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概要

Cisco Intersight は構内 管理インフラストラクチャーのアイランドを維持する必要を軽減するシス
テム管理ようにサービスの提供によって、データセンタ オペレーションを簡素化します。

Cisco Intersight は Cisco HyperFlex クラスタをインストールし、設定し、展開するためにインス
トール ウィザードを— HX エッジおよび FI 接続されて提供します。 ウィザードは HX クラスタ
ーのプロファイルと呼ばれるクラスタの事前設定 定義を組み立てます。 この定義は HX クラスタ
の HX ノードの論理的な表現で、含んでいます

security — HyperFlex のための資格情報はコントローラ VM パスワード、hypervisor ユーザ
名およびパスワードのようなクラスタ化します。

●

コンフィギュレーション サーバ必要条件、ファームウェア、先祖など●

接続—アップストリーム ネットワーク、バーチャルネットワーク、先祖など●

この資料は方法のステップおよびスクリーン ショットを intersight を使用して Hyperflex FI 接続
されたクラスタを展開する提供したものです。

前提条件

要件

HX によって FI 接続されるクラスタ配備のためのサポート対象バージョン

コンポーネント バージョン/リリース

M4、M5 サーバ

HX220C-M4S●

HXAF220C-M4S●

HX240C-M4SX●

HXAF240C-M4S●



HX220C-M5SX●

HXAF220C-M5SX●

HX240C-M5SX●

HXAF240C-M5SX●

Cisco HX データ プラットフォーム（HXDP） 2.6(1e)、3.0(1i)、3.5(1a)、3.5(2a)
デバイス コネクタ Cisco Intersight によって自動アップグレードされる
Intersight 接続

Intersight 接続に関して次の前提条件を考慮して下さい

対応した UCS Manager 例のデバイス コネクタが Cisco Intersight に接続するために正しく設
定され、要求されることを確かめて下さい。

●

すべてのデバイス コネクタはきちんと svc.ucs-connect.com を解決し、ポート 443 の発信に
よって開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。

●

3.5(2a) まで Hyperflex インストーラ バージョンはクラスタが転用されるサポートし、ファク
トリから新しくないですとき HTTP プロキシの使用を、を除いて。

●

すべてのコントローラ VM マネージメントインターフェイスはきちんと
download.intersight.com を解決し、ポート 443 の発信によって開始される HTTPS 接続を許
可する必要があります。 HX インストーラの最新バージョンはクラスタが転用されるサポー
トし、ファクトリから新しくないですとき直接インターネット接続が利用できなければ
HTTP プロキシの使用を、を除いて。

●

意図されていた ESX サーバ、HX 制御装置ネットワークおよび vCenter ホストは UCS ファ
ブリック相互接続マネージメントインターフェイスを通してアクセス可能である必要があり
ます。

●

HXDP リリース 3.5(2a) から開始して、Intersight インストーラはプレ インストール コント
ローラ VM が HyperFlex サーバにいるように要求しません。 ただし、この要件はまだ
Intersight への接続が HTTP プロキシによってある場合適当です。 すべての新しい HX サー
バは HTTP プロキシとの展開された現状のままであるかもしれません。

●

他の必要条件

ソフトウェア要件
物理的 な必要条件

ネットワーク要件

ポート必要条件

配備に関する情報

使用するコンポーネント

Cisco Intersight●

Cisco UCSM●

Cisco HX サーバ●

Cisco Hyperflex●

VMware ESXi●

VMware vCenter●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight/b_HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight/b_HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight/b_HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight/b_HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight/b_HyperFlex_Installation_Guide_for_Intersight.html


設定

ネットワーク図

Cisco Intersight は Cisco Intersight のすべての版に HyperFlex インストーラを含めることに
よって HyperFlex クラスタを展開する簡単な方法を提供します。

●

設定手順

ステップ 1. Cisco Intersight にログインし、下記に示されているようにユーザアカウントを選択し
て下さい



ステップ 2：  ダッシュボードで右のペインの Devices タブでクリックして下さい。

ステップ 3： デバイスの下で、クレームを新しいデバイス クリックして下さい



ステップ 4. UCS Manager にログインして下さい、Admin - > デバイス コネクタに参照して下さ
い。 アクセス モードおよびプロキシコンフィギュレーションを設定するために『Settings』 をク
リック して下さい

ステップ 5： UCS Manager では、Admin - > デバイス コネクタに参照して下さい。 Intersight 管



理 toggle ボタンを有効に し、デバイスID および要求コードを得て下さい。

ステップ 6 Intersight アカウントで、クレーム コードおよびデバイスID を使用して下さい（デバ
イスを要求するためにステップで 5） キャプチャ される。 この場合 UCSM ドメインは要求され
ます。

ステップ 7 新しいドメインを確認するデバイスの下のチェックは「接続され」、「要求されて」
示します。 また今 Intersight からの起動 UCSM UI および UCSM CLI を交差させるオプションが
あることを、確認して下さい。



ステップ 8 サービス プロファイルの下で、Hyperflex クラスターのプロファイルを『Create』 を
クリック して下さい

ステップ 9.下記のステップを使用してサービス プロファイルを設定して下さい、

一般タスク

クラスタ設定-セキュリティ



クラスタ設定- DNS、NTP およびタイムゾーン

クラスタ設定- vCenter 設定



注: - vCenter 設定のために…サーバ単一サインの vCenter をスキップすることを推奨します。 ド
キュメント ページ 27 の下でチェックして下さい、

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-
hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

クラスタ設定-ストレージ 設定

クラスタ設定-オート サポート

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf


クラスタ設定- IP 及びホスト名

クラスタ設定- UCSM 設定



クラスタ設定-ネットワーク 

クラスタ設定-外部 ストレージ（オプションの）

有効に なられた場合、FI A およびそれぞれ FI B のための VSAN 名前および VSAN ID を一杯に
して下さい。



クラスタ設定-プロキシ 設定（オプションの）

クラスタ設定- Hyperflex ストレージ ネットワーク



ステップ 10.ノード 割り当ての一部としてサーバを選択して下さい。

ステップ 11.ノードコンフィギュレーションのための Hypervisor IP 及びストレージ コントローラ
IP アドレスを設定し、確認して下さい、 



ステップ 12 検証し、及び展開し、チェックし、進行状況ステータスを完了するために待ってい
ますインストールをクリックして下さい。



ステップ 13 進行状況ステータスをチェックし、完了するためにインストールを待って下さい。



ステップ 14： クラスタがオンラインおよび健全および RAN post_install.py スクリプトであるこ
とを確認して下さい。

<root> ユーザ名を使用してクラスタマネージメント IP アドレスおよびログオンおよびインス
トールの間に提供されるコントローラ VM パスワードへの SSH。

●

シェルの次のコマンドを貼り付け、入力を押して下さい: /usr/share/springpath/storfs-
misc/hx-scripts/post_install.py

●

確認

ステップ 1： サービス プロファイルの下でサービス プロファイル ステータスをチェックして下
さい。

ステップ 2： Hyperflex クラスタの下で、HX クラスタ健全性および他の詳細を確認して下さい、



ステップ 3.名前 HX-2 をクリックし、詳細をプロファイルするために参照して下さい次の下詳細
を確認して下さい、

クラスタマネージメント IP アドレス●

ストレージ VLAN ID●

複製ファクタ●

クラスタ型●

設定の下でさまざまなポリシーおよびノード 詳細を確認して下さい、

ステップ 4. Intersight の Hyperflex クラスタからの起動 Hyperflex クロス接続応答は Hyperflex 接
続応答からのクラスタ ステータスを確認し。
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