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概要

Hyperflex によって伸ばされるクラスタは地理的に分散したノードとの単一 クラスタです。 クラ
スタの両側は一定のユーザ VM 向けにプライマリように機能します。 これらの VM のデータは他
のサイトで同期で複製されます。 伸ばされたクラスタはサイトの 1 つが完全にダウン状態になる
ことでも全体のクラスタにアクセスすることを可能にします。 通常これらのサイトは専用されて
いる低遅延とその間の高速リンク接続されます。

HyperFlex はクラスタを可能にします高い稼働時間（ゼロ回復時間目標の近くで）およびデータ
損失（ゼロ リカバリ ポイント目標）を必要としない成果重視の負荷のためのアクティブ-アクテ
ィブ障害無効化 ソリューションを展開することを伸ばしました。

前提条件

要件

クラスタのすべてのノードは同じ M5 モデルまたは（すべての HX220 M5）であるはずです
（HX 240 M5）

●

M5 ノードだけ sctretch クラスタでサポートされます●

伸縮クラスタは ESXi HX プラットフォームだけでサポートされます●

各サイトは最低 2 ノードがあるはずです●

両方のクラスタで使用されるすべての VLAN は同じでなければなりません●

伸縮クラスタ設定はミラーリング監視 VM を必要とします●

伸縮 Clustres は 6 ノード クラスタのために必要である IP アドレスの同じ数を要求します●



vCenter の 1 つの例だけ伸縮クラスタのために使用されます●

伸縮クラスタがきちんとはたらくことができるように DR および HA の vCenter が必要とな
ります

●

使用するコンポーネント

HX インストーラ●

Cisco HX M5 サーバ●

VMware vCenter●

Cisco UCSM●

VMware ESXi●

他の必要条件

インストール前チェックリスト●

ミラーリング監視 VM の展開●

ミラーリング監視 VM パスワードの変更●

設定

ネットワーク図

設定

伸縮クラスタのためのすべての設定は単一 HX インストーラからされます。 伸縮クラスタ インス
トール ステップのための作業の流れは下記に示されているようにあります:

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_62974
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#task_ycb_hqz_rcb
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_94913


設定 サイト A

ステップ 1.クラスタ設定を開始するそれぞれ割り当てられた HX インストーラへのログイン。 前
のインストール ステータスは上記のバーのホイールをおよび新しいの始めるためにクリックする
ことをインストーラがまだ示したらインストールします『Start』 を選択 して下さい。 選り抜き
作業の流れ --> クラスタを作成して下さい --> （選択して下さい）伸縮クラスタ。

ステップ 2： 設定サイト作業の流れでサイト 名で UCSM 資格情報および DC を入力して下さい
。 それから『Continue』 をクリック して下さい。



ステップ 3： サーバー選択で、ソースサーバを選択し、『Continue』 をクリック して下さい

ステップ 4 UCSM コンフィギュレーションセクションの下で VLAN ID および VLAN 名前を入力



して下さい。 この場合 CIMC のためにインバンドを使用しました。 『Continue』 をクリック し
て下さい

ステップ 5： Hypervisor コンフィギュレーションセクションですべての要求された情報を提供し
て下さい。 それからサイト設定を始めるためにサイトを『Configure』 をクリック して下さい。



ステップ 6.サイトが Hypervisor 設定正常であることを確認して下さい。 



サイト B を設定して下さい

ステップ 1.ホイールをクリックし、beigin に下記に示されているようにサイトをサイト B 設定 『
Configure』 を選択 して下さい。

ステップ 2： 設定 サイト作業の流れでターゲット UCSM 資格情報を入力し、サイト 名の DC を
目標として下さい。 それから『Continue』 をクリック して下さい。



ステップ 3： サーバー選択で、ソースサーバを選択し、『Continue』 をクリック して下さい

ステップ 4 UCSM コンフィギュレーションセクションの下で VLAN ID および VLAN 名前を入力
して下さい。 この場合 CIMC のためにインバンドを使用しました。 『Continue』 をクリック し
て下さい



ステップ 5： Hypervisor コンフィギュレーションセクションですべての要求された情報を提供し
て下さい。 それからサイト設定を始めるためにサイトを『Configure』 をクリック して下さい。



ステップ 6.サイト B Hypervisor 設定が正常であることを確認して下さい。



HX ミラーリング監視 VM 配備

これは更に続行する前に重要なステップです。 HX ミラーリング監視 VM は成功するインス
トールのために作動中および到達可能である必要があります。

●

 OVUM イメージは ESXi ホストで展開される必要があります。●

接続をこの VM にテストし、ログオン作業を確かめて下さい。●

OVUM インストール プロパティのために下記を参照して下さい。●



伸縮クラスタを作成して下さい

ステップ 1：

伸縮クラスタを設定し始めるためにインストーラのホイールにナビゲート し、伸縮クラスタ
設定を始めるために伸縮クラスタを『Create』 を選択 して下さい。

●

資格情報 画面で出典を提供して下さい（サイト A）は目標とし、（サイト B） UCSM および
Hypervisor 資格情報、サイト 名、UCSM Org 名前、vCenter および資格情報。 サーバ
Selction 画面に進むために『Continue』 をクリック して下さい。

●



ステップ 2.すべてのサーバが（ソースサーバ および ターゲットサーバ両方の）選択されるよう
に示すあることを確かめて下さい。 それから『Continue』 をクリック して下さい、



ステップ 3： IP アドレス セクションでは、Hypervisor およびストレージ コントローラ mgmt
（公共ルーティング可能） IP、また DATA （ルーティング可能 な Private 非） IP 提供して下さ
い。 また、管理およびデータ両方 netwoks にクラスタ IP を提供して下さい。 [Continue] をクリ
ックします。 



ステップ 4 クラスタ設定の下で、コントローラ VM パスワードを、vCenter コンフィギュレーシ
ョンの詳細、システム サービス 詳細入力して下さい。 高度ネットワーキング セクションの下で
両方のサイトのための同じ管理およびデータVLAN を設定して下さい。 それからクラスタ設定を
始めるために『Start』 をクリック して下さい。



ステップ 5.クラスタ作成が正常に完了することを確認して下さい。



確認

データストア作成

ステップ 1： 伸縮クラスタのデータストア作成は正常なクラスタ データストア creationon に類
似したです。 唯一の違いは伸縮クラスタのデータストアを作成することがサイト アフィニティー
を定義している間、あります。 データストアへの Hyperflex 接続応答 UI ナビゲートでデータス
トアを『Create』 をクリック すれば



ステップ 2.データストアおよび slect をサイズ作成して下さい。 それからサイト アフィニティー
の下の追加手順で、2 つのサイトの選定された 1 つを廃棄して下さい。 それからデータストアを
『Create』 をクリック して下さい

ステップ 3.マウントされるように示す確認し、またサイト アフィニティーを示します新しく作成
されたデータストアのステータスを。




	HyperFlex 伸縮は配置ガイドをクラスタ化します
	目次
	概要
	前提条件
	要件
	使用するコンポーネント
	他の必要条件

	設定
	ネットワーク図
	設定
	設定 サイト A
	サイト B を設定して下さい
	HX ミラーリング監視 VM 配備
	伸縮クラスタを作成して下さい

	確認
	データストア作成



