください。
以下の表に 8 ノード標準 HyperFlex クラスタまたは 4+4 ハイブリッド クラスタのインストールに必要なネットワーク
アップリンク情報の一覧と、この CVD 内のセットアップ手順で使用する設定例を示します。この情報は、必要なネットワー
ク アップリンク情報の収集に役立ちます。
表 40

ネットワーク アップリンク設定

表 41

ネットワーク アップリンク設定の例

ユーザ名およびパスワード
HyperFlex インストール プロセスの一部として、複数のユーザ名とパスワードを定義または入手する必要があります。以
下の表に 8 ノード標準 HyperFlex クラスタまたは 4+4 ハイブリッド クラスタのインストールに必要なユーザ名/パス
ワード情報の一覧と、この CVD 内のセットアップ手順で使用する設定例を示します。この情報は、必要なユーザ名/パス
ワード情報の収集に役立ちます。
表 42

ユーザ名およびパスワード

アカウント（Account）

ユーザ名（Username）

パスワード（Password）

Cisco UCS 管理者

admin

<<ucs_admin_pw>>

ESXi 管理者

root

<<esxi_root_pw>>

HyperFlex 管理者

admin

<<hx_admin_pw>>

vCenter 管理者

<<vcenter_administrator>>

<<vcenter_admin_pw>>

表 43

ユーザ名およびパスワードの例

アカウント（Account）

[ユーザ名（Username）]

[パスワード（Password）]

Cisco UCS 管理者

admin

1q2w3e4r

ESXi 管理者

root

Cisco123

HyperFlex 管理者

admin

Cisco123

vCenter 管理者

administrator@vsphere.local

!Q2w3e4r

物理的なインストレーション
ファブリック インターコネクト、HX シリーズ ラックマウント サーバ、Cisco UCS 5108 シャーシ、Cisco UCS 2204XP
ファブリック エクステンダ、および Cisco UCS B200 M4 ブレードを対応するハードウェア インストレーション ガイドに
従ってインストールします。
Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト：
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6200-install-guide/6200_HIG.pdf
HX220c-M4S サーバ：
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HX_series/HX220c_M4/HX220c.html
HX240c-M4SX サーバ：
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HX_series/HX240c_M4/HX240c.html
Cisco UCS 5108 シャーシ、サーバ、およびファブリック エクステンダ：
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/chassis-install-guide/ucs5108_install.pdf

ケーブル配線
HyperFlex システムの物理レイアウトについては、「物理トポロジ」の項を参照してください。インストール作業を始める前
に、ファブリック インターコネクト、HX シリーズ ラックマウント サーバ、Cisco UCS シャーシ、およびブレードを正しく
ケーブル配線する必要があります。
次の表に、8 台の HX240c-M4SX サーバと 1 台の Cisco UCS 5108 シャーシで構成された Cisco HyperFlex シ
ステムのインストール環境のケーブル配線例を示します。
表 44

ケーブル配線の例

デバイス

ポート

接続先

ポート

タイプ

長さ

コメント

Cisco UCS6248-A

L1

Cisco UCS6248-B

L1

CAT5

1FT

Cisco UCS6248-A

L2

Cisco UCS6248-B

L2

CAT5

1FT

Cisco UCS6248-A

mgmt0

カスタマーのネットワーク

Cisco UCS6248-A

1/1

HX240c-M4SX #1

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 1

Cisco UCS6248-A

1/2

HX240c-M4SX #2

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 2

Cisco UCS6248-A

1/3

HX240c-M4SX #3

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 3

Cisco UCS6248-A

1/4

HX240c-M4SX #4

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 4

Cisco UCS6248-A

1/5

HX240c-M4SX #5

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 5

Cisco UCS6248-A

1/6

HX240c-M4SX #6

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 6

Cisco UCS6248-A

1/7

HX240c-M4SX #7

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 7

Cisco UCS6248-A

1/8

HX240c-M4SX #8

mLOM ポート 1

Twinax

3M

サーバ 8

Cisco UCS6248-A

1/9

2204XP #1

IOM1 ポート 1

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-A

1/10

2204XP #1

IOM1 ポート 2

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-A

1/11

2204XP #1

IOM1 ポート 3

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-A

1/12

2204XP #1

IOM1 ポート 4

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-A

1/13

Cisco UCS6248-A

1/14

Cisco UCS6248-A

1/15

Cisco UCS6248-A

1/16

Cisco UCS6248-A

1/17

Cisco UCS6248-A

1/18

Cisco UCS6248-A

1/19

Cisco UCS6248-A

1/20

Cisco UCS6248-A

1/21

Cisco UCS6248-A

1/22

Cisco UCS6248-A

1/23

Cisco UCS6248-A

1/24

Cisco UCS6248-A

1/25

Cisco UCS6248-A

1/26

Cisco UCS6248-A

1/27

Cisco UCS6248-A

1/28

Cisco UCS6248-A

1/29

Cisco UCS6248-A

1/30

Cisco UCS6248-A

1/31

Cisco UCS6248-A

1/32

LAN

uplink

LAN

uplink

デバイス

ポート

接続先

ポート

タイプ

長さ

コメント

Cisco UCS6248-B

L1

Cisco UCS6248-A

L1

CAT5

1FT

Cisco UCS6248-B

L2

Cisco UCS6248-A

L2

CAT5

1FT

Cisco UCS6248-B

mgmt0

カスタマーのネットワーク

Cisco UCS6248-B

1/1

HX240c-M4SX #1

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 1

Cisco UCS6248-B

1/2

HX240c-M4SX #2

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 2

Cisco UCS6248-B

1/3

HX240c-M4SX #3

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 3

Cisco UCS6248-B

1/4

HX240c-M4SX #4

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 4

Cisco UCS6248-B

1/5

HX240c-M4SX #5

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 5

Cisco UCS6248-B

1/6

HX240c-M4SX #6

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 6

Cisco UCS6248-B

1/7

HX240c-M4SX #7

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 7

Cisco UCS6248-B

1/8

HX240c-M4SX #8

mLOM ポート 2

Twinax

3M

サーバ 8

Cisco UCS6248-B

1/9

2204XP #1

IOM2 ポート 1

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-B

1/10

2204XP #1

IOM2 ポート 2

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-B

1/11

2204XP #1

IOM2 ポート 3

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-B

1/12

2204XP #1

IOM2 ポート 4

Twinax

3M

シャーシ 1

Cisco UCS6248-B

1/13

Cisco UCS6248-B

1/14

Cisco UCS6248-B

1/15

Cisco UCS6248-B

1/16

Cisco UCS6248-B

1/17

Cisco UCS6248-B

1/18

Cisco UCS6248-B

1/19

Cisco UCS6248-B

1/20

Cisco UCS6248-B

1/21

Cisco UCS6248-B

1/22

Cisco UCS6248-B

1/23

Cisco UCS6248-B

1/24

Cisco UCS6248-B

1/25

Cisco UCS6248-B

1/26

Cisco UCS6248-B

1/27

Cisco UCS6248-B

1/28

Cisco UCS6248-B

1/29

Cisco UCS6248-B

1/30

Cisco UCS6248-B

1/31

Cisco UCS6248-B

1/32

LAN

uplink

LAN

uplink

Cisco Nexus スイッチの設定
Cisco HyperFlex システムは、アップストリーム 10 ギガビット イーサネット スイッチに接続されるすべてのデータセン
ター ネットワークに導入可能です。このため、このドキュメントではアップリンク スイッチの設定について詳しく説明しませ
んが、vPC を使用した Cisco Nexus 9372 スイッチの設定例を「付録 C：Nexus 9372 スイッチの設定例」に記載して
います。

Cisco UCS のインストール
ここでは、Cisco UCS ファブリック インターコネクトを初期設定し、HyperFlex のインストール用に準備する手順について
説明します。

Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト A
ファブリック インターコネクト A を設定するには、次の手順を実行します。
1. ファブリック インターコネクトのケーブル（L1 および L2 クラスタ リンクを含む）が適切に接続されていることを確
認し、電源コードを差し込んでファブリック インターコネクトの電源をオンにします。
2. 1 番目のファブリック インターコネクトのコンソール ポートに接続します。このファブリック インターコネクトは
A ファブリック デバイスとして示されます。付属の Cisco コンソール ケーブル（CAB-CONSOLE-RJ45=）を使
用して、内蔵 DB9 シリアル ポートに接続するか、USB/DB9 シリアル ポート アダプタを使用します。
3. ターミナル エミュレータ ソフトウェアを起動します。
4. コンピュータの DB9 ポートの COM ポートへの接続、または USB/シリアル アダプタへの接続を作成します。
ターミナル エミュレーションを VT100 に設定し、9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップビットを
設定します。
5. 作成した接続を開きます。場合によっては、最初のプロンプトを表示するために Enter キーを押す必要があります。
6. 次の例を参考にして、1 番目のファブリック インターコネクトを設定します。
---- Basic System Configuration Dialog ---This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system.Only minimal configuration including IP connectivity to
the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps.
Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system.

To back track or make modifications to already entered values,
complete input till end of section and answer no when prompted
to apply configuration.
Enter the configuration method.(console/gui) ? console
Enter the setup mode; setup newly or restore from backup.(setup/restore) ?

setup

You have chosen to setup a new Fabric interconnect.Continue? (y/n): y
Enforce strong password? (y/n) [y]: y
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
Is this Fabric interconnect part of a cluster(select 'no' for standalone)? (yes/no)
[n]: yes
Enter the switch fabric (A/B) []: A
Enter the system name: SJC02-151-AAK29
Physical Switch Mgmt0 IP address : 10.29.133.104
Physical Switch Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway : 10.29.133.1
Cluster IPv4 address : 10.29.133.106
Configure the DNS Server IP address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address : 171.70.168.183
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name : hx.lab.cisco.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=SJC02-151-AAK29
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IP Address=10.29.133.104
Physical Switch Mgmt0 IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=10.29.133.1
Ipv6 value=0
DNS Server=171.70.168.183

Domain Name=hx.lab.cisco.com
Cluster Enabled=yes
Cluster IP Address=10.29.133.106
NOTE: Cluster IP will be configured only after both Fabric Interconnects are
initialized
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no):
yes
Applying configuration.Please wait.
Configuration file - Ok

Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクト B
ファブリック インターコネクト B を設定するには、次の手順を実行します。
1. 1 番目のファブリック インターコネクトのコンソール ポートに接続します。このファブリック インターコネクトは B
ファブリック デバイスとして示されます。付属の Cisco コンソール ケーブル（CAB-CONSOLE-RJ45=）を使用
して、内蔵 DB9 シリアル ポートに接続するか、USB/DB9 シリアル ポート アダプタを使用します。
2. ターミナル エミュレータ ソフトウェアを起動します。
3. コンピュータの DB9 ポートの COM ポートへの接続、または USB/シリアル アダプタへの接続を作成します。
ターミナル エミュレーションを VT100 に設定し、9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップビットを
設定します。
4. 作成した接続を開きます。場合によっては、最初のプロンプトを表示するために Enter キーを押す必要があります。
5. 次の例を参考にして、2 番目のファブリック インターコネクトを設定します。
---- Basic System Configuration Dialog ---This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system.Only minimal configuration including IP connectivity to
the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps.
Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system.
To back track or make modifications to already entered values,
complete input till end of section and answer no when prompted
to apply configuration.
Enter the configuration method.(console/gui) ? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect.This Fabric
interconnect will be added to the cluster.Continue (y/n) ? y

Enter the admin password of the peer Fabric interconnect:
Connecting to peer Fabric interconnect... done
Retrieving config from peer Fabric interconnect... done
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv4 Address: 10.29.133.104
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv4 Netmask: 255.255.255.0
Cluster IPv4 address

: 10.29.133.106

Peer FI is IPv4 Cluster enabled.Please Provide Local Fabric Interconnect Mgmt0 IPv4
Address
Physical Switch Mgmt0 IP address : 10.29.133.105
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no):
yes
Applying configuration.Please wait.
Configuration file – Ok

Cisco UCS Manager
次の手順を実行して、Cisco UCS Manager 環境にログインします。
1. Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager クラスタの IP アドレス（例：https://10.29.133.106）に移動します。
2. Cisco UCS Manager Java Web アプレットをダウンロードして実行するために、[Launch UCS Manager] ボタ
ンをクリックします。
3. セキュリティ プロンプトが表示されたら、[Continue] をクリックして Cisco UCS Manager JNLP ファイルをダウ
ンロードします。
4. ダウンロードした Java アプリケーションを実行するよう求められたら、[Run] をクリックします。
5. SSL セキュリティ証明書を受け入れるよう求められたら、[Accept] をクリックします。
6. ログイン プロンプトでユーザ名として「admin」と入力し、コンソール初期設定中に入力した管理パスワードを入力
します。
7. Cisco Smart Call Home を有効にするかどうかの確認を求められたら [No] をクリックします。この機能は後で
有効にできます。
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Cisco UCS 設定
HyperFlex のインストールを開始する前に、Cisco UCS Manager インターフェイスで次のポート、設定項目、およびポリ
シーを設定します。

Cisco UCS ファームウェア
「ソフトウェアのコンポーネント」の項で説明するように、このドキュメントの内容は Cisco UCS インフラストラクチャ、B シ
リーズ バンドル、および C シリーズ バンドル ソフトウェア バージョン 2.2(6f) に基づいています。ファブリック インター
コネクトのファームウェア バージョンがこれと異なる場合は、これ以降の手順を行う前に、要件を満たすようバージョンの
アップグレードまたはダウングレードを行う必要があります。Cisco UCS Manager のバージョン、ファブリック インターコ
ネクト ファームウェア、およびサーバ バンドルをバージョン 2.2(6f) にアップグレードするには、
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/firmware-mgmt/gui/2-2/b_GUI_Firmware_
Management_22.pdf で説明する手順を参照してください。
Intel E5-26xx v4 プロセッサをサポートするには、Cisco UCS Infrastructure ソフトウェア、B シリーズおよ
び C シリーズ バンドルをリビジョン 2.2(7c) にアップグレードする必要があります。

NTP
Cisco UCS 環境の時刻を NTP サーバと同期するには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Admin] タブをクリックします。
2. ナビゲーション ペインで [All] > [Timezone Management] を選択します。
3. [Properties] ペインの [Timezone] メニューから適切なタイム ゾーンを選択します。
4. [Add NTP Server] をクリックします。
5. NTP サーバの IP アドレスを入力して [OK] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。
7. [Save Changes] をクリックして、[OK] をクリックします。
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アップリンク ポート
Cisco UCS 6248UP ファブリック インターコネクトのイーサーネット ポートは、ネットワーク アップリンクやサーバ ポート
などのさまざまな機能を実行できます。デフォルトではすべてのポートが未設定であり、管理者がその機能を定義する必要
があります。指定したポートを、アップストリーム ネットワークへのネットワーク アップリンクとして使用するよう定義するに
は、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックします。
2. [Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect A] > [Fixed Module] または [Expansion Module 2]（いずれ
か該当する項目）> [Ethernet Ports] を選択します
3. アップリンク ポートとなるポートを選択して右クリックした後、[Configure as Uplink Port] をクリックします。
4. [Yes] をクリックして設定を確認し、[OK] をクリックします。
5. [Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect B] > [Fixed Module] または [Expansion Module 2]（いずれ
か該当する項目）> [Ethernet Ports] を選択します
6. アップリンク ポートとなるポートを選択して右クリックした後、[Configure as Uplink Port] をクリックします。
7. [Yes] をクリックして設定を確認し、[OK] をクリックします。
8. 必要なすべてのポートがアップリンク ポートとして設定されていることを確認します。各ポートのロールはネット
ワークとしてリストされます。
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アップリンク ポート チャネル
1 つのファブリック インターコネクトからの Cisco UCS アップリンクを組み合わせて 1 つのポート チャネルまたは
vPC にする場合は、すでに設定したアップリンク ポートを使用してポート チャネルを個別に設定する必要があります。
Cisco UCS 環境で必要なポート チャネルを設定するには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [LAN] タブをクリックします。
2. [LAN] > [LAN Cloud] の下で [Fabric A] ツリーをクリックして展開します。
3. [Fabric A] の下の [Port Channels] を右クリックし、[Create Port Channel] をクリックします。
4. ポート チャネルの一意の ID として、ポート チャネル ID 番号を入力します。
5. ポート チャネルの名前を入力します。
6. [Next] をクリックします。
7. ファブリック インターコネクト A から、ポート チャネルに含める各ポートをクリックし、[>>] ボタンをクリックして
ポート チャネルに追加します。
8. [Finish] をクリックします。
9. [OK] をクリックします。
10. [LAN] > [LAN Cloud] の下で [Fabric B] ツリーを展開します。
11. [Fabric B] の下の [Port Channels] を右クリックし、[Create Port Channel] をクリックします。
12. ポート チャネルの一意の ID として、ポート チャネル ID 番号を入力します。
13. ポート チャネルの名前を入力します。
14. [Next] をクリックします。
15. ファブリック インターコネクト B から、ポート チャネルに含める各ポートをクリックし、[>>] ボタンをクリックして
ポート チャネルに追加します。
16. [Finish] をクリックします。
17. [OK] をクリックします。
18. 必要なポート チャネルが作成されたことを確認します。新しく形成したポート チャネルが統合されてオンラインに
なるまでに、数分間かかることがあります。
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シャーシ ディスカバリ ポリシー
Cisco HyperFlex システムでハイブリッド設計のコンピューティング専用ノードとして B200 M4 ブレードが使用される場
合、Cisco UCS 5108 ブレード シャーシを接続するために追加の設定が必要です。シャーシ ディスカバリ ポリシーは、
シャーシの検出前に接続されてアクティブになっている必要がある Cisco UCS 2204XP Fabric Extender とファブリック
インターコネクトの間のリンク数を定義します。また、これらの接続リンクのうち通信に使用される接続リンクの数も実質的
に定義されます。[Link Grouping Preference] 設定は、リンクを個別に動作させるか、あるいは Cisco UCS Manager
でこれらのリンクを自動的に組み合わせてポート チャネルにするかを指定します。ベスト プラクティスとして、リンク グ
ループ機能と、Cisco UCS 5108 シャーシのサイドあたり 4 つのリンクを使用することを推奨します。必要なポリシーと項
目を設定するには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックし、左側のナビゲーション ツリー
最上部の [Equipment] をクリックします。
2. [Properties] ペインで [Policies] タブをクリックします。
3. [Global Policies] サブタブをクリックし、シャーシとファブリック インターコネクトの間で、サイドあたりのケーブル
接続アップリンク ポート数が一致するように [Chassis/FEX Discovery Policy] を設定します。
4. [Link Grouping Preference] オプションを [Port Channel] に設定します。
5. [Save Changes] をクリックします。
6. [OK] をクリックします。
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サーバ ポート
ラックマウント サーバまたはブレード シャーシに接続される Cisco UCS ファブリック インターコネクトのイーサーネット
ポートが、サーバ ポートとして定義されている必要があります。サーバ ポートがアクティブになった少し後で、接続してい
るサーバまたはシャーシがディスカバリ プロセスを開始します。ラックマウント サーバとブレード シャーシには、検出され
た順に自動的に番号が設定されます。このため、Cisco UCS Manager 内で物理サーバとシャーシを表示させる順序で、
サーバ ポートを順次設定することが重要です。たとえば、キャビネットまたはラックに複数サーバを設置した場合、最下部
のサーバを #1 として、キャビネットまたはラック内の位置が上がるほど番号を大きくするには、最下部のサーバへのサー
バ ポートを最初に有効にし、それから上に向かってポートを 1 つずつ有効にする必要があります。サーバが Cisco
UCS Manager の [Equipment] タブに表示されるまで待ってから、次のサーバのポート設定を開始する必要がありま
す。ブレード サーバ シャーシにも同じ番号付け手順が当てはまります。
指定のポートをサーバ ポートとして使用するよう定義するには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックします。
2. [Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect A] > [Fixed Module] または [Expansion Module 2]（いずれ
か該当する項目）> [Ethernet Ports] を選択します。
3. サーバ ポートとなる最初のポートを選択して右クリックした後、[Configure as Server Port] をクリックします。
4. [Yes] をクリックして設定を確認し、[OK] をクリックします。
5. [Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect B] > [Fixed Module] または [Expansion Module 2]（いずれ
か該当する項目）> [Ethernet Ports] を選択します。
6. サーバ ポートとなるファブリック インターコネクト A に対応する特定のポートを選択し、[Configure as Server
Port] をクリックします。
7. [Yes] をクリックして設定を確認し、[OK] をクリックします。
8. ラックマウント サーバが [Equipment] タブの [Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] に表示されるか、
またはシャーシが [Equipment] > [Chassis] に表示されるまで、しばらく待ちます。
9. すべてのラックマウント サーバとシャーシが適切な順序で [Equipment] タブに表示されるまで、サーバ ポート
ごとにステップ 2 ～ 8 を繰り返します。
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サーバ ディスカバリ
前述したように、ファブリック インターコネクトのサーバ ポートを設定してアクティブにすると、これらのポートに接続される
サーバがディスカバリ プロセスを開始します。ディスカバリ中に、サーバの内部ハードウェア インベントリと現在のファー
ムウェア リビジョンが収集されます。HyperFlex のインストールではサービス プロファイルが作成されてサーバに関連付
けられます。このインストール プロセスを進める前に、すべてのサーバでディスカバリ プロセスが完了し、電源オフの関連
付け解除されたサーバとして（エラーなしで）表示されるまで待ってください。サーバのディスカバリ ステータスを表示する
には、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックし、左側のナビゲーション ツリー
最上部の [Equipment] をクリックします。
2. [Properties] ペインで [Servers] タブをクリックします。
3. 必要に応じて [Blade Servers] または [Rack-Mount Servers] サブタブをクリックし、[Overall Status] カラム
でサーバのステータスを確認します。
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HyperFlex インストーラの導入
Cisco HyperFlex ソフトウェアは、オープン仮想アプライアンス（OVA）ファイル形式の導入可能な仮想マシンとして配布さ
れます。HyperFlex OVA ファイルは cisco.com の
https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=286305544&flowid=79522&soft
wareid=286305994 からダウンロード可能です。
このドキュメントの内容は、Cisco HyperFlex 1.7.1 リリース ファイル
Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v1.7.1-14786.ova に基づいています。
HyperFlex インストーラ OVA ファイルを、既存の VMware vSphere 環境、VMware Workstation、VMware
Fusion、または OVA 形式ファイルのインポートをサポートするその他の仮想化環境に仮想マシンとして導入できます。こ
のドキュメントの目的に従い、この手順では既存の ESXi サーバを使用して HyperFlex インストーラ OVA を実行し、
VMware vSphere（シック）クライアントを介して導入する方法について説明します。

インストーラの接続
Cisco HyperFlex インストーラ VM は、次のネットワーク ロケーションとサービスに接続される場所に導入される必要が
あります。
•

インストールされる HyperFlex クラスタを管理する vCenter Server または vCenter Appliance への接続。

•

インストールされる HyperFlex クラスタを含むファブリック インターコネクトの管理インターフェイスへの接続。

•

インストールされる HyperFlex クラスタをホストする ESXi ハイパーバイザ ホストの管理インターフェイスへの
接続。

•

インストールされる HyperFlex クラスタで使用されるホスト名を解決する DNS サーバへの接続。

•

インストールされる HyperFlex クラスタの時刻を同期する NTP サーバへの接続。

•

インストーラを実行する担当者から、インストーラによりホストされる Web ページへの接続、および SSH 経由に
よるインストーラへのログイン。

HyperFlex インストーラ VM が導入されているネットワークで、適切な IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲー
トウェイ、および DNS サーバを割り当てるための DHCP サービスを使用できる場合は、DHCP を使用して HyperFlex
インストーラを導入できます。スタティック アドレスを定義する必要がある場合は、次の表を使用して、HyperFlex インス
トーラ VM で使用する設定を記録してください。
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HyperFlex インストーラの設定

設定

値

ホストネーム
IPアドレス
サブネット マスク
デフォルトゲートウェイ
DNS サーバ #1
DNS サーバ #2

インストーラ OVA の導入
HyperFlex インストーラ OVA を導入するには、次の手順を実行します。
1. vSphere（シック）クライアントを開き、インストーラ OVA の導入先となる ESXi ホストまたは vCenter サーバに
接続してログインします。
2. [File] > [Deploy OVF Template] をクリックします。
3. ［Browse］をクリックし、Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v1.7.1-14786.ova ファイルを見つけてク
リックし、［Open］をクリックします。
4. [Next] を 2 回クリックします。
5. 必要に応じて、作成する仮想マシンの名前を変更し、仮想マシンを保存するフォルダの場所をクリックして [Next]
をクリックします。
6. 特定のホストまたはクラスタをクリックして仮想マシンを見つけ、[Next] をクリックします。
7. [Thin Provision] オプションをクリックして [Next] をクリックします。
8. [Destination Networks] カラムのドロップダウン リストからネットワーク ポート グループ選択を変更し、インス
トーラ VM の通信場所となるネットワークを選択して、[Next] をクリックします。
9. DHCP をインストーラ VM に使用する場合は、このフィールドを空白のままにして [Next] をクリックします。スタ
ティック アドレス設定を使用する場合は、インストーラ VM のホスト名、デフォルト ゲートウェイ、DNS サーバ、
IP アドレス、およびサブネット マスクのフィールドに情報を入力して、[Next] をクリックします。（図 51）
10. 導入後に電源をオンにするためのボックスをオンにし、[Finish] をクリックします。（図 52）
インストーラ VM の導入が完了するまでに数分間かかります。導入が完了して仮想マシンが起動したら、次のステップに
進みます。
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HyperFlex：OVA 導入の設定
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HyperFlex：OVA 導入の概要

HyperFlex インストーラ Web ページ
HyperFlex インストーラへは、ローカル コンピュータと Web ブラウザを使用して Web ページからアクセスできます。
HyperFlex インストーラの導入時にスタティック IP アドレスを使用した場合、この Web サイトの IP アドレスはすでに
わかっています。DHCP を使用した場合には、インストーラ VM のローカル コンソールを開きます。コンソールに、次の
例のようなインターフェイスが表示されます。リースされた IP アドレスがここに示されています。
Data Platform Installer.
*******************************************
You can start the installation by visiting
the following URL:
http://192.168.10.210
*******************************************
Cisco-HX-Data-Platform-Installer login:

HyperFlex インストーラ Web ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
1. ローカル コンピュータで Web ブラウザを開き、インストーラ VM の IP アドレスに移動します。たとえば
http://192.168.10.210 を開きます。
2. [Accept] または [Continue] をクリックして SSL 証明書エラーをバイパスします。
3. セキュリティ プロンプトでユーザ名 admin を入力します。
4. セキュリティ プロンプトでパスワード Cisco123 を入力します。
5. ウェルカム ページの右下隅に表示されるインストーラ バージョンが正しいバージョンであることを確認してから、
[Continue] をクリックします。
6. エンド ユーザ ライセンスを読んで同意し、[Continue] をクリックします。
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HyperFlex Cisco UCS の設定
HyperFlex インストールの最初の手順として、HyperFlex インストーラ Web ページを使って残りの Cisco UCS 設定タ
スクを行います。HyperFlex インストーラは、Cisco UCS 内で次のタスクを実行します。
•

下位組織「hx-cluster」を作成する。

•

QoS システム クラスを設定する。

•

VLAN を作成する。

•

アウトオブバンド管理 IP アドレス ブロックを作成する。

•

HX シリーズ サーバの FlexFlash カードをミラー構成で設定する。

•

HyperFlex で使用する必須のプールとポリシーを作成する。

•

HX シリーズ サーバのサービス プロファイル テンプレートとサービス プロファイルを作成する。

•

HX シリーズ サーバにサービス プロファイルを関連付ける。

HyperFlex に関する Cisco UCS 設定項目、ポリシー、およびテンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
1. HyperFlex インストーラ Web ページ（HyperFlex インストーラ Web ページ）を開きます。
2. [Configure UCS Manager] をクリックします。（図 54）
3. Cisco UCS Manager の DNS ホスト名または IP アドレス、管理ユーザ名、パスワードを入力し、[Continue]
をクリックします。（図 55）
4. その次のページで、検出された関連付けられていない HX シリーズ サーバのうち、HyperFlex クラスタの編成
に使用するサーバの横にあるボックスをクリックします。（図 56）
5. MAC アドレス プールの 4 番目のバイト（カスタム）を入力します。MAC アドレスは 16 進数形式（00 ～ FF）
でのみ入力できます。（図 57）
6. [LAN Configuration] セクションをクリックして展開します。4 つの必須 VLAN の適切な VLAN 名と VLAN ID
を入力します。（図 58）
7. デフォルトの管理 IP アドレス プール「ext-mgmt」の IP アドレス範囲、サブネット マスク、およびデフォルト
ゲートウェイの値を入力します。（図 59）
8. [Advanced Configuration] セクションをクリックして展開します。必要に応じて [HyperFlex Cluster Name] の
値をカスタマイズします。このテキストは、Cisco UCS Manager でのサービス プロファイルのユーザ ラベルとし
て入力されます。（図 60）
9. [Configure] をクリックします。
10. 次に表示されるページで、設定プロセスが完了するのを確認します。実行中のステップに関する詳細情報を表示
するには、[Show Details] をクリックします。設定には数分かかることがあります。（図 61）
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HyperFlex インストーラのメイン ページ
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HyperFlex：Cisco UCS Manager の設定
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Cisco UCS：サーバの選択
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Cisco UCS：MAC アドレス プールの設定

図 58.

Cisco UCS：VLAN の設定

図 59.

Cisco UCS：管理 IP アドレスの設定

図 60.

Cisco UCS：詳細設定

図 61.

HyperFlex：Cisco UCS 設定の完了

Cisco UCS 設定の確認
HyperFlex インストーラにより Cisco UCS Manager が適切に設定されたことを確認するには、次の手順を実行します。
1. HyperFlex インストーラ Web ページの [Cisco UCS Manager Configuration] 概要ページで [Launch UCS
Manager] をクリックするか、または「Cisco UCS Manager」の説明に従って Cisco UCS Manager を開きます。
2. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで、[Servers] タブをクリックします。
3. [Servers] > [Service Profiles] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] を展開し、前のタスクで設定
ページで選択したサーバのサービス プロファイルが設定されていることを確認します。（図 62）
4. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [LAN] タブをクリックします。
5. ナビゲーション ツリーで [VLAN] をクリックし、前のタスクで指定した名前と ID を使って VLAN が作成されて
いることを設定ペインで確認します。（図 63）
図 62.

Cisco UCS：サービス プロファイル

図 63.

Cisco UCS：VLAN

代替的なタグ付き VLAN 設定
デフォルトの Cisco UCS 設定では、HyperFlex および ESXi 管理グループ、HyperFlex ストレージ グループ、および
vMotion ネットワーク グループ用にネイティブ（つまりタグなし）トラフィックが使用されます。場合によっては、顧客のデー
タセンターで設定される標準に従い、すべてのトラフィックに適切な 802.1Q VLAN ID のタグを付ける必要が生じることが
あります。この要件に対応し、後の設定手順で VLAN ID を適切に割り当てて使用できるようにするには、まず Cisco
UCS 設定を変更する必要があります。Cisco UCS でタグ付き VLAN に関する設定を変更するには、次の手順を実行し
ます。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [LAN] タブをクリックします。
2. [LAN] > [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [vNIC-Templates] を展開します。
3. 「hv-mgmt-a」という名前の vNIC テンプレートをクリックします。
4. 設定ペインで [Modify VLANs] をクリックしします。
5. [Modify VLANs] ウィンドウの [Native VLAN] カラムで、すでに選択されているオプション ボタンをクリックして
ボタンの選択を解除し、[OK] をクリックします。（図 64）
6. [OK] をクリックします。
7. タグ付きトラフィックを伝送する必要のある vNIC テンプレートごとに、ステップ 3 ～ 6 を繰り返します。たとえ
ば、すべての vNIC がタグ付きトラフィックを伝送するようにするには、次の vNIC テンプレートを変更する必要
があります。
a. hv-mgmt-a
b. hv-mgmt-b
c. hv-vmotion-a
d. hv-vmotion-b
e. storage-data-a
f.

storage-data-b

図 64.

Cisco UCS ネイティブ VLAN の変更

ESXi ハイパーバイザのインストール
HyperFlex インストーラ VM では、キックスタート ファイルを使用してカスタム ESXi インストール ISO を作成すること
ができます。これにより、HyperFlex ノードへの ESXi のインストール プロセスが自動化されます。HyperFlex システム
では Cisco カスタム ESXi ISO ファイルを使用する必要があります。このファイルには、インストール プロセスを簡略化
するため Cisco ハードウェア固有のドライバがプリインストールされています（詳しくは「ソフトウェアのコンポーネント」の
項を参照）。Cisco カスタム ESXi ISO ファイルは、cisco.com の
https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=286305544&flowid=79522&soft
wareid=286305994 からダウンロード可能です。
このドキュメントの内容は、Cisco カスタム ESXi 6.0 Update 1B ISO リリース ファイル
Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso に基づいています。
キックスタート プロセスでは、ユーザによる操作を必要とせずに次のタスクが自動実行されます。
•

エンド ユーザ ライセンス契約書に同意する。

•

ルート パスワードを Cisco123 に設定する。

•

内部のミラーリングされる Cisco FlexFlash SD カードに ESXi をインストールする。

•

デフォルトの管理ネットワークが vmnic0 を使用するように設定し、DHCP 経由で IP アドレスを取得する。

•

ESXi ホストへの SSH アクセスを有効にする。

•

ESXi シェルを有効にする。

•

ホストへの Serial over LAN アクセスを可能にするめに、シリアル ポート com1 コンソール アクセスを有効に
する。

•

ネットワーク インターフェイスが変更された場合でも、ネットワーク インターフェイスの現在のハードウェア MAC
アドレスを常に使用するよう ESXi を設定する。

•

デフォルト vSwitch0 の名前を vswitch-hx-inband-mgmt に変更する。

ESXi キックスタート ISO の作成
カスタム キックスタート ESXi インストール ISO ファイルを作成するには、次の手順を実行します。
1. SCP、SFTP、または他の利用可能な手法を使用して、ベース ISO ファイル
Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso を HyperFlex インストーラ VM にコピー
します。このファイルを/var/hyperflex/source-images フォルダに配置します。
2. Putty などのツールを使用して、SSH 経由で HyperFlex インストーラにログインします。ユーザ名は root、パ
スワードは Cisco123 です。
3. キックスタート ファイルをベース ISO ファイルと統合し、これらのファイルから新しい ISO ファイルを作成するに
は、次のコマンドを入力します。
# cd/opt/springpath/install-esxi
# ./makeiso.sh/opt/springpath/install-esxi/cisco-hx-esxi-6.0.ks.cfg ¥
/var/hyperflex/source-images/Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso ¥
/var/www/localhost/images/HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso
4. 次のようなコマンド出力が表示されます。
mount: block
device/var/hyperflex/source-images/Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2
.iso is write-protected, mounting read-only
Warning: creating filesystem that does not conform to ISO-9660.
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Size of boot image is 4 sectors -> No emulation
2.78% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
5.54% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
8.31% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
11.08% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
13.85% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
16.62% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
19.39% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
22.16% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016

24.93% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
27.70% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
30.47% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
33.24% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
36.02% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
38.78% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
41.56% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
44.32% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
47.09% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
49.86% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
52.63% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
55.40% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
58.17% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
60.94% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
63.71% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
66.48% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
69.25% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
72.02% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
74.79% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
77.56% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
80.33% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
83.10% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
85.87% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
88.64% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
91.41% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
94.18% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
96.95% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
99.72% done, estimate finish Fri May 27 22:32:00 2016
Total translation table size: 2048
Total rockridge attributes bytes: 10943
Total directory bytes: 6144
Path table size(bytes): 50
Max brk space used 22000

180507 extents written (352 MB)
Successfully created ESXi ISO
Image/var/www/localhost/images/HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.
iso
5. 新しく作成した ISO ファイルが適切な Web ページ ロケーションに存在していることを確認するには、Web ブ
ラウザを開き、HyperFlex インストーラ VM の IP アドレスの後に/images を入力して、この場所に移動しま
す。たとえば http://192.168.10.210/images などです。
6. 新しいファイル HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso が Web ページの
ファイル リストに表示されます。
図 65.

カスタム ESXi ISO Web リスト

Cisco UCS vMedia ポリシーとブート ポリシー
Cisco UCS vMedia ポリシーを使用すると、新たに作成したカスタム キックスタート ESXi インストール ISO ファイルの
マウント操作を自動化できます。このファイルをマウントするように既存の vMedia ポリシー「HyperFlex」を変更する必要
があります。また、リモートにマウントされた vMedia ファイルから起動するようブート ポリシーを一時的に変更する必要
があります。この 2 つの作業が完了したら、サーバを再起動できます。リモートにマウントされた vMedia ファイルから
サーバが自動的に起動し、ESXi のインストールと設定がサーバで実行されます（前述の「ESXi ハイパーバイザのインス
トール」を参照）。
Cisco UCS vMedia ポリシーとブート ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Servers] タブをクリックします。
2. [Servers] > [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [vMedia Policies] を展開します。
3. 「HyperFlex」という名前の vMedia ポリシーをクリックします。
4. 設定ペインで [Create vMedia Mount] をクリックしします。
5. マウントの名前を入力します。たとえば ESX などです。
6. [CDD] オプションを選択します。
7. プロトコルとして [HTTP] を選択します。
8. HyperFlex インストーラ VM の IP アドレスを入力します。たとえば 192.168.10.210 などです。
9. [Image Variable Name] として [None] を選択します。

10. [Remote File] に HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso と入力します。
11. [Remote Path] に/images/と入力します。（図 66）
12. [Save Changes] をクリックし、[OK] をクリックします。
13. [Servers] > [Service Profile Templates] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] を選択します。
14. 「Service Template hx-nodes」という名前のサービス プロファイル テンプレートをクリックします。
15. 設定ペインで、[vMedia Policy] タブをクリックします。
16. [Modify vMedia Policy] をクリックします。
17. ドロップダウン選択項目から [HyperFlex vMedia Policy] を選択して、[OK] を 2 回クリックします。（図 67）
18. [Servers] > [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [Boot Policies] を選択します。
19. 「Boot Policy HyperFlex」という名前のブート ポリシーをクリックします。
20. ナビゲーション ペインで、[CIMC Mounted vMedia] というセクションをクリックして展開します。
21. [Add CIMC Mounted CD/DVD] という名前のエントリをクリックします。
22. [Boot Order] リストで [CIMC Mounted CD/DVD] エントリを選択し、[Move Up] ボタンを何度かクリックして
[CIMC Mounted CD/DVD] エントリをリストの先頭に移動させます。（図 68）
23. [Save Changes] をクリックし、[OK] をクリックします。
図 66.

vMedia ポリシー マウントの追加

図 67.

サービス プロファイル テンプレートの vMedia ポリシーの変更

図 68.

ブート ポリシーの変更

ESXi のインストール
vMedia ポリシー、ブート ポリシー、およびサービス プロファイル テンプレートを変更した後でインストールを開始するに
は、サーバを再起動する必要があります。1 つ以上のサーバの進行状況をモニタするには、リモート KVM コンソール
セッションを開いてインストール状況を監視することを推奨します。KVM コンソールを開いてサーバを再起動するには、次
の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Servers] タブをクリックします。
2. [Servers] > [Service Profiles] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] を選択します。
3. 最初のサーバ「rack-unit-1」をクリックします。
4. 設定ペインで [KVM Console] をクリックしします。
5. セキュリティ アラートが表示される場合は [Continue] をクリックします。間もなくしてリモート KVM コンソール
ウィンドウが開き、サーバのローカル コンソール出力が表示されます。
6. インストール中にコンソールをモニタする追加のサーバごとに、ステップ 2 ～ 4 を繰り返します。

7. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックします。
8. [Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。
9. 設定ペインで、最初に再起動するサーバをクリックし、最後に再起動するサーバを Shift キーを押しながらクリッ
クして、すべてのサーバを選択します。
10. 右クリックして [Reset] をクリックします。（図 69）
11. [OK] をクリックします。
12. [Power Cycle] を選択し、[OK] をクリックします。
13. [OK] をクリックします。
KVM コンソール ウィンドウでモニタしているサーバが即時に再起動し、リモート vMedia マウントから起動して ESXi を
インストールします。エラー メッセージが画面に表示されることがありますが、これらのエラー メッセージは無視しても問題
ありません。
図 69.

サーバのリセット

図 70.

インストール ISO からの ESXi の起動

vMedia ポリシーおよびブート ポリシーの変更の取り消し
すべてのサーバがリモート vMedia ファイルから起動し、インストール プロセスが開始したら、サーバがブート ループに
入ってインストール ISO ファイルから繰り返し起動するのを防ぐために、ブート ポリシーの変更内容を迅速に取り消す必
要があります。ブート ポリシー設定を元に戻すには、次の手順を実行します。
1. [Servers] > [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [Boot Policies] を選択します。
2. 「Boot Policy HyperFlex」という名前のブート ポリシーをクリックします。
3. [Boot Order] リストから [CIMC Mounted CD/DVD] エントリを選択し、[Delete] をクリックします。
4. [Save Changes] をクリックし、[OK] をクリックします。
さらに、vMedia ポリシーとサービス プロファイル テンプレートの変更内容を、ESXi インストールが完全に完了した後で
元に戻すことも、今後のインストール作業用にそのまま残しておくこともできます。

ESXi 管理の設定
キックスタート ESXi インストールが完了したら、ESXi 管理ネットワークの設定を各サーバで行う必要があります。DHCP
サーバを使用して IP アドレスを提供するように設定されている環境では、これらの手順を実行する必要はありません。
ESXi 管理ネットワーク設定を行うには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager で、最初の ESXi ホストのサーバ KVM コンソールを開きます。

2. F2 キーを押し、ユーザ名 root とパスワード Cisco123 を使用して ESXi Direct Console User Interface
（DCUI）にログインします。（図 71）
3. 下矢印キーを押して [Configure Management Network] を選択し、Enter キーを押します。
4. 「代替的なタグ付き VLAN 設定」の説明に従って VLAN タグ付きトラフィックを伝送するよう管理インターフェイ
スが設定されている場合は、下矢印キーを押して VLAN（オプション）を選択し、Enter キーを押してステップ 5
に進みます。トラフィックがタグ付けされない場合は、ステップ 6 に進みます。
5. 該当するフィールドに VLAN ID 番号を入力して Enter キーを押します。
6. 下矢印キーを押して [IPv4 Configuration] を選択し、Enter キーを押します。
7. 下矢印キーを押して [Set Static IPv4 Address and Network Configuration] を強調表示し、スペース バー
を押してそれを選択します。
8. 下矢印キーを押し、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイの情報を該当するフィールドに入力し
て、[OK] をクリックします。（図 72）
9. 下矢印キーを押し、[DNS Configuration] を選択して Enter キーを押します。
10. プライマリ DNS サーバ アドレス、セカンダリ DNS サーバ アドレス（該当する場合）、および ESXi サーバのホ
スト名を該当するフィールドに入力して、Enter キーを押します。（図 73）
11. 下矢印キーを押して [Custom DNS Suffixes] を選択し、Enter キーを押します。
12. 適切な DNS サフィックスを入力し、Enter キーを押します。
13. Esc キーを押してネットワーク設定を終了し、Y を押して変更を受け入れ、管理ネットワークを再起動します。
14. 下矢印キーを押して [Test Management Network] を選択し、Enter キーを押します。
15. Enter キーを押し、これまでに指定した値を使ってテストを実行します。すべてのアドレスから ping が送信され、
DNS サーバが ESXi ホストのホスト名を解決することを確認します。いずれかのテストが成功しない場合は、値
を再確認し、必要に応じて訂正してください。
16. Enter キーを押してテストを終了します。
17. Esc キーを押して DOUI からログアウトします。
18. HyperFlex クラスタに含める残りのサーバごとにステップ 1 ～ 17 を繰り返します。
SoL を介して ESXi ホストの管理インターフェイスを設定するためのサンプル スクリプトが、HyperFlex イ
ンストーラ VM に備わっています。このスクリプトを使用するには、SSH を介してインストーラ VM にロ
グインし、/bin/setstaticip_ucs.py を実行します。

図 71.

ESXi DCUI

図 72.

ESXi IP アドレスの設定

図 73.

ESXi DNS の設定

図 74.

ESXi ネットワーク テスト

ESXi のインストール後の設定
各サーバで ESXi 管理ネットワークの設定が完了した後、HyperFlex のインストールを開始する前に行う必要がある設
定ステップがいくつかあります。これらの最終ステップでは、vCenter Web Client を使用して残りの前提条件を設定し、
ESXi ハイパーバイザ ホストを準備します。
vCenter データセンターとクラスタの作成
vCenter Server Web Client で、データセンター オブジェクトと vSphere クラスタを作成します（HyperFlex ホストはこ
こに配置されます）。vCenter データセンターとクラスタを設定するには、次の手順を実行します。
1. vCenter Web Client Web ページを開いてログインします（例：
https://vcenter1.hx.lab.cisco.com/vsphere-client/）
2. ホーム ペインで [Hosts and Clusters]（図 75）をクリックします。
3. ナビゲータ ペインで vCenter サーバの名前を右クリックし、[New Datacenter] をクリックします。
4. データセンター名を入力し、[OK] をクリックします。（図 76）
5. ナビゲータ ペインで、作成したばかりのデータセンターを右クリックして [New Cluster] をクリックします。
6. クラスタ名を入力し、その他の設定をすべて無効またはオフにして、[OK] をクリックします。（図 77）

図 75.

vCenter Web Client ホームページ

図 76.

vCenter：[New Datacenter]

図 77.

vCenter：[New Cluster]

vCenter への ESXi ホストの追加
HyperFlex のインストールを開始する前に、ESXi ホストを vCenter サーバに追加する必要があります。vCenter デー
タ センターとクラスタを設定するには、次の手順を実行します。
1. vSphere Web Client で、HyperFlex ノードの配置場所となるクラスタ オブジェクトを右クリックし、[Add Host]
をクリックします。
2. 追加するホストの名前を入力し、[Next] をクリックします。（図 78）
3. ルート ユーザ名とパスワードを入力し、[Next] をクリックします。（図 79）
4. [Yes] をクリックしてセキュリティ証明書を受け入れます。
5. ホストの概要を確認した後、[Next] をクリックします。
6. サーバに適用するライセンス キーがある場合はそのライセンス キーをクリックし、[Next] をクリックします。
7. ロックダウン モード オプションを無効（デフォルト）のままにして、[Next] をクリックします。
8. 概要ページで [Finish] をクリックします。
9. HyperFlex クラスタ内の追加のホストごとにステップ 1 ～ 8 を繰り返します。

図 78.

vCenter：[Add Host]

図 79.

vCenter：ホスト パスワード

NTP の設定
HyperFlex 環境を適切に運用するには NTP が不可欠です。ESXi ホストで NTP を設定するには、次の手順を実行し
ます。
1. vSphere Web Client で、設定する ESXi ホストを右クリックして [Settings] をクリックします。
2. [System] セクションで [Time Configuration] をクリックします。
3. [Use Network Time Protocol] オプションを選択します。（図 80）
4. [NTP Service Startup Policy] を [Start and Stop with the Host] に変更します。
5. [NTP Servers] フィールドに NTP サーバのアドレスを 1 つまたは複数入力します。
6. [Start] ボタンをクリックします。
7. [OK] をクリックします。
8. HyperFlex クラスタ内の追加のホストごとにステップ 1 ～ 7 を繰り返します。
図 80.

vCenter：NTP 設定

メンテナンス モード
HyperFlex のインストールを開始する前に、ESXi ホストをメンテナンス モードにする必要があります。ESXi ホストをメン
テナンス モードにするには、次の手順を実行します。
1. vSphere Web Client で、設定する ESXi ホストを右クリックし、[Maintenance Mode] をクリックして [Enter
Maintenance Mode] をクリックします。
2. [OK] をクリックします。

3. HyperFlex クラスタ内の追加のホストごとにステップ 1 ～ 2 を繰り返します。
図 81.

vCenter：[Enter Maintenance Mode]

NTP を設定し、ESXi ホストをメンテナンス モードにして vCenter に追加するためのサンプル スクリプト
が、付録「ESXi ホストの設定」に収録されています。

HyperFlex のインストール
HyperFlex プラットフォーム ソフトウェアのインストールは、「HyperFlex インストーラの導入」の項の説明に従ってインス
トールされる HyperFlex インストーラ Web ページを介して実行されます。HyperFlex クラスタを導入するには、次の手
順を実行します。
1. HyperFlex インストーラ Webページ（HyperFlex インストーラ Web ページ）を開きます。
2. [Configure Cluster] ボタンをクリックします。
3. 最初のセクションに IP アドレス値または DNS 名を入力します。（図 82）
a. 5 つ以上のホストをインストールする場合は、[Add] ボタンをクリックして、インストールするノードの数に対
応する十分な数の行を作成します。
b. （背景色が灰色になっている）最初の行に IP アドレスが入力されると、その下の行には、増加した IP アドレ
スが自動的に挿入されます。
灰色の背景になっている最初の行は、設定対象のノードではありません。
4. ハイパーバイザと ESXi の管理グループ、および HyperFlex ストレージ グループのサブネット マスクとゲート
ウェイ アドレスを入力します。
この両方のフィールドはオプションとして示されていますが、どちらもゲートウェイ アドレスを入力
する必要があります。
5. [Cisco HX Cluster] セクションに値を入力します。（図 83）
6. [Hypervisor Credentials] セクションに値を入力します。

7. [Controller VM] セクションに適切なパスワードを入力します。
8. [vCenter Configuration] セクションに値を入力します。
9. [System Services] セクションに値を入力します。
10. [Auto Support] セクションに値を入力します。（図 85）
11. 矢印をクリックし、[Advanced Configuration] セクションを展開します。
12. [Clean-Up Disk Partitions] ボックスをオンにします。
13. （オプション）VLAN タグ付きトラフィックを伝送するように管理インターフェイスまたはストレージ インターフェイス
が設定されている場合は（「代替的なタグ付き VLAN 設定」を参照）、デフォルト ネットワーク設定をオーバーライ
ドするボックスをオンにして、ステップ 14 に進みます。トラフィックがタグ付けされない場合は、ステップ 16 に進
みます。
14. タグ付きトラフィックを使用する場合は、管理ネットワークとストレージ ネットワークの VLAN ID を入力します。さ
らにオプションで、作成した vSwitch の名前を変更することもできます。
15. [Validate] をクリックします。
16. 検証チェックからエラーが返される場合は、入力した値を再確認し、必要に応じて修正します。エラーが返されない
場合は [Deploy] をクリックします。（図 86）
[Save Configuration File] リンクをクリックすると、入力したクラスタ設定値を JSON ファイル形式で保存
し、後で再利用することができます。
HyperFlex インストーラは、多数のステップ（ESXi ホストの設定と再起動、ストレージ コントローラ VM の
導入、ソフトウェアのインストールとクラスタの作成など）をまとめて実行します。インストールが完了する
までに 30 分以上かかることがあります。

図 82.

HyperFlex インストーラ：IP アドレス

図 83.

HyperFlex インストーラ：IP アドレス指定のヒント

図 84.

HyperFlex インストーラ：設定

図 85.

HyperFlex インストーラ：詳細設定

図 86.

HyperFlex インストーラ：検証

図 87.

HyperFlex インストーラ：導入の進捗状況

図 88.

HyperFlex インストーラ：クラスタの作成

図 89.

HyperFlex インストールの完了

HyperFlex のインストールが完了したら、「HyperFlex のインストール後の設定」で説明するインストール後のタスクに進
みます。ハイブリッド クラスタを作成している場合は、「ハイブリッド クラスタの拡張」で説明するタスクに進みます。

HyperFlex クラスタの拡張
既存の HyperFlex クラスタを拡張してコンバージド ストレージ ノードを追加する場合、または既存のクラスタを拡張して
コンピューティング専用ノードを追加することでハイブリッドクラスタを作成する場合には、HyperFlex クラスタの拡張プロセ
スを使用できます。拡張を開始する前に、次の要件を満たしている必要があります。
•

HyperFlex Web Client プラグインの [Summary] で、ストレージ クラスタの状態が正常であることを確認してく
ださい。

•

新しいノードは、「要件」に記載されているコンピューティング ノード システムの要件（ネットワーク要件とディスク
要件を含む）を満たしているサーバである。

•

ノードのソフトウェアのバージョンとファームウェアのバージョンが、Cisco HX Data Platform ソフトウェアと
vSphere ソフトウェアのバージョンの要件に一致しており、既存のサーバに一致している。

•

新しいノードを「サーバ ディスカバリ」の説明に従って物理的に導入し、検出する必要があります。

•

新しいノードは、ストレージ クラスタ内の他のノードと同じネットワーク構成（VLAN ID および VLAN タグを含む）
を使用します。このように設定するには Cisco UCS サービス プロファイルを使用します。

•

クラスタ拡張中のエラーを防ぐために、拡張中は vSphere High Availability（HA）を無効にし、拡張の完了後に
この機能を再び有効にすることを推奨します。

標準クラスタの拡張
クラスタを拡張する前に、クラスタのインストール時と同様の手順で新しいノードを準備し、設定しておく必要があります。た
だし、この手順には次に示すようないくつかの相違点があります。既存の標準 HyperFlex クラスタを拡張するには、次の
手順を実行します。
Cisco UCS の設定
1. HyperFlex インストーラ Webページ（HyperFlex インストーラ Web ページ）を開きます。
2. [Configure UCS Manager] をクリックします。
3. Cisco UCS Manager の DNS ホスト名または IP アドレス、管理ユーザ名、およびパスワードを入力して、
[Continue] をクリックします。
4. その次のページで、検出された関連付けられていない HX シリーズ サーバのうち、HyperFlex クラスタの拡張
に使用するサーバの横にあるボックスをクリックします。（図 90）
5. [Configure] をクリックします。
適切なサービス プロファイルが作成され、クラスタを拡張する新しいサーバにそれが関連付けられます。

図 90.

HyperFlex インストーラ：拡張サーバの選択

ESXi のインストール
「ESXi ハイパーバイザのインストール」の項の説明に従い、ESXi ハイパーバイザをインストールして設定します。
HyperFlex クラスタの拡張を進める前に、ノードが次の要件を満たしている必要があります。
•

ストレージ クラスタの設定中に、新しいノードがメンテナンス モードになっている必要があります。

•

新しいノードは、既存のノードと同じ vCenter クラスタおよび vCener データセンターのメンバーである必要があ
ります。

•

新しいノードで SSH が有効になっている。

•

新しいノードで 1 つ以上の有効な DNS サーバおよび NTP サーバが設定されている。

クラスタの拡張
1. HyperFlex インストーラ Web ページを開きます。
2. [Expand Cluster] をクリックします。
3. 最初のセクションに IP アドレス値または DNS 名を入力します。

a. 複数の新しいホストを追加する場合は、[Add] ボタンをクリックして、追加するノードの数に対応する十分な数
の行を作成します。
b. （背景色が灰色になっている）最初の行に IP アドレスが入力されると、その下の行には、増加した IP アドレ
スが自動的に挿入されます。
灰色の背景になっている最初の行は、設定対象のノードではありません。
4. 既存の HyperFlex クラスタ管理 IP アドレスを入力します。
5. [Hypervisor Credentials] セクションに値を入力します。
6. 既存のクラスタ コントローラ VM のパスワードを入力します。
7. 既存の vCenter サーバの [vCenter Configuration] セクションに値を入力します。
8. 矢印をクリックし、[Advanced Configuration] セクションを展開します。
9. [Clean-up Disk Partitions] ボックスをオンにします。
10. [Validate] をクリックします。
11. 検証チェックからエラーが返される場合は、入力した値を再確認し、必要に応じて修正します。エラーが返されない
場合は [Deploy] をクリックします。

図 91.

HyperFlex インストーラ：クラスタの拡張

クラスタの拡張が完了したら、「HyperFlex のインストール後の設定」手順に進みます。

ハイブリッド クラスタの拡張
ハイブリッド HyperFlex クラスタの作成時には、最初に標準クラスタを導入した後、コンピューティング専用ノードでこのク
ラスタを拡張します。クラスタを拡張する前に、クラスタのインストール時と同様の手順で新しいノードを準備し、設定してお
く必要があります。ただし、この手順には次に示すようないくつかの相違点があります。既存の HyperFlex クラスタを拡張
してハイブリッド クラスタを作成するには、次の手順を実行します。
Cisco UCS の設定
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [Servers] タブをクリックします。
2. [Servers] > [Service Profile Templates] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] を展開します。
3. 「compute-nodes」という名前のサービス プロファイル テンプレートを右クリックし、[Create Service Profiles
from Template] をクリックします。
4. このテンプレートから作成されるサービス プロファイルの名前プレフィックスを入力します。
5. 作成するサービス プロファイルの開始番号と、作成するサービス プロファイルの数を入力します。（図 92）
6. [OK] を 2 回クリックします。

7. [Servers] > [Service Profiles] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] を選択します。
8. 追加的な B200 M4 コンピューティング専用ノード用に作成される最初のサービス プロファイルをクリックして、
右クリックします。
9. [Change Service Profile Association] をクリックします。
10. [Server Assignment] ドロップダウン リストで、選択項目を変更するために [Existing Server] を選択します。
11. [Available Servers] を選択します。
12. 使用可能なサーバのリストで、サービス プロファイルの割り当て先となる B200 M4 ブレード サーバを選択し、
[OK] をクリックします。（図 93）
13. サーバを再起動してサービス プロファイルを適用することに同意するには [Yes] をクリックします。
14. [OK] をクリックします。
15. クラスタに追加するコンピューティング専用 B200 M4 ブレードごとに、ステップ 7 ～ 14 を繰り返します。
図 92.

Cisco UCS Manager：テンプレートからサービス プロファイルを作成する

図 93.

Cisco UCS Manager：サービス プロファイルを関連付ける

ESXi のインストール
「ESXi ハイパーバイザのインストール」の項の説明に従い、ESXi ハイパーバイザをインストールして設定します。
HyperFlex クラスタの拡張を進める前に、ノードが次の要件を満たしている必要があります。
•

ストレージ クラスタの設定中に、新しいノードがメンテナンス モードになっている必要があります。

•

新しいノードは、既存のノードと同じ vCenter クラスタおよび vCener データセンターのメンバーである必要があ
ります。

•

新しいノードで SSH が有効になっている。

•

新しいノードで 1 つ以上の有効な DNS サーバおよび NTP サーバが設定されている。

クラスタの拡張
1. HyperFlex インストーラ Web ページを開きます。
2. [Expand Cluster] をクリックします。
3. 最初の IP アドレス行の横にある黒色の X をクリックして、これを削除します。

4. [Add] ボタンの横にある下矢印をクリックして [Add Compute Node] をクリックすると、クラスタに追加するコン
ピューティング専用ノードの行が追加されます。
a. 複数の新しいホストを追加する場合は、[Add] ボタンの横にある下矢印をクリックして [Add Compute
Node] をクリックする操作を繰り返し、追加するノードの数に対応する十分な数の行を作成します。
5. 新しいノードの IP アドレス値または DNS 名を入力します。
6. 既存の HyperFlex クラスタ管理 IP アドレスを入力します。
7. [Hypervisor Credentials] セクションに値を入力します。
8. 既存のクラスタ コントローラ VM のパスワードを入力します。
9. 既存の vCenter サーバの [vCenter Configuration] セクションに値を入力します。
10. [Validate] をクリックします。
11. 検証チェックからエラーが返される場合は、入力した値を再確認し、必要に応じて修正します。エラーが返されない
場合は [Deploy] をクリックします。
図 94.

HyperFlex インストーラ：ハイブリッド クラスタの拡張

クラスタの拡張が完了したら、「HyperFlex のインストール後の設定」手順に進みます。

HyperFlex インストール後の設定
HyperFlex クラスタのインストールが完了した後、仮想マシンをクラスタにインストールまたは移行する前に、インストール
後の設定手順をいくつか行う必要があります。

HyperFlex データストアの作成
新しい HyperFlex クラスタでは、仮想マシン ストレージ用のデフォルト データストアが設定されていないため、VMware
vCenter Web Client プラグインを使用してデータストアを作成する必要があります。vSphere High Availability データ
ストア ハートビート要件を満たすために、少なくとも 2 つのデータストアを使用することを推奨します。ただし、このうち 1 つ
は非常に小さなデータストアにすることができます。重要な点として、すべての HyperFlex データストアがシン プロビジョ
ニングされることに注意してください。つまり、これらの設定サイズが、HyperFlex クラスタで実際に使用可能なスペースを
大幅に上回る可能性があります。実際のスペース使用量が原因で空きスペースの量が少なくなると、vCenter プラグイン
で HyperFlex システムによりアラートが発行され、これらのアラートが自動サポート メール アラートによって送信されま
す。HyperFlex クラスタ ファイル システムの全体的なスペース使用量は、デフォルトの重複排除機能と圧縮機能により
最適化されます。
図 95.

HyperFlex データストアのシン プロビジョニング

HyperFlex データストアを作成するには、次の手順を実行します。
1. HyperFlex のインストールが完了したら、vCenter Web Client をいったん閉じて、再び最初から開きます。
2. ホーム ペインで、[Hosts and Clusters] をクリックします。
3. [Navigator] ペインで vSphere クラスタ名をクリックします。
4. 中央のペインに [Cisco HyperFlex Systems] という新しいセクションが表示されます。HyperFlex クラスタ名の
リンクをクリックします。（図 96）
a. あるいは、ホームスクリーンで [VCenter Inventory Lists] をクリックします。
b. [Navigator] ペインで [Cisco HX Data Platform] をクリックします。（図 97）

c. [Navigator] ペインで HyperFlex クラスタの名前をクリックします。
5. 中央のペインで [Manage] をクリックします。
6. [Datastores] をクリックします。
7. データストアを作成するためのボタンをクリックします。（図 98）
8. データセンターの名前と適切なサイズを入力し、[OK] をクリックします。
9. 必要なデータストアごとにステップ 7 ～ 8 を繰り返します。
図 96.

vSphere クラスタ

図 97.

Cisco HX Data Platform

図 98.

データストアの作成

HyperFlex 自動サポートの設定
自動サポート メール用に電子メール サーバ アドレスと送信元電子メール アドレスが HyperFlex インストール時に設
定されますが、自動サポート メールを適切に送受信するためには受信者アドレスを設定する必要があります。自動サポー
ト メール設定を行うには、次の手順を実行します。
1. 最初のストレージ プラットフォーム コントローラ VM の管理 IP アドレスに SSH 経由でログインするか、各コン
トローラ VM のインタラクティブ CLI Web インターフェイスを開きます。
2. 次の例に示すコマンドを入力して受信者アドレスを設定し、設定内容を確認します。
# stcli services asup recipients set --recipients support@cisco.com
# stcli services asup show
recipientList:
support@cisco.com
enabled: True
# stcli services smtp show
smtpServer: 192.168.0.4
fromAddress: hx-cluster1@hx.lab.cisco.com
# sendasup –t
3. HyperFlex クラスタ内の残りのストレージ プラットフォーム コントローラごとに、ステップ 1 ～ 2 を繰り返します。

vCenter 機能の有効化
HyperFlex クラスタのインストールが完了した後、vCenter で使用できる追加の機能をクラスタに対して有効にする必要
があります（特に vCenter High Availability（HA）および Distributed Resource Scheduler（DRS）)。HA および DRS
機能を設定するには、次の手順を実行します。
1. vCenter Web Client Web ページを開いてログインします。
2. ホーム ペインで [Hosts and Clusters] をクリックします。
3. HyperFlex ノードを含むクラスタを右クリックし、[Settings] をクリックします。
4. 中央のペインで [Services] の下の [vSphere DRS] をクリックします。
5. [Edit Cluster Settings] ウィンドウで [Turn on vSphere DRS] ボックスをオンにし、その他の設定はデフォルト
のままにします。（図 99）
6. [Edit Cluster Settings] ウィンドウの左側の [vSphere HA] をクリックします。
7. [Turn on vSphere HA] ボックスをオンにします。
8. [Datastore for Heartbeating] セクションをクリックして展開し、オプションを表示します。
9. [Automatically select datastores accessible from the host] オプションをクリックします。（図 100）
10. [OK] をクリックします。
図 99.

vSphere：DRS の有効化

図 100. vSphere：HA の有効化

追加の VM ゲスト VLAN の設定
多くの場合、HyperFlex システムの設定では、ゲスト仮想マシンが通信するときに使われる複数の VLAN ID を設定する
必要があります。追加の VLAN が必要な場合は、これらの VLAN を ESXi ホスト ネットワーキング ポート グループ
の一部として設定する前に、UCS Manager で VLAN を定義する必要があります。ゲスト VM トラフィック用の追加の
VLAN を設定するには、次の手順を実行します。
1. Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [LAN] タブをクリックします。
2. [LAN] > [LAN Cloud] > [VLAN] を選択します。
3. [VLANs] を右クリックし、[Create VLANs] を選択します。
4. VLAN の名前を入力します。
5. 「HyperFlex」という名前のマルチキャスト ポリシーを選択します。
6. [Common/Global] の設定はそのままにします。
7. VLAN ID 番号を入力します。
8. [Sharing Type] は [none] に設定したままにします。
9. [OK] を 2 回クリックします。
10. 必要な追加の VLAN ごとにステップ 3 ～ 9 を繰り返します。

図 101. Cisco UCS：VLAN の作成

VM ネットワーキングの設定
HyperFlex インストーラは、ゲスト仮想マシンを接続するための ESXi ポート グループを設定しません。HyperFlex のイ
ンストール後に、ゲスト VM で使われる仮想マシン ポート グループを設定する必要があり、ゲスト VM の要件に基づい
てそれを設定します。ゲスト VM ネットワーキングを設定するには、次の手順を実行します。
1. vCenter Web Client Web ページを開いてログインします。
2. ホーム ペインで [Hosts and Clusters] をクリックします。
3. 最初の ESXi ホストを右クリックし、[Settings] をクリックします。
4. 中央のペインで [Networking] をクリックします。
5. ゲスト VM トラフィック用の仮想スイッチの名前（デフォルトでは vswitch-hx-vm-network）をクリックします。
6. [Add Host Networking] ボタンをクリックします。（図 102）
7. [Add Networking] ウィンドウで [Virtual Machine Port Group for a Standard Switch] を選択し、[Next] をク
リックします。（図 103）
8. 正しい仮想スイッチが選択されていることを確認し、[Next] をクリックします。
9. ポート グループの適切な名前を入力して、ゲスト VM トラフィック用の VLAN ID に一致する VLAN ID 番号を
入力し、[Next] をクリックします。（図 104）
10. [Finish] をクリックします。
11. HyperFlex クラスタ内の追加のホストごとにステップ 3 ～ 10 を繰り返します。

ゲスト VM トラフィックに必要な追加のポート グループごとに、この項の手順を繰り返します。これらはそ
れぞれ、Cisco UCS Manager での定義に従って異なる VLAN に参加します。
図 102. ESXi：ホスト ネットワーキング

図 103. ESXi：ネットワーキングの追加

図 104. ESXi：ポート グループの設定

VMotion ネットワーキングの設定
HyperFlex インストーラは、ゲスト仮想マシンの vMotion を有効にするための ESXi ポート グループを設定しません。
HyperFlex のインストール後に、vMotion ポート グループと VM カーネル ポートを設定する必要があります。vMotion
ネットワーキングを設定するには、次の手順を実行します。
1. vCenter Web Client Web ページを開いてログインします。
2. ホーム ペインで [Hosts and Clusters] をクリックします。
3. 最初の ESXi ホストを右クリックし、[Settings] をクリックします。
4. 中央のペインで [Networking] をクリックします。
5. vMotion VM トラフィック用の仮想スイッチの名前（デフォルトでは vMotion）をクリックします。
6. [Add Host Networking] ボタンをクリックします。
7. [Add Networking] ウィンドウで [VMkernel Networking Adapter] を選択し、[Next] をクリックします。（図 105）
8. 正しい仮想スイッチが選択されていることを確認し、[Next] をクリックします。
9. ポート グループの適切な名前を入力します。（図 106）
10. 「代替的なタグ付き VLAN 設定」の説明に従って VLAN タグ付きトラフィックを伝送するよう vMotion インター
フェイスが設定されている場合は、Cisco UCS Manager で定義されている vMotion VLAN の値と一致するよ
うに VLAN ID を変更します。
11. vMotion トラフィックのボックスをオンにして、[Next] をクリックします。
12. [Use Static IPv4 Settings] を選択し、適切な IP アドレスとサブネット マスクを入力して、[Next] をクリックしま
す。（図 107）
13. [Finish] をクリックします。
14. 中央のペインで、作成したばかりの VM カーネル ポートをクリックして展開し、ポートをクリックします。（図 108）
15. [Edit Settings] ボタンをクリックします。
16. [Edit Settings] ウィンドウで [NIC Settings] をクリックします。
17. MTU 値を 9000 に変更し、[OK] をクリックします。（図 109）
18. HyperFlex クラスタ内の追加のホストごとにステップ 3 ～ 17 を繰り返します。

図 105. ESXi：VM カーネル インターフェイスの追加

図 106. ESXi：VM カーネル設定

図 107. ESXi：VM カーネル IP の設定

図 108. ESXi：VM カーネル設定の編集

図 109. ESXi：VM カーネル ジャンボ フレーム

ESXi Syslog の設定
デフォルトでは、ESXi はシステム ログとデバッグ ログを Cisco HX シリーズ ラックマウント サーバにローカルに保存し
ます。HX220c-M4S モデルでは、ESXi がこの設定に関してアラートを生成します。これはログが SD カードに保存さ
れ、そのコントローラが USB デバイスで、取り外し可能なデバイスと見なされるためです。この問題を解消するには、
Syslog を介して vCenter サーバにログを送信するように設定する必要があります。HX240c-M4SX では、ログが
120 GB ハウスキーピング ディスクに書き込まれるため、ESXi の再起動後にこの問題が解消されます。それでもログを
リモートに保存することをお勧めします。Syslog を設定するには、次の手順を実行します。
1. vCenter Web Client Web ページを開いてログインします。
2. ホーム ペインで [Hosts and Clusters] をクリックします。
3. 最初の ESXi ホストを右クリックし、[Settings] をクリックします。
4. 中央のペインの、[システム] セクションの下で [Advanced System Settings] をクリックします。
5. 右側のリストから [Syslog.global.logHost] を選択し、[Edit Settings] ボタンをクリックします。
6. Syslog メッセージを受信する vCenter サーバまたは vCenter アプライアンスの IP アドレスと TCP ポート
（デフォルトでは 514）を、この順序で入力します。たとえば、192.168.10.101:514 などです。
7. [OK] をクリックします。
8. HyperFlex クラスタ内の追加のホストごとにステップ 3 ～ 7 を繰り返します。

図 110. ESXi：Syslog の設定

ESXi ゲスト VM ネットワーキング、vMotion ネットワーキング、および syslog を設定するためのサンプル
スクリプトが、付録「インストール後の ESXi の設定」に収録されています。

管理
vCenter Web Client プラグイン
HyperFlex インストーラは、指定された vCenter サーバまたは vCenter アプライアンスに Cisco HyperFlex vCenter
Web Client プラグインをインストールします。vCenter Web Client インターフェイスの一部としてアクセスできるこのプラ
グインは、HyperFlex クラスタをモニタおよび設定するための主要なツールです。このプラグインを使用して HyperFlex
クラスタを管理するには、次の手順を実行します。
1. vCenter Web Client を開いてログインします。
2. ホーム ペインで [Hosts and Clusters] をクリックします。
3. [Navigator] ペインで vSphere クラスタ名をクリックします。
4. 中央のペインに、[Cisco HyperFlex Systems] というセクションが表示されます。HyperFlex クラスタ名のリンク
をクリックします。
a. あるいは、ホームスクリーンで [vCenter Inventory Lists] をクリックします。
b. [Navigator] ペインで [Cisco HX Data Platform] をクリックします。
c. [Navigator] ペインで HyperFlex クラスタの名前をクリックします。

図 111. HyperFlex Web Client プラグイン：要約

要約
Web Client プラグインの [Summary] 画面には、次に示す要素が表示されます。
•

クラスタ全体での使用可能な容量、使用中の容量、空き容量、プロビジョニング済みのデータストアの容量、およ
び実際のクラスタ容量を超えてプロビジョニングされたデータストアの容量。

•

重複排除と圧縮により節約された割合。クラスタに保存されているデータに対して計算されます。

•

クラスタの正常性の状態と、クラスタが読み取り専用モードまたはオフライン モードになるまでのノード障害の
回数。

•

過去 1 時間のパフォーマンスのスナップショット。IOPS、スループット、および遅延を示します。

モニタ
Web Client プラグインの [Monitor] タブには、次に示す要素が表示されます。
•

[Performance] ボタンをクリックすると、パフォーマンス チャートの拡大ビューが表示されます。フル スクリーン
の Web ページ ビューを表示するには、[Preview Interactive Performance charts] ハイパーリンクをクリック
します。

•

[Events] ボタンをクリックすると HyperFlex イベント ログが表示されます。これを使ってエラーを診断し、システ
ム アクティビティ イベントを確認できます。

図 112. HyperFlex プラグイン：パフォーマンス モニタ

図 113. HyperFlex プラグイン：イベント

管理
Web Client プラグインの [Manage] タブには、次に示す要素が表示されます。
•

[Cluster] ボタンをクリックすると、HyperFlex クラスタとクラスタ ハードウェアの物理アセットのインベントリが表
示されます。

•

[Datastores] ボタンをクリックすると、データストアを作成、編集、削除、マウント、マウント解除することができま
す。また、そのデータストアのスペースの概要とパフォーマンス スナップショットも表示されます。

図 114. HyperFlex プラグイン：クラスタの管理

図 115. HyperFlex プラグイン：データストアの管理

管理のベスト プラクティス
この項では、Cisco HyperFlex システムの管理と継続的な運用に関するさまざまなベスト プラクティスとガイドラインにつ
いて説明します。これらのガイドラインと推奨事項は、「ソフトウェア コンポーネント」に記載されているこのドキュメントの対
象ソフトウェア バージョンだけに適用されます（今後のリリースでは変更される可能性があります）。

ReadyClone
HyperFlex ReadyClone 機能を使用して作成される仮想マシンのパフォーマンスと機能を最大限に引き出すには、複製
するベース VM の準備に関する次のガイドラインに従います。
•

ベース VM を HyperFlex データストアに保存する必要があります。

•

ベース VM のすべての仮想ディスクを、同じ HyperFlex データストアに保存する必要があります。

•

ベース VM では HyperFlex ネイティブ スナップショットだけを使用でき、VMware REDO ログベースのスナッ
プショットは使用できません。

•

HyperFlex クラスタの各ノードに、複製するベース VM のコピーを 1 つずつ作成します。この推奨事項に従う
には、vSphere DRS 機能を一時的に無効にします。これにより、各ノードをターゲットとしてベース VM を
HyperFlex システムに複数回コピーできます。あるいは、ベース VM を HyperFlex クラスタ内の 1 つのノード
に作成してから、標準的な vSphere 複製機能を使用して他のノードに複製することもできます。

•

複数のベース VM から均等に ReadyClone を作成します。たとえば 4 ノード クラスタで 80 個のクローンが
必要な場合、これらの 4 つのノードそれぞれに 1 つのベース VM を作成した後、各ベース VM の
ReadyClone を 20 個作成します。

•

複製するベース VM の電源がオフになっている必要があります。

スナップショット
HyperFlex ネイティブ スナップショットは、領域を効率的に使用する、クラッシュ コンシステントおよびアプリケーション コ
ンシステントな高性能スナップショットです。このスナップショットは、VMware ネイティブ REDO ログ ベース スナップ
ショットではなく HyperFlex Distributed Filesystem を使って取得されます。HyperFlex ネイティブ スナップショットのパ
フォーマンスと機能を最大限に引き出すには、次のガイドラインに従ってください。
•

ゲスト VM に関して最初に取得されるスナップショットが、必ず HyperFlex ネイティブ スナップショットになるよ
うに設定します。そうするには、vSphere Web Client の [Cisco HX Data Platform] メニュー項目を使用し、
[Snapshot Now] または [Schedule Snapshot] を選択します。このように設定しないと、VMware REDO ログ
ベースのスナップショットに戻ります。（図 116）

•

仮想マシンの電源をオフにした状態で最初の HyperFlex ネイティブ ショットを取得します。これにより、Sentinel
というスナップショットが作成されます。Sentinel スナップショットは、今後のすべてのスナップショットの追加先と
なるベース スナップショットとなり、VM が VMware REDO ログ ベースのスナップショットに戻るのを防止しま
す。このようにしないと、後でスナップショットを取得するとき、VM で大量のストレージ IO が発生している場合に
はパフォーマンスが低下する可能性があります。

•

追加のスナップショットを取得するには、[Cisco HX Data Platform] メニューを使用するか、標準の vSphere ク
ライアント スナップショット メニューを使用できます。最初のスナップショットが HyperFlex ネイティブ スナップ
ショットである限り、追加される各スナップショットも HyperFlex ネイティブ スナップショットと見なされます。

•

すべてのスナップショットを完全に削除する場合を除き、Sentinel スナップショットを削除しないでください。

•

VM を Sentinel スナップショットに戻さないでください。（図 117）

•

多数のスナップショットの取得をスケジュールする必要がある場合、複数のフォルダまたはリソース プールに VM
を配置することで、スナップショットの取得時間を分散してください。たとえば、スケジューラ ウィンドウで、それぞ
れいくつかの VM を含む 2 つのリソース グループに分け、15 分間隔でスナップショットを取得するようにスケ
ジュールします。スケジュールされているタスクが完了するまで、スナップショットは一度に 8 個単位のバッチで処
理されます。（図 118）

図 116. vSphere Web Client：HX スナップショットを今すぐ取得

図 117. HyperFlex：Sentinel スナップショット

図 118. vSphere Client：HX スナップショットのスケジュール

Storage vMotion
Cisco HyperFlex Distributed Filesystem では、仮想マシンのストレージ用に複数のデータストアを作成できます。論理
的に分離するために複数のデータストアを作成することは可能ですが、すべてのファイルは 1 つの分散ファイル システ
ム内に保存されます。このため、HyperFlex システムで仮想マシン ディスク ファイルの Storage vMotion を実行する
意味はほとんどありません。また、Storage vMotion を実行すると、ファイルシステムの使用量が増加し、ファイルシステ
ム内に不要なメタデータが追加的に生成され、後でファイルシステムの内部クリーナ プロセスによりこれをクリーンアップ
する必要が生じます。
同じ HyperFlex クラスタ内のデータソース間でゲスト VM の Storage vMotion を実行しないことを推奨し
ます。異なる HyperFlex クラスタ間、または HyperFlex データソースと HyperFlex 以外のデータソースの
間では Storage vMotion を実行できます。

仮想ディスクの配置
HyperFlex クラスタでは、仮想マシン ストレージを論理的に分離するために複数のデータストアを作成できますが、ファイ
ルはすべて、基盤となる同じ分散ファイルシステムに保存されます。複数のデータストア間では、その名前と設定サイズだ
けが異なります。したがって、ある仮想マシンの仮想ディスク ファイルを（他のデータストアではなく）この特定のデータスト
アに保存しなければならないという理由はありません。

1 つの仮想マシンを構成するすべての仮想ディスクを、同じデータストアに配置する必要があります。複数の
データストアに仮想ディスクを分散してもメリットはなく、ReadyClone とスナップショットのエラーが発生
する可能性があります。

HX メンテナンス モード
vCenter Web Client 内の [HX Maintenance Mode] というメニュー項目が、HyperFlex プラグインによりインストール
されます。このオプションは、ノードのストレージ プラットフォーム コントローラに対して、最小限の影響でストレージ IO を
他のノードに再分散しながらグレースフル シャットダウンを行うように指示します。vSphere Web Client または vSphere
（シック）Client の標準的な [Maintenance Mode] メニューを使用することはできますが、ストレージ IO のグレースフル
フェールオーバーとコントローラ VM のシャットダウンは保証されません。
HyperFlex コンバージド ストレージ ノードをメンテナンス モードに切り替えることに伴うパフォーマンス
上の影響を最小限に抑えるために、メンテナンス モードの開始時または終了時には、可能な限り [HX
Maintenance Mode] メニュー項目を使用することを推奨します。

図 119. vSphere Web Client：HX メンテナンス モード

障害シナリオ
ここでは、HyperFlex システム内で発生する可能性があるさまざまな障害のシナリオを示し、障害発生時の HyperFlex
ソフトウェア、ESXi、および VM の対応動作、各シナリオの復旧処置について説明します。次に説明するシナリオは、デ
フォルトの HyperFlex クラスタ設定に適用されます（レプリケーション ファクタ 3、アクセス ポリシー strict をそれぞれ
設定）。

ネットワーク障害
HX シリーズ サーバ リンク障害
物理的なポートの障害、ケーブル障害、または Cisco UCS Manager での設定変更の誤りが原因で、HX シリーズ
サーバとファブリック インターコネクトの間の 1 つのネットワーク リンクで障害が発生します。
応答
•

ESXi 内では、障害が発生したリンクに接続しているすべての VMNIC インターフェイスがオフラインになります。

•

以前にそのリンクで送受信されたトラフィックは、明示的な vSwitch アップリンク フェールオーバー順序に基づ
いて、他の正常なリンク上を移動します。

•

すべての VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、移行は発生せず、ストレージ操作は中断されません。

リカバリ
•

リンク障害が修復されると、すべての VMNIC インターフェイスがオンライン状態に戻り、すべてのネットワーク ト
ラフィックの通常の経路が再開されます。

Cisco UCS アップリンクの障害
物理ポートの障害、ケーブル障害、Cisco UCS Manager での設定変更の誤り、またはアップストリーム スイッチの不適
切な設定が原因で、1 つのファブリック インターコネクトからのすべての Cisco UCS ネットワーク アップリンクで障害が
発生します。
応答
•

ダウンしたリンクのネットワーク制御ポリシー [Action on Uplink Fail] の設定が原因で、1 つの FI のすべての
アップリンクが失われると、そのファブリックの vNIC がすべてオフラインになり、対応する ESXi VMNIC イン
ターフェイスでリンク ダウンが表示されます。

•

以前にそのファブリックで送受信されたトラフィックは、明示的な vSwitch アップリンク フェールオーバー順序に
基づいて、すべてのノードで反対側のファブリック上を移動します。

•

すべての VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、移行は発生せず、ストレージ操作は中断されません。

リカバリ
•

アップリンク障害が修復されると、すべての vNIC がオンライン状態に戻り、すべてのネットワーク トラフィックの
通常の経路が再開されます。

•

vNIC は常に厳密に同じ時点でオンラインになるわけではないため、Cisco UCS ネットワーク アップリンク上で
ファブリック A からファブリック B（および反対方向）の追加の East-West トラフィックが短期間発生します。

ファブリック インターコネクトの障害
予定されているメンテナンス アクティビティまたは予定外のメンテナンス アクティビティが原因で、ファブリック インターコ
ネクトで障害が発生するか、オフラインになります。
応答
•

障害が発生した FI ファブリックで処理されるすべての vNIC がオフラインになり、対応する ESXi VMNIC イン
ターフェイスでリンク ダウンが表示されます。

•

以前にそのファブリックで送受信されたトラフィックは、明示的な vSwitch アップリンク フェールオーバー順序に
基づいて、すべてのノードで反対側のファブリック上を移動します。

•

すべての VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、移行は発生せず、ストレージ操作は中断されません。

リカバリ
•

FI が稼働状態に戻ったら、ネットワーク アップリンクが自動的に再接続してオンラインになった後、すべての vNIC
がオンライン状態に戻り、すべてのネットワーク トラフィックの通常の経路が再開されます。

•

vNIC は常に厳密に同じ時点でオンラインになるわけではないため、Cisco UCS ネットワーク アップリンク上で
ファブリック A からファブリック B（および反対方向）の追加の East-West トラフィックが短期間発生します。

ディスク障害
キャパシティ HDD 障害
HX シリーズ コンバージド ノードでキャパシティ HDD の障害が発生したか、HDD が取り外されています。
応答
•

HyperFlex クラスタの状態が「異常」に変わります。vCenter でディスク障害とクラスタ正常性に関するアラートが
発行されます。

•

指定されたレプリケーション ファクタにシステムを復元し、ディスクで欠落しているデータを残りのコピーから複製
するために、即時再調整ジョブが実行されます。

•

再調整ジョブが完了すると、クラスタが正常な状態に戻ります。

•

すべての VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、移行は発生せず、ストレージ操作は中断されません。

•

これに伴い、クラスタ ストレージの合計容量が減少します。

リカバリ
•

障害が発生したディスクが交換されると、HX ソフトウェアは、交換後のディスクを新しいデータ ストレージ用に自
動的に使用し始めます。

•

デフォルトで毎晩実行される自動再調整ジョブは、新しいディスクを含むクラスタ全体にデータを均等に分散しま
す。これにより、スペース使用量が不必要に多い/少ないホット スポットやコールド スポットが存在しないようにし
ます。

•

クラスタ ストレージの合計容量は以前のレベルに戻ります。

キャッシュ SSD の障害
HX シリーズ コンバージド ノードでキャッシュ SSD の障害が発生したか、SSD が取り外されています。
応答
•

HyperFlex クラスタの状態が「異常」に変わります。vCenter でディスク障害とクラスタ正常性に関するアラートが
発行されます。

•

即時再調整ジョブが起動します。

•

再調整ジョブが完了すると、クラスタが正常な状態に戻ります。

•

すべての VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、移行は発生せず、ストレージ操作は中断されません。

リカバリ
•

障害が発生したディスクが交換されると、HX ソフトウェアは、交換後のディスクを新しいデータ ストレージ用に自
動的に使用し始めません。いずれかのコントローラ VM のコマンドラインから、手動再調整ジョブを次のように開
始する必要があります。

# stcli rebalance start --force
ハウスキーピング SSD の障害
HX シリーズ コンバージド ノードでハウスキーピング SSD の障害が発生したか、SSD が取り外されています。
応答
•

HX220c-M4S サーバ：ストレージ コントローラ VM は引き続きオンラインになりますが、VM 内のサービスに
障害が発生します。すべてのゲスト VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、移行は発生せず、ストレー
ジ操作は中断されません。

•

HX240c-M4SX サーバ：ノード障害の場合と同じ対応です。

リカバリ
•

障害の発生したディスクを交換した後、特定の復元手順を実行してノードをフル サービス状態に戻す必要があり
ます。Cisco TAC に連絡して、サポートを受けてください。

メンテナンス モード
予定されているメンテナンスのために HX シリーズ コンバージド ノードをオフラインにする必要があります。
応答
•

VMware DRS が有効な場合：ノードを HX メンテナンス モードにすると、vMotion によりゲスト VM が退避さ
せられ、コントローラ VM がシャットダウンして、ノードをシャットダウンまたは再起動できる状態になります。

•

VMware DRS が有効ではない場合：vMotion によってゲスト VM を手動で移動するか VM の電源をオフにし
た後で、ノードを正常に HX メンテナンス モードにすることができます。その後、コントローラ VM がシャットダウ
ンして、ノードをシャットダウンまたは再起動できる状態になります。

•

クラスタの状態が「異常」に変わります。vCenter で、クラスタの正常性とノードの除外に関するアラートが発行さ
れます。

•

すべての VM は引き続きオンライン状態で完全に機能し、ストレージ操作は中断されません。

•

ノードのオフライン状態が 2 時間を超えると、再調整ジョブが実行され、クラスタ全体でデータが再分散されて、
設定済みのレプリケーション ファクタに基づくデータ コピー数に戻ります。その後、クラスタが正常な状態に戻り
ます。

•

これに伴い、クラスタ ストレージの合計容量が減少します。

リカバリ
•

ノードがオンラインに戻った後でメンテナンス モードを終了すると、ストレージ コントローラ VM が起動します。

•

コントローラ VM のサービスが開始するための短い時間が経過した後、クラスタが正常な状態に戻ります。

•

VM を手動で移動するか、DRS による自動ロード バランシングを有効にすることで、ノードが VM をホストでき
るようになります。

•

ノードのオフライン状態が 2 時間を超えて、自動再調整ジョブが実行されると、クラスタに再び追加されたノード
は空であると見なされます。ディスクに古いデータが含まれていても、そのデータは破棄されます。ノード上でデー
タを再分散するには、デフォルトの自動再調整ジョブが実行されるのを待つか、いずれかのコントローラ VM のコ
マンドラインから再調整を次のように手動で実行します。

# stcli rebalance start –force
•

クラスタ ストレージの合計容量は以前のレベルに戻ります。

ノード障害
予期しない障害が原因で HX シリーズ コンバージド ノードがオフラインになります。
応答
•

VMware HA が有効な場合：しばらくしてから、クラスタ内の残りのノードでゲスト VM が再起動します。

•

VMware HA が有効ではない場合：手動操作を行わない限り、クラスタ内の残りのノードでゲスト VM が再起動
せず、オフラインのままになります。

•

クラスタの状態が「異常」に変わります。vCenter で、クラスタの正常性とノードの除外に関するアラートが発行さ
れます。

•

すべての VM が再起動した後に VM の機能が正常に戻り、ストレージ操作は中断されません。

•

ノードのオフライン状態が 2 時間を超えると、再調整ジョブが実行され、クラスタ全体でデータが再分散されて、
設定済みのレプリケーション ファクタに基づくデータ コピー数に戻ります。その後、クラスタが正常な状態に戻り
ます。

•

これに伴い、クラスタ ストレージの合計容量が減少します。

リカバリ
•

ノードがオンラインに戻ると、ストレージ コントローラ VM が開始します。

•

コントローラ VM のサービスが開始するための短い時間が経過した後、クラスタが正常な状態に戻ります。

•

VM を手動で移動するか、DRS による自動ロード バランシングを有効にすることで、ノードが VM をホストでき
るようになります。

•

ノードのオフライン状態が 2 時間を超えて、自動再調整ジョブが実行されると、クラスタに再び追加されたノード
は空であると見なされます。ディスクに古いデータが含まれていても、そのデータは破棄されます。ノード上でデー
タを再分散するには、デフォルトの自動再調整ジョブが実行されるのを待つか、いずれかのコントローラ VM のコ
マンドラインから再調整を次のように手動で実行します。

# stcli rebalance start –force
•

クラスタ ストレージの合計容量は以前のレベルに戻ります。

検証
ここでは、HyperFlex システムの導入と設定が完了した後に確認すべき項目のリストを示します。この項の目的は、ソ
リューションの設定と機能を検証し、可用性に関する主な要件が満たされるかどうか確認することです。

インストール後のチェックリスト
ソリューションが機能するためには、次に示す検査を行うことが重要であり、実稼働環境を導入する前にこれらを検証する
必要があります。
•

vSphere Web Client プラグインのクラスタ管理画面で、想定される数のコンバージド ストレージ ノードとコン
ピューティング専用ノードが HyperFlex クラスタのメンバーであることを確認します。

•

想定されるクラスタ容量が、vSphere Web Client プラグインの概要画面に表示されていることを確認します。

•

HyperFlex データソースにアクセスして読み書き操作を実行できるテスト仮想マシンを作成します。

•

仮想マシンの移行（vMotion）を実行して、テスト仮想マシンをクラスタ内の別のホストに移動します。

•

移行中と移行後にネットワーク接続が維持されるかどうかを確認するために、仮想マシン vMotion の実行中に、
テスト仮想マシンがデフォルト ゲートウェイに対して継続的に ping を実行できることを確認します。

冗長性の検証
システムの堅牢性を検証する目的で、次に示す冗長性チェックを実行できます。VM 間または vCenter から ESXi ホス
トへの継続的 ping などのネットワーク トラフィックで、重大な障害が発生してはなりません（ごく少数の ping ドロップが
発生することはあり得ます）。また、すべての HyperFlex データストアがマウント状態を保ち、すべてのホストから常時ア
クセスできる必要があります。
•

HyperFlex コンバージド ストレージ ホストの 1 つに接続しているファブリック インターコネクト A のサーバ
ポートの 1 つを管理目的で無効にします。これによりファブリック A の ESXi 仮想スイッチ アップリンクの障害
が表示され、ファブリック B のスタンバイ アップリンクが管理スイッチ用および vMotion 仮想スイッチ用に使用
されます。管理目的でポートを再び有効にすると、使用中のアップリンクが通常の状態に戻ります。

•

HyperFlex コンバージド ストレージ ホストの 1 つに接続しているファブリック インターコネクト B のサーバ
ポートの 1 つを管理目的で無効にします。これによりファブリック B の ESXi 仮想スイッチ アップリンクの障害
が表示され、ファブリック A のスタンバイ アップリンクがストレージ仮想スイッチに使用されます。管理目的で
ポートを再び有効にすると、使用中のアップリンクが通常の状態に戻ります。

•

システムでゲスト仮想マシンの典型的な負荷を発生させます。HyperFlex の HX メンテナンス モード オプショ
ンを使用して ESXi ホストの 1 つをメンテナンス モードにします。電源オフに設定されるストレージ プラット
フォーム コントローラ VM を除く、そのホストで稼働するすべての VM を、vMotion により vSphere DRS を
介して他のアクティブ ホストに移行する必要があります。移行中または移行後にいずれかのゲスト VM のネット
ワーク アクセスやストレージ アクセスが失われるべきではありません。このテストでは、残りの ESXi ホストで、
メンテナンス モードになったホストの VM を収容できる十分な RAM が使用可能であることを前提としています。
HyperFlex クラスタの状態が「異常」と表示されます。

•

メンテナンス モードのホストを再起動し、再起動後にメンテナンス モードを終了します。ホストのメンテナンス
モードが終了すると、ストレージ プラットフォーム コントローラが自動的に開始します。そのノードのサービスを再
起動するための短い時間が経過した後、HyperFlex クラスタが正常と表示されます。時間の経過に伴い、
VSphere DRS がクラスタ全体で VM の分散を再調整するはずです。

障害がすでに解決した場合でも、vCenter のアラートは自動的にクリアされません。クラスタの正常
性が検証された後で、アラートを手動でクリアする必要があります。
•

ストレージ データストアとネットワークでトラフィックが送受信されている間に、いずれかの Cisco UCS ファブリッ
ク インターコネクトを再起動します。この再起動操作は、正常なストレージ アクセス操作と VM により生成される
ネットワーク トラフィックに影響を与えないはずです。Cisco UCS Manager で多数の障害とエラーが示されます
が、これらはすべて、FI が再びオンラインになった後に消去されます。

付録
A：クラスタ容量の計算
HyperFlex HX Data Platform クラスタの容量は次のように計算されます。
（（（<キャパシティ ディスク サイズ（GB）> X 10^9）/1024^3）X <ノードあたりキャパシティ ディスク数> X <HyperFlex
ノード数> X 0.92）/レプリケーション ファクタ
TiB 単位の値を算出するには、この計算結果を 1024 で割ります。
レプリケーション ファクタ値は、HX クラスタが RF=3 に設定されている場合は 3、HX クラスタが RF=2 に設定されて
いる場合は 2 です。
係数 0.92 は、各ディスクでさまざまな内部ファイルシステム処理のために HX Data Platform ソフトウェアによって確保
される 8% の予約を示します。
計算例：
<キャパシティ ディスク サイズ（GB）> = 1200（1.2 TB ディスク）
<ノードあたりキャパシティ ディスク数> = 15（HX240c M4SX モデル サーバ）
<HyperFlex ノード数> = 8
レプリケーション ファクタ = 3
結果：（（（1200*10^9）/1024^3）*15*8*0.92）/3 = 41127.2049
41127.2049/1024 = 40.16 TiB

B：サンプル スクリプト
HyperFlex システムの設定に役立つサンプル PowerShell スクリプトが提供されています。これらのスクリプトを適切に
使用するには、インストールするシステムでの設定要件に応じてスクリプトを変更する必要があります。場合によっては、ス
クリプトを実行するシステムに、追加の PowerShell 統合機能をインストールする必要があります（vSphere PowerCLI
または Cisco UCS PowerTool Suite など）。

DHCP 予約の作成
# Create_DHCP_Reservations.ps1
# Description: Imports a UCS MAC address pool CSV export file and creates DHCP
reservations
# Usage: Modify the $csv variable to point to the UCS CSV export file.Modify the $ip
# variable to set the starting IP address of the last octet.Modify the $address variable
to
# contain the first three octets of the IP addresses.Modify the -ScopeId value to the
name

# of the DHCP scope where the reservations are being added.Run the script from the
Windows
# DHCP server with the scope you are adding to.
#
$csv="mgmt-a.csv"
$ip=11
$macs = Import-Csv $csv | Where-Object {$_.Assigned -eq "yes"} | Select ID
Foreach ($mac in $macs) {
$mac = ($mac.ID -split '/')[3]
$mac = $mac -replace ":"
$address="192.168.10."+$ip
Write-Host "Creating reservation for MAC address:" $mac
Write-Host "Using IP address:" $address
Get-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0 | Add-DhcpServerv4Reservation -ClientId
$mac -IPAddress $address
$ip++
}

ESXi ホストの設定
# Configure_ESX_Hosts_HX.ps1
# Description: Configures ESXi options and adds the server to vCenter
# Usage: Modify the variables to specify the vCenter server address, user, password,
ESXi
# host root password, vCenter cluster name, and the servers to be configured.
#
Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false |
Out-Null
$vc = "vcenter1.hx.lab.cisco.com"
$user = "hx¥1"
$password = "1"
$rootpw = "Cisco123"
$cluster = "Cluster1"
$servers="hx220-01.hx.lab.cisco.com","hx220-02.hx.lab.cisco.com","hx220-03.hx.lab
.cisco.com","hx220-04.hx.lab.cisco.com","hx220-05.hx.lab.cisco.com","hx220-06.hx.
lab.cisco.com","hx220-07.hx.lab.cisco.com","hx220-08.hx.lab.cisco.com"

# connect to each ESXi host and configure their base settings
Foreach ($server in $servers) {
write-host "Configuring ESXi host:" $server
# connect to the ESXi host
Connect-VIServer -server $server -user root -password $rootpw
$vmhost = Get-VMHost -Name $server
# configure NTP
write-host "Configuring NTP:"
$myntpserver1="192.168.10.4"
Add-VmHostNtpServer -VMHost $vmhost -NtpServer $myntpserver1
Get-VmHostService -VMHost $vmhost | Where-Object {$_.key -eq "ntpd"} |
Start-VMHostService
Get-VmHostService -VMHost $vmhost | Where-Object {$_.key -eq "ntpd"} |
Set-VMHostService -policy "on"
# suppress SSH warnings
write-host "Configuring SSH:"
$vmhost | Set-VMHostAdvancedConfiguration UserVars.SuppressShellWarning 1
# enter maintenance mode
write-host "Enter maintenance mode:"
$vmhost | Set-VMHost -State Maintenance
# disconnect from the ESXi host
Disconnect-VIServer -server $server -Confirm:$False
# Connect to vCenter
Connect-VIServer -server $vc -user $user -password $password
# Add the host to vCenter
Add-VMHost $server -Location $cluster -User root -Password $rootpw -Force

Disconnect-VIServer -server $vc -Confirm:$False
}

インストール後の ESXi の設定
# Configure_ESX_post_install.ps1
# Description: Configures ESXi options and settings after HyperFlex installation.
# Usage: Modify the variables to specify the ESXi root password, the servers to be
# configured, the guest VLAN ID, and the IP addresses used for the vMotion vmkernel
# interfaces.
#
Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false |
Out-Null
$rootpw = "Cisco123"
$servers="hx220-01.hx.lab.cisco.com","hx220-02.hx.lab.cisco.com","hx220-03.hx.lab
.cisco.com","hx220-04.hx.lab.cisco.com","hx220-05.hx.lab.cisco.com","hx220-06.hx.
lab.cisco.com","hx220-07.hx.lab.cisco.com","hx220-08.hx.lab.cisco.com"
$ip=11
Foreach ($server in $servers) {
# connect to the ESXi host server
Connect-VIServer -server $server -user root -password $rootpw
$vmhost = Get-VMHost -Name $server
# retrieve the virtual switch configurations
$vswitch2 = Get-VirtualSwitch -VMHost $vmhost -Name vswitch-hx-vm-network
$vswitch3 = Get-VirtualSwitch -VMHost $vmhost -Name vmotion
# create a port group for the guest VMs
New-VirtualPortGroup -VirtualSwitch $vswitch2 -Name "VM Network" -VLanID 100
# create the vmotion port group and vmkernel interface
$vmip="192.168.200."+$ip

New-VMHostNetworkAdapter -VMHost $vmhost -VirtualSwitch $vswitch3 -PortGroup
"vmotion" -Mtu 9000 -VMotionEnabled $true -IP $vmip -SubnetMask 255.255.255.0
-Confirm:$false
$ip=$ip+1
# configure syslog traffic to send to vCenter
Set-VMHostSysLogServer -SysLogServer '192.168.10.101:514' -VMHost $vmhost
Disconnect-VIServer -server $server -Confirm:$False
}

C：Cisco Nexus 9372 スイッチの設定例
スイッチ A
hostname HX-9K-A
no feature telnet
no telnet server enable
cfs eth distribute
feature interface-vlan
feature lacp
feature vpc
ip domain-lookup
ip domain-list cisco.com
ip name-server 171.70.168.183 173.36.131.10
logging event link-status default
policy-map type network-qos jumbo
class type network-qos class-default
mtu 9216
system qos
service-policy type network-qos jumbo
clock timezone PST -8 0
clock summer-time PST

ntp server 171.68.38.65
ntp server 171.68.38.66
vrf context management
vlan 1
vlan 10
name Management
vlan 51
name HXCluster1
vlan 100
name VM-Prod-100
vlan 200
name VMotion
cdp enable
vpc domain 50
role priority 10
peer-keepalive destination 10.29.133.102 source 10.29.133.101
auto-recovery
delay restore 150
interface Vlan1
interface port-channel50
description VPC-Peer
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,51,100,200
spanning-tree port type network
vpc peer-link
interface port-channel10
description VPC to 6248-A

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
vpc 10
interface port-channel20
description VPC to 6248-B
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
vpc 20
interface Ethernet1/1
description uplink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
spanning-tree port type network
interface Ethernet1/2
description NX9372-A_P1/2--UCS6248-A_2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
channel-group 10 mode active
interface Ethernet1/4
description NX9372-A_P1/4--UCS6248-B_2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
channel-group 20 mode active

interface Ethernet1/47
description NX9372-A_P1/47--NX9372-B_P1/47
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,51,100,200
channel-group 50 mode active
interface Ethernet1/48
description NX9372-A_P1/48--NX9372-B_P1/48
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,51,100,200
channel-group 50 mode active
interface mgmt0
ip address 10.29.133.101/24
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.29.133.1

スイッチ B
hostname HX-9K-B
no feature telnet
no telnet server enable
cfs eth distribute
feature interface-vlan
feature lacp
feature vpc
ip domain-lookup
ip domain-list cisco.com
ip name-server 171.70.168.183 173.36.131.10
logging event link-status default
policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default
mtu 9216
system qos
service-policy type network-qos jumbo
clock timezone PST -8 0
clock summer-time PST
ntp server 171.68.38.65
ntp server 171.68.38.66
vrf context management
vlan 1
vlan 10
name Management
vlan 51
name HXCluster1
vlan 100
name VM-Prod-100
vlan 200
name VMotion
cdp enable
vpc domain 50
role priority 10
peer-keepalive destination 10.29.133.101 source 10.29.133.102
auto-recovery
delay restore 150
interface Vlan1
interface port-channel50
description VPC-Peer
switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,51,100,200
spanning-tree port type network
vpc peer-link
interface port-channel10
description VPC to 6248-A
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
vpc 10
interface port-channel20
description VPC to 6248-B
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
vpc 20
interface Ethernet1/1
description uplink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
spanning-tree port type network
interface Ethernet1/2
description NX9372-A_P1/2--UCS6248-A_2/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
channel-group 10 mode active

interface Ethernet1/4
description NX9372-A_P1/4--UCS6248-B_2/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,51,100,200
channel-group 20 mode active
interface Ethernet1/47
description NX9372-B_P1/47--NX9372-A_P1/47
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,51,100,200
channel-group 50 mode active
interface Ethernet1/48
description NX9372-B_P1/48--NX9372-A_P1/48
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,51,100,200
channel-group 50 mode active
interface mgmt0
ip address 10.29.133.102/24
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.29.133.1
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リソース
用語集

API

Application Programming Interface（アプリケーション プログラミング インターフェイス）。外部
ユーザに対し、さまざまなアプリケーション タスクを自動化するために公開されるリモート コール、
バーブ、クエリ、またはアクションの集合。

ASIC

Application Specific Integrated Circuit.（特定用途向け集積回路）。汎用プロセッサとは対照的
に、特定の用途向けに設計された集積回路。

CDP

Cisco Discovery Protocol。直接接続されたネットワーキング デバイスに関する情報を共有する
目的でシスコが開発したプロトコル。

CLI

Command Line Interface（コマンドライン インターフェイス）。連続する行にコマンドを 1 つずつ
入力するテキスト ベースの方式。

DHCP

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル。要求に応じてネットワーク設定をクライアン
トに動的に割り当てて配布するためのプロトコル。

DNS

ドメイン ネーム システム。ホスト名、ドメイン名、IP アドレスを使用するよう設定されているコン
ピュータのホスト名/ドメイン名と IP アドレスをマッピングするために主に使用される階層型サー
ビス。

FC

Fibre Channel（ファイバ チャネル）。固定パケット サイズおよびワールドワイド ユニーク ID 技
術を使用する高速のロスレス ネットワーキング プロトコル。主にコンピュータ システムとストレー
ジ デバイスの接続に使用されます。

FC-AL

Fibre Channel Arbitrated Loop（ファイバ チャネル調停ループ）。高速一方向リング ネットワー
クによりデバイスが接続されるファイバ チャネル プロトコル トポロジ。

FCoE

Fibre Channel over Ethernet。イーサネット フレームにカプセル化され、イーサネット ネットワー
クで伝送されるファイバ チャネル トラフィック。

FI

Fabric Interconnect（ファブリック インターコネクト）。すべてのエンド デバイスとネットワークを接
続し、管理サービスを提供する Cisco UCS システムの主要コンポーネント。

GbE

Gigabit Ethernet（ギガビット イーサネット）。ネットワーク伝送レートの 1 ギガビットは、10 億
ビット/秒と同等です。

GUI

Graphical User Interface（グラフィカル ユーザ インターフェイス）。CLI とは対照的に、ユーザと
コンピュータの間の主要なインタラクションが一連のグラフィカル ウィンドウとボタンにより行われ
るユーザ インターフェイス。一般にコンピュータ マウスにより制御される画面上のポインタを使用
します。

HBA

Host Bus Adapter（ホスト バス アダプタ）。コンピュータ ホストを外部デバイス(ストレージ シス
テムやその他のネットワーク デバイス）に接続するハードウェア デバイス。

HDD

Hard Disk Drive（ハード ディスク ドライブ）。回転式磁気ディスクまたはプラッターにデータを保存
し、移動磁気ヘッドで読み書きを行うコンピュータ ストレージ デバイス。

IPMI

Intelligent Platform Management Interface（インテリジェント プラットフォーム管理インターフェ
イス）。ホスト システムの CPU およびオペレーション システムとは切り離された管理機能および
モニタ機能を提供する独立型コンピュータ サブシステムの仕様。

IO

Input/Output（入出力）。

IOM

IO Modue（IO モジュール）。Cisco UCS 5108 ブレード シャーシの背面に取り付けられている
シスコ ファブリック エクステンダ モジュールの一般名。

IOPS

Input/Output operations per second.（入出力処理/秒）。

KVM

Keyboard/Video/Mouse（キーボード/ビデオ/マウス）。ユーザとコンピュータの間の 3 種類の
主なインタラクション手段。

LACP

Link Aggregation Control Protocol。複数の物理ネットワーク インターフェイスを 1 つの論理イ
ンターフェイスに収束するための仕様。帯域幅および耐障害性が向上します。

LAN

Local Area Network（ローカル エリア ネットワーク）。WAN とは対照的に、限定的な地域内の
コンピュータ デバイスを相互接続します。

MTU

Maximum Transmission Unit（最大伝送ユニット）。ネットワーク プロトコルにより伝送可能な
データ ユニットの最大サイズ。

NAND

Negative-AND logic gate（否定論理積論理ゲート）。SSD デバイスで使用されるブール関数回
路の設計。従来の磁気媒体（ハードディスク ドライブなど）のビット状態をエミュレートします。

NAS

Network Attached Storage（ネットワーク アタッチド ストレージ）。ブロック レベルのストレージ
システムとは対照的に、ネットワーク プロトコルを介したリソースへのファイル レベル アクセスを
提供するストレージ システム。

NFS

Network File System（ネットワーク ファイル システム）。ネットワーク上でサーバを介してファイ
ルにアクセスするためのファイル システム プロトコル。

NTP

Network Time Protocol（ネットワーク タイム プロトコル）。データ ネットワーク上でコンピュータ
システムのタイム クロックを同期するためのプロトコル。

NIC

Network Interface Controller（ネットワーク インターフェイス コントローラ）。コンピュータをデー
タ ネットワークに接続するハードウェア コンポーネント。

OUI

Organizationally Unique Identifier（組織固有識別子）。ベンダーや製造元を一意に識別するた
めの登録 24 ビット（3 バイト）識別子。電気電子学会（IEEE）登録局により管理されます。

OVA

Open Virtual Appliance（オープン仮想アプライアンス）。事前に作成された仮想マシンの導入と
実行に必要なすべてのファイルが含まれている圧縮オープン仮想化フォーマット（OVF）ファイル。

PCI

Peripheral Component Interconnect。内蔵ハードウェア コンポーネントを接続するコンピュータ
バス インターフェイス。

PCIe

PCI Express。PCI の後継となる改訂された標準規格であり、デバイスでシリアル アーキテク
チャ、高速化、これまでよりも少ない数のピンを使用する。

QoS

Quality of Service（サービス品質）。エンド ユーザとコンピュータが認識するネットワークの全体
的なパフォーマンス。特定のデバイスやアプリケーションが使用するネットワーク トラフィックの各
種制御レベルと優先度を提供するために、さまざまな標準や方式が開発されました。

RBAC

Role-based Access Control（ロールベース アクセス コントロール）。システム アクセスを承認
ユーザだけに制限し、定義されている職種や役職に基づいてシステム内での特権を承認ユーザに
付与すること。

RF

Replication Factor（レプリケーション ファクタ）。書き込まれたデータ ブロックが、HyperFlex ス
レージ クラスタ内の独立ノードで複製される回数。

RU

Rack Unit（ラック ユニット）。EIA-310 仕様では、幅 48.2 cm（19 インチ）の電子機器/コンピュー
タ ラックの高さが 4.5 cm（1.75 インチ）と定められています。

SAN

Storage Area Network（ストレージ エリア ネットワーク）。通常はファイバ チャネル プロトコルを
使用して、コンピュータ ホストが中央ストレージ デバイスにアクセスできるようにするデータ ネット
ワーク。

SAS

Serial Attached SCSI。SCSI コマンドを使用してストレージ デバイスを接続するためのシリアル
コンピュータ バス。

SCSI

Small Computer Systems Interface（小型計算機システム インターフェイス）。共通コマンド
セットを使用した、コンピュータとストレージ デバイスおよび周辺機器の間の接続に関する一連の
標準規格。

SD

Secure Digital。ポータブルな不揮発性形式のメモリ カード ストレージ デバイス。

SDS

Software Defined Storage（ソフトウェア定義型ストレージ）。基盤となる物理ストレージ リソース
から独立したコンピュータ ストレージ リソースへのアクセスを提供し、コンピュータ ストレージ リ
ソースをプロビジョニングするための方式。

SoL

Serial Over LAN。物理シリアル ポートではなく LAN 経由でのシリアル ポート出力の伝送。

SSD

Solid State Disk（ソリッド ステート ドライブ）。ハード ディスクで使用される回転式磁気媒体では
なく、データの永続的な保存に NAND ベースのフラッシュ メモリを使用するコンピュータ データ
ストレージ デバイス。

SSH

Secure Shell（セキュア シェル）。セキュリティで保護されていないネットワーク上でリモート ログ
インを実行できるようにする暗号化プロトコル。

STP

Spanning-Tree Protocol（スパニングツリー プロトコル）。LAN で優先ネ ットワーク パスを
確立することにより、ループフリーのネットワークを実現するネットワーク プロトコル。

Cisco UCS

Cisco Unified Computing System。統合ネットワーキングおよび管理機能を使用し、ラックマウ
ント サーバ、ブレード サーバ、およびファブリック インターコネクトを組み合わせて 1 つのドメイ
ンを編成する Cisco 製品ライン。

UCSM

Cisco UCS Manager。Cisco UCS ドメインを制御するための管理 GUI および CLI ソフト
ウェア。

VIC

Virtual Interface Card（仮想インターフェイス カード）。1 つの物理ハードウェア カード上に複数
の仮想ネットワークまたはストレージ インターフェイスを作成する機能を提供する Cisco 製品。

VLAN

Virtual LAN（仮想 LAN）。分割および隔離された LAN セグメント。これにより、フラット ネット
ワークが複数のネットワークに分割されます。

VM

Virtual Machine（仮想マシン）。基盤となる実際の物理コンポーネントから抽象化された一連の仮
想ハードウェア リソース上で稼働するオペレーティング システム。

VMDK

Virtual Machine Disk（仮想マシン ディスク）。一般的なハード ディスクの内容をファイルとして保
存するためのファイル形式。ハードディスクの内容として仮想マシンにより使用されます。

VMFS

Virtual Machine File System（仮想マシン ファイル システム）。仮想マシン定義、VMDK ファイ
ル、スナップショット、およびコンフィギュレーション ファイルを保存するために使用される
VMware 独自のファイルシステム。

vNIC

Virtual NIC（仮想 NIC）。Cisco UCS システムで稼働する従来の NIC の仮想化定義。vNIC は
サービス プロファイルで定義され、VIC にダイナミックにプログラミングされます。

VPC

Virtual Port Channel（バーチャル ポート チャネル）。ループを発生させず、また STP を使用せ
ずに、ネットワーク デバイスを複数のパートナー デバイスに接続するシスコのテクノロジー。

WAN

Wide Area Network（ワイド エリア ネットワーク）。LAN とは対照的に、長距離および広大な地
域でコンピュータ デバイスを相互接続します。
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