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章

新機能および変更された機能に関する情報
• HX リリース 1.8(1c) の新機能および変更された機能に関する情報 , 1 ページ
• HX リリース 1.8(1a) の新機能および変更された機能に関する情報, 2 ページ

HX リリース 1.8(1c) の新機能および変更された機能に関す
る情報
次の表に、最新リリースでの新機能とこのガイドにおける変更点の概要を示します。
機能

説明

追加日

参照先

複数の HX クラスタ 異なる vCenter で同じ 2017 年 1 月
の設定
HX インストーラを使 16 日
用して複数のクラスタ
を設定するための推奨
事項が追加されまし
た。

推奨事項は、「複数のクラスタの
設定」の章に記載されています。

Cisco Hyperflex シス 1.8(1c) HX インストー 2016 年 11 月
テムクラスタの拡張 ラの UI に、コンピュー 21 日
ワークフロー
ティング専用ノードを
追加するための新しい
ワークフローが提供さ
れています。

詳しい手順は、「 既存のクラスタ
へのコンバージド ノードの追加,
（81 ページ）」の章で説明されて
います。

プライベート VLAN 展開後に、VM ネット 2016 年 11 月 詳しい手順は、「プライベート
ワークにプライベート 21 日
VLAN の概要, （67 ページ）」の
VLAN を設定できま
章で説明されています。
す。
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新機能および変更された機能に関する情報
HX リリース 1.8(1a) の新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

追加日

参照先

ネットワーク設定の VLAN を設定するため 2016 年 11 月 詳しい手順は、「ネットワーク設
ベストプラクティス のベスト プラクティス 21 日
定, （23 ページ）」の章で説明さ
が追加されました。
れています。
コンピューティング
専用ノードで DHCP
の管理ネットワーク
を設定します。

DHCP を使用する場合 2016 年 11 月 詳しい手順は、「管理ネットワー
は、適切な VLAN を使 21 日
クの設定 , （90 ページ）」で説明
用して ESX でネット
されています。
ワークを手動で設定し
ます。

HX リリース 1.8(1a) の新機能および変更された機能に関す
る情報
次の表に、最新リリースでの新機能とこのガイドにおける変更点の概要を示します。
機能

説明

ファブリック イン
ターコネクトのアッ
プリンクのプロビ
ジョニング

アップリンク帯域幅容 2016 年 9 月
量の計画に関するガイ 21 日
ドラインを説明してい
ます。

この機能は ファブリック インター
コネクトのアップリンクのプロビ
ジョニング, （20 ページ）のセク
ションに記載されています。

新しい HX Data
インストーラに新しい 2016 年 9 月
Platform インストー UI が備わり、シームレ 21 日
ラ
スなエンドツーエンド
の設定タスクを行える
ようになっています。

HX データ プラットフォーム イン
ストーラ OVA の展開, （45 ペー
ジ）を参照してください。

混合 CPU を使用し
た HX クラスタ

新しいリリースでは、 2016 年 9 月
Intel Haswell v3 と Intel 21 日
Broadwell v4 CPU を同
じ HX FI でサポートで
きるようになっていま
す。

「混合 CPU を使用したクラスタの
セットアップ, （95 ページ）」の
「概要」を参照してください。

Cisco Hyperflex シス 1.8 HX インストーラの 2016 年 9 月
テムクラスタの拡張 UI に、クラスタを拡張 21 日
ワークフロー
するための新しいワー
クフローが提供されて
います。

詳しい手順は、「 既存のクラスタ
へのコンバージド ノードの追加,
（81 ページ）」の章で説明されて
います。
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追加日

参照先

新機能および変更された機能に関する情報
HX リリース 1.8(1a) の新機能および変更された機能に関する情報

機能

説明

追加日

HX FI での Cisco
UCS サーバ

Cisco UCS ドメイン内 2016 年 9 月
のサーバを既存の HX 21 日
クラスタ内の FI に追加
できるようになりまし
た。

詳細な手順は、「HX データ プラッ
トフォーム インストーラ OVA の
展開」の章に記載されています。

HX クラスタでの
Tier 1 外部ストレー
ジ アレイ

FC、FCoE、iSCSI、お 2016 年 9 月
よび NFS 外部ストレー 21 日
ジ アレイを HX クラス
タに追加できるように
なりました。

詳しい手順は、「外部ストレージ
の接続, （99 ページ）」の章で説
明されています。

ベアメタル HX サー Cisco HX Data Platform 2016 年 9 月
バの再インストール でベアメタル サーバを 21 日
設定する手順

詳細な手順は、「ベアメタルの設
定」の項に記載されています。

有効性検査

有効性検査の一覧は、「HyperFlex
をインストールする際の有効性検
査」に記載されています。

1.8 HX インストーラに 2016 年 9 月
より、バックエンドで 21 日
複数の有効性検査が行
われます。

参照先
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新機能および変更された機能に関する情報
HX リリース 1.8(1a) の新機能および変更された機能に関する情報
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章

概要
この章では、Cisco HyperFlex システムのコンポーネントの概要を示します。
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システム, 5 ページ
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システムのコンポーネント, 6 ページ
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システムの設定オプション, 8 ページ
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システムの管理コンポーネント, 9 ページ

Cisco HyperFlex HX シリーズ システム
Cisco HyperFlex HX シリーズ システムは、コンピューティング、ストレージ、およびネットワー
クの 3 つのレイヤすべてを強力なCisco HX データ プラットフォーム のソフトウェア ツールと組
み合わせた完全内包仮想サーバ プラットフォームで、シングルポイントの接続性が得られ、シン
プルな管理を実現できます。Cisco HyperFlex HX シリーズ システムは、単一の UCS 管理ドメイン
下に HX ノードを追加することによってスケールアウトするように設計されたモジュラ システム
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システムのコンポーネント

です。このハイパーコンバージド システムでは、ワークロードのニーズに基づいて、統合された
リソースのプールが提供されます。
図 1：Cisco HyperFlex システムの概要

Cisco HyperFlex HX シリーズ システムのコンポーネント
• Cisco HX シリーズ サーバ：次の Cisco HX シリーズ サーバのいずれかを使用して、HyperFlex
システムを構成できます。
◦ Cisco HX220c は、1 ラック ユニット（1RU）サーバです。これは、最小の設置面積で優
れたレベルの密度とパフォーマンスを実現するために設計されています。
◦ Cisco HX240c は、パフォーマンスと拡張性の両方を実現するために設計された、大容量
の 2 ラック ユニット（2RU）サーバです。
◦ Cisco UCS B200 は、すでに使用可能なストレージ容量がある場合に、コンピューティン
グ容量を拡張するために使用される計算能力の高いブレード サーバです。
◦ Cisco UCS C240/C220/M4 サーバは、すでに使用可能なストレージ容量がある場合に、コ
ンピューティング専用のキャパシティを拡張するために使用します。
• HX Data Platform：Cisco HX Data Platform は以下のコンポーネントからなります。
◦ Cisco HX Data Platform インストーラ：ストレージ クラスタに接続されたサーバにこの
インストーラをダウンロードします。HX Data Platform インストーラにより、UCS Manager
内にサービス プロファイルとポリシーが設定され、コントローラ VM の導入、ソフト
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システムのコンポーネント

ウェアのインストール、ストレージ クラスタの作成、および vCenter プラグインの更新
が行われます。
◦ ストレージ コントローラ VM：HX Data Platform インストーラを使用して、ストレージ
コントローラ VM をマネージド ストレージ クラスタ内の各ノードにインストールしま
す。
◦ Cisco HyperFlex（HX）システム プラグイン：このプラグインにより、ストレージ クラ
スタ内のストレージをモニタおよび管理するための vSphere インターフェイスを統合し
ます。
• Cisco UCS ファブリック インターコネクト
Cisco UCS ファブリック インターコネクトは、すべての接続された Cisco HX サーバにネット
ワークの接続性と管理機能の両方を提供します。
HyperFlex システムの一部として購入され、導入されたファブリック インターコネクトも、
このドキュメントでは HX FI ドメインと呼んでいます。サポートされている Cisco UCS ファ
ブリック インターコネクトは次のとおりです。
◦ UCS-HX-FI48P
◦ UCS-HX-FI96P
• Cisco Nexus スイッチ
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Cisco Nexus スイッチによって、高密度で設定可能なポートが提供され、柔軟なアクセスの展
開と移行を実現できます。
図 2：Cisco HyperFlex システム コンポーネントの詳細

Cisco HyperFlex HX シリーズ システムの設定オプション
HyperFlex HX シリーズ システムは、環境内でストレージおよびコンピューティング機能を拡張す
るための柔軟でスケーラブルなオプションを提供します。HyperFlex システムにより多くのスト
レージ機能を追加するには、単に HX シリーズ サーバを追加します。

（注）

HX クラスタは、HX シリーズ サーバのグループです。クラスタ内の各 HX シリーズ サーバ
は、HX ノードまたはホストと呼ばれます。
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システムの管理コンポーネント

HX クラスタを形成するには、少なくとも 3 つの HX 統合サーバが必要です。1 つのクラスタに最
大 8 台の HX 統合サーバを含めることができます。さらに拡張が必要な場合は、最小 3 つの HX
ノードからなる別の HX クラスタを設定できます。
すべての HX シリーズ サーバは、HX クラスタ内で同じタイプにする必要があります。または、
コンピューティング機能のみを拡張するには、ハイブリッド クラスタを使用できます。ハイブ
リッド クラスタは最大 8 台のコンピューティング専用サーバと最大 8 台のコンバージド ノードで
構成できます。ただし、コンピューティング専用ノードの数は、コンバージド ノードの数と同じ
か、それより少なくすることが推奨されます。
次の図に示す 3 つの方法のいずれかで HX クラスタを構築できます。
図 3：HX クラスタの設定オプション

Cisco HyperFlex HX シリーズ システムの管理コンポーネン
ト
Cisco HyperFlex HX シリーズ システムは、次のシスコ ソフトウェア コンポーネントを使用して管
理されます。
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システムの管理コンポーネント

Cisco UCS Manager
Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトのペア上に存在する組み込みソフトウェ
アで、HX シリーズ サーバのすべての設定機能と管理機能を備えています。UCS Manager にアク
セスする最も一般的な方法は、Web ブラウザを使用して GUI を開くことです。Cisco UCS Manager
は、ロールベース アクセス コントロールをサポートしています。
設定情報は、2 台のファブリック インターコネクト間で複製され、可用性の高いソリューション
を提供します。一方のファブリック インターコネクトが使用不可能になっても、もう一方が代わ
りを務めます。
Cisco UCS Manager の主な利点は、ステートレス コンピューティングの概念です。HX クラスタの
各ノードには設定情報が保持されていません。たとえば、MAC アドレス、UUID、ファームウェ
ア、BIOS 設定はすべて、サービス プロファイルの UCS Manager で設定され、すべての HX シリー
ズ サーバに均一に適用されます。これにより、一貫性のある設定が得られ、別の目的のために再
利用しやすくなります。新しいプロファイルは数分のうちに適用できます。
Cisco HX データ プラットフォーム（HXDP）
Cisco HX データ プラットフォームは、シスコ サーバをコンピューティングとストレージ リソー
スの単一プールに変換するハイパーコンバージド ソフトウェア アプライアンスです。これによ
り、ネットワーク ストレージの必要性がなくなり、既存の管理アプリケーションとともに VMware
vSphere クライアントと緊密に統合し、シームレスなデータ管理エクスペリエンスが提供されま
す。また、ネイティブ圧縮と重複排除によって、VM に占有されている記憶域が削減されます。
Cisco HX データ プラットフォームは、VMware vSphere などの仮想化プラットフォームにインス
トールされます。Cisco HX データ プラットフォームは、仮想マシン、アプリケーション、データ
用のストレージを管理します。インストール時に、Cisco HyperFlex HX クラスタ名を指定すると、
HX データ プラットフォームは、ノードごとにハイパーコンバージド ストレージ クラスタを作成
します。ストレージを増やす必要があり、HX クラスタにノードを追加する場合、HX データ プ
ラットフォームは追加のリソース全体でストレージの平衡化を行います。
vCenter 管理
HyperFlex システムには vCenter ベースの管理があります。vCenter サーバは、仮想化環境を監視す
るために VMware 社が開発したデータセンター管理サーバ アプリケーションです。HX データ プ
ラットフォームには、事前設定された vCenter サーバからアクセスすることもでき、すべてのスト
レージ タスクを実行できます。また、vMotion、DRS、HA および vSphere レプリケーションなど
のキー共有ストレージ機能がサポートされています。VMware のスナップショットおよび複製機
能は、HX データ プラットフォームのよりスケーラブルなネイティブ スナップショットおよびク
ローンによって置き換えられます。
HX データ プラットフォームにアクセスするには、個別のサーバに vCenter がインストールされて
いる必要があります。vCenter には、管理者のラップトップまたは PC にインストールされている
vSphere Client からアクセスします。
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ソフトウェア要件

ソフトウェア要件
ソフトウェア要件には、互換性のある HX コンポーネントおよび VMware vSphere コンポーネント
のバージョンを使用することが含まれます。
HyperFlex ソフトウェアのバージョン
HyperFlex コンポーネント：Data Platform インストーラ、HX Data Platform、および UCS ファーム
ウェアは、さまざまなサーバにインストールされます。HX ストレージ クラスタ内で使用される
各サーバの各コンポーネントに互換性があることを確認します。
• 事前設定された HX サーバに異なるバージョンの FI ファームウェアがインストールされてい
る場合は、FI ファームウェア バージョンを配置する手順について『Cisco HyperFlex Systems
Upgrade Guide』を参照してください。
• 新しい展開には、Cisco UCS Manger 3.1(2b) 以降が推奨されます。詳細については、Cisco TAC
にお問い合わせください。
• HX サーバを再インストールする必要がある場合は、サポートされている互換性のあるバー
ジョンのソフトウェアを HX サーバにダウンロードしていることを確認してください。要件
と手順については『Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド』を参照してください。
リリース

HX Data Platform インストーラ HX Data Platform

UCS ファームウェア

2.0(1a)

2.0(1a)

2.0(1a)

3.1(2c)

1.8(1c)

1.8(1c)

1.8(1c)

3.1(2b)、3.1(2c)

1.8(1b)

1.8(1b)

1.8(1b)

3.1(2b)

1.8(1a)

1.8(1a)

1.8(1a)

3.1(2b)

1.7.3

1.7.3

1.7.3

2.2(7c)

1.7.1

1.7.1-14835

1.7

2.2(7c)

1.7.1

1.7.1

1.7

2.2(6f)

サポートされている VMware vSphere のバージョンとエディション
各 HyperFlex リリースは、特定の VMware vSphere、vCenter、および ESXi のバージョンおよびエ
ディションと互換性があります。
• すべての HyperFlex サーバとファブリック インターコネクトに、互換性のある vSphere バー
ジョンが事前にインストールされていることを確認します。
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• vSphere には、vCenter と ESXi の両方が含まれています。vCenter のバージョンは、常に ESXi
のバージョン以上でなければなりません。
• ルート レベルの権限と関連するパスワードを持つ vCenter 管理者アカウントがあることを確
認します。
• vSphere Standard、Essentials Plus、および ROBO エディション：HX サーバにプレインストー
ルされていません。
• vSphere 5.5 U3：HX240c または HXAF240c でのみサポートされます。
• ESX 5.5 U3b：ESX のアップグレードが推奨されます。詳細については、Cisco TAC にお問い
合わせください。
• ESXi 6.0 U1：ESX のアップグレードが推奨されます。PSOD や OS のクラッシュのためにノー
ドが応答しなくなるという既知の VMware の問題があります。VMware KB の記事、『VMware
ESXi 6.0, Patch ESXi600-201608401-BG: Updates esx-base, vsanhealth, vsan VIBs (2145664)』を参
照してください。
HyperFlex のバージョ VMware vSphere のバージョン
ン

VMware vSphere のエディション

2.0(1a)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.8(1c)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.8(1c)

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

1.8(1b)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.8(1a)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.7.3

6.0 U1b、6.0 U2

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.7.3

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

1.7.1

6.0 U1b

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.7.1

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus
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VMware vSphere のライセンス要件
VMware vSphere のライセンスが HyperFlex システムにどのように適用されるかは、vSphere ライセ
ンスの購入方法によって異なります。
• HyperFlex 付きの vSphere ライセンスを購入した場合
Enterprise または Enterprise Plus エディションは、工場出荷時に各 HyperFlex サーバにプレイ
ンストールされています。
◦ OEM ライセンスは SD カードにプレインストールされています。HX サーバを受け取っ
た後、SD カードのコンテンツを削除または上書きすると、出荷時にインストールされ
たライセンスも SD カードから削除されます。
◦ VMware の OEM ライセンス キーは、vCenter 6.0U1b で導入された新しい機能です。前
のバージョンの vCenter は、VMware OEM ライセンスをサポートしていません。
◦ プレインストールされた HX ノードはすべて同じ OEM ライセンス キーを共有します。
vSphere OEM キーを使用すると、「Usage」の数が「Capacity」の値を超えることができ
ます。
◦ [Add Host] ウィザードで vCenter に HX ホストを追加している間に、[Assign license] セク
ションに達する場合は、OEM ライセンスを選択してください。
実際の vSphere OEM ライセンス キーは難読化されています。例：
0N085-XXXXX-XXXXX-XXXXX-10LHH
◦ Standard、Essentials Plus、および ROBO エディションは、HyperFlex サーバにプレイン
ストールされていません。
• HyperFlex 付きの vSphere ライセンスを購入しなかった場合
HX ノードには、基本ライセンスがプレインストールされています。初期設定後、ライセン
スをサポート対象の vSphere のエディションに適用できます。
vSphere バージョン 5.5 U3 では、Enterprise または Enterprise Plus エディションのみのライセ
ンスを取得できます。
• Cisco から HyperFlex システムが付いていない VMware ライセンスを購入した場合
スペアの vSphere ライセンスを無料で入手するには、Cisco TAC にお問い合わせください。

必要なハードウェア
• サーバごとに少なくとも 2 本の 10-Gb Small Form-Factor Pluggable（SFP）ケーブル。
• FI コンソール ケーブル（CAB-CONSOLE-RJ45）は、一方の端に RJ-45 コネクタ、もう一方
の端に DB9 コネクタがあります。このケーブルがラップトップの RS-232 コンソールの接続
に使用されます。
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• 標準の電源コードには、電源モジュールとの接続側に IEC C13 コネクタが付いています。オ
プションのジャンパ電源コードには、電源モジュールとの接続側に IEC C13 コネクタ、IEC
C13 コンセントとの接続側に IEC C14 コネクタが付いています。
詳細については、『Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect Hardware Guide』を確認してくだ
さい。
• KVM ケーブルを使用して、HX シリーズ サーバをシステムに接続できます。このケーブル
には、DB9 シリアル コネクタ、モニタ用の VGA コネクタ、キーボードおよびマウス用の
デュアル USB 2.0 ポートが付いています。このケーブルを使用すると、システムで稼働する
オペレーティング システムや BIOS に直接接続できます。

（注）

このケーブルは、HX240c と Cisco UCS B200 M4 サーバの両方に使用すること
もできます。

ケーブルの詳細および発注情報については、『Cisco HyperFlex HX-series Install Guide』および『Cisco
UCS B200 M4 Hardware Guide』を参照してください。

ホスト要件
Cisco HyperFlex クラスタは、最小 3 つのコンバージド HX ノードで構成され、ストレージを追加
する必要がない場合はオプションでコンピューティング専用ノードを追加して計算能力を増やす
ことができます。HyperFlex HX クラスタ内の各サーバは、HX ノードと呼ばれます。ストレージ
クラスタを展開する前に、それぞれのノードに次の設定がインストールされて構成されているこ
とを確認してください。
注：詳細な仕様については、『HyperFlex Systems Hardware Install Guide』を参照してください。
• クラスタ内のすべてのサーバ（ノードまたはホスト）には、同じ VLAN ID が必要です。
• クラスタ内のすべてのサーバで、ストレージ クラスタ全体のすべての ESX サーバと同じ管
理者ログイン クレデンシャルを使用する必要があります。
• すべてのサーバで SSH が有効になっています。
• すべてのサーバに、DNS および NTP が設定されている必要があります。
• VMware vSphere がインストールされ設定されています。

ディスクの要件
ディスクの要件は、コンバージド ノードとコンピューティング専用ノード間で異なります。コン
ピューティング専用ノードは、単に CPU を増やす目的で追加されます。ソリッド ステート ディ
スク(SSD)のみが搭載されたサーバはすべてフラッシュ サーバです。SSD とハード ディスク ドラ
イブ（HDD）の両方が搭載されたサーバは、ハイブリッド サーバです。
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以下は、クラスタ内のすべてのディスクに適用されます。
• ストレージ クラスタ内のすべてのディスクには、同量のストレージ容量が必要です。スト
レージ クラスタ内のすべてのノードには、同数のディスクが必要です。
• すべての SSD は TRIM をサポートする必要があり、TRIM が有効になっている必要がありま
す。
• すべての HDD は、SATA または SAS タイプのいずれかです。ストレージ クラスタ内のすべ
ての SAS ディスクは、パススルー モードにする必要があります。
• ディスク パーティションは、SSD および HDD から削除する必要があります。パーティショ
ンが設定されたディスクは無視され、HX ストレージ クラスタに追加されません。
• オプションで、ディスク上の既存のデータを削除またはバックアップします。提供された
ディスク上の既存のデータはすべて上書きされます。

（注）

新規のファクトリ サーバは適切なディスク パーティションの設定で出荷され
ます。新規のファクトリ サーバからディスク パーティションを削除しないで
ください。

• 発注ツールにおいて、利用可能なディスクのみがサポートされます。
コンバージド ノード
次の表に示すディスクに加えて、すべてのコンバージド ノードには、ESX がインストールされた
ミラー設定で 2 つの 64 GB SD FlexFlash カードがあります。

（注）

サーバ上またはストレージ クラスタ全体でストレージ ディスクのタイプまたはサイズを混在
させることはサポートされていません。
• すべて HDD、すべて 3.8 TB SSD、またはすべて 960 GB SSD を使用します。
• ハイブリッド サーバではハイブリッド キャッシュ デバイスを使用し、すべてのフラッ
シュ サーバではすべてフラッシュ キャッシュ デバイスを使用します。
• キャッシュまたは永続ディスクを交換する際は、元のディスクと同じタイプとサイズを
常に使用します。
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ハウスキーピング

HXAF240C-M4SX

1 X 120 GB SATA SSD 1 X 400 GB SAS SSD 1 ～ 10 X 3.8 TB SATA SSD
（背面）
（前面）
UCS-SD38TBKS4-EV
UCS-SD120GBKS4-EV UCS-SD400G12S4-EP
または（SSD を混在させない
でください）

すべてフラッシュ

キャッシュ

Persistent

サーバとタイプ

1 ～ 10 X 960 GB SATA SS
UCS-SD960GBKS4-EV
すべてのノードで同じサイズ
と数量の SSD を使用する必要
があります。
（注）

HX240C-M4
Hybrid
HXAF220C-M4S
すべてフラッシュ

使用できるスロット
は 23 個あります
が、サポートされる
SSD の最大数は 10
です。

1 X 120 GB SATA SSD 1 X 1.6 TB SATA SSD 3 ～ 23 X 1.2 TB SAS HDD、
（背面）、
（前面）、
UCS-HD12TB10K12G
UCS-SD120GBKS4-EV UCS-SD16TB12S3-EP
1 X 120 GB SATA SSD 1 X 400 GB SAS SSD 1 ～ 6 X 3.8 TB SATA SSD、
（前面）、
（前面）、
UCS-SD38TBKS4-EV
UCS-SD120GBKS4-EV UCS-SD400G12S4-EP
または（SSD を混在させない
でください）
1 ～ 6 X 960 GB SATA SSD、
UCS-SD960GBKS4-EV
すべてのノードで同じサイズ
と数量の SSD を使用する必要
があります。

HX220C-M4
Hybrid

1 X 120 GB SATA SSD 1 X 480 GB SATA
1 ～ 6 X 1.2 TB SAS HDD、
（前面）、
SSD（前面）、
UCS-HD12TB10K12G
UCS-SD120GBKS4-EV UCS-SD480G12S3-EP

コンピューティング ノード
次の表に、コンピューティング機能でサポートされるコンピューティング ノード設定を示しま
す。コンピューティングノードのストレージは、ストレージクラスタのキャッシュまたは容量に
含まれていません。
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インストールの前提条件
ブラウザの推奨事項

サーバ

ESX サーバおよびサイズごとの最小要件

Cisco UCS B200

ESX インストールでのミラー設定において、2 X 64GB SD カード。
注：SD カードは、ESXi が SAN から起動される場合は必要ありませ
ん。

Cisco UCS C220

2 TB または 4 TB SAS ハード ディスク ドライブ（2 または 4 ドライブ
単位）。

Cisco UCS C240

2 TB、4 TB、または 6 TB SAS ハード ディスク ドライブ（2、6、また
は 12 ドライブ単位）。

ブラウザの推奨事項
HX Data Platform インストーラ
Cisco HX Data Platform インストーラを実行するには、次のいずれかのブラウザを使用します。こ
れらのブラウザはテストおよび承認済みです。
• Microsoft Internet Explorer 11.0 以降
• Google Chrome 52.0 以降

（注）

Chrome ブラウザで、vSphere Web クライアント 6.0 を使用しており、ブラウザ
に次のエラー メッセージが表示される場合：An internal error has
occured.Unable to load resource module... VMWare のサポート技術情報の記
事、「The vSphere Web Client 6.0 displays an internal error after upgrading to vSphere
6.0 when using vCenter Support Assistant 5.5 or any third party solutions (2112292)」
を参照してください。

HX Data Platform のプラグイン
HX プラグインは、vSphere で動作します。vSphere Web クライアントのブラウザ要件については、
https://www.vmware.com/support/pubs/ にある VMWare のマニュアルを参照してください。
Cisco UCS Manager
Cisco UCS Manager は、ブラウザで動作します。ブラウザで次のものがサポートされている必要が
あります。
• Java Runtime Environment 1.6 以降。
• 一部の機能には、Adobe Flash Player 10 以降が必要です。
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インストールの前提条件
必須のポート

Cisco UCS Manager に関するブラウザの最新情報については、最新の『Cisco UCS Manager Getting
Started Guide』を参照してください。

必須のポート
最低 2 つのポートが必要です。1 つはストレージ管理ネットワーク用で、もう 1 つはストレージ
データ ネットワーク用です。冗長性とフェールオーバーのために、ストレージ管理ネットワーク
とストレージ データ ネットワークにそれぞれ 2 つずつ、計 4 つのポートを装備することを強く推
奨します。
ネットワークがファイアウォールの背後にある場合は、ESXi および vCenter に対し標準の VMware
推奨のポートに加え、次のファイアウォール ポートが開いていることを確認します。
ポート番号

プロトコル

方向

ポート宛先

80

HTTP/TCP

着信

HX インストーラ

443

HTTPS /TCP

着信

HX インストーラ

2068

KVM/TCP

着信

Per ビューア

22

SSH /TCP

受信/送信

HX インストーラ

110（安全な POP POP3 /TCP
ポートは TCP 995
です）

受信/送信

143（安全な IMAP IMAP4 /TCP
ポートは TCP 993
です）

受信/送信

25

SMTP /TCP

発信

メール サーバ

53（外部ルック
アップ）

DNS /TCP/UDP

発信

DNS

123

NTP / UDP

発信

NTP

161

SNMP ポーリング 着信

SNMP

162

SNMP トラップ

発信

SNMP

902

UDP/TCP

受信/送信

vCenter

9443

HTTPS/TCP

受信/送信

vCenter
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インストールの前提条件
ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング

ポート番号
8089

ヒント

プロトコル

方向

ポート宛先

受信/送信

HX インストーラ

標準構成がなく、別のポート設定が必要な場合は、環境のカスタマイズについて、Table C-5
Port Literal Values を参照してください。

ファブリックインターコネクトのアップリンクのプロビ
ジョニング
HyperFlex クラスタを設定する前に、ネットワーク トラフィック管理を最適化するアップストリー
ム帯域幅容量を計画してください。これにより、コンポーネントで障害が発生したり、ネットワー
クが部分的に停止したりした場合でも、トラフィック フローを安定した状態に維持できます。

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
20

インストールの前提条件
ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング

デフォルトでは、「hx-vm-network」vSwitch は [active/active]に設定されています。これ以外のす
べての vSwitch は、[active/standby]に設定されています。
図 4：単一ホストの HyperFlex Data Platform 接続

デフォルトの vSwitch NIC チーミング ポリシーとフェールオーバー ポリシーを [yes]に設定しま
す。これにより、管理トラフィック、vMotion トラフィック、およびストレージ トラフィックの
すべてが、ローカルでファブリック インターコネクトに転送されるようになり、フローを安定し
た状態に維持できます。vNIC-a で障害が発生すると、ESXi がロード バランシングを計算し、す
べての仮想ポートを vNIC-b に再ピニングします。vNIC-a がオンライン状態に戻った時点で、再
びピニングが適用され、vNIC-a と vNIC-b の間で仮想ポートが元のように均等に分配されます。
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インストールの前提条件
ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング

これにより、Cisco UCSファブリック インターコネクトのアップストリームでの遅延と帯域幅使
用量が削減されることになります。
図 5：安定した状態のトラフィック フロー

1 つ以上のサーバ リンクで障害が発生して、たとえばホスト 1 がファブリック A との接続を失
い、ホスト 2 がファブリック B との接続を失ったとすると、トラフィックはアップストリーム ス
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インストールの前提条件
ネットワーク設定

イッチを経由することになります。したがって、アップリンク ネットワーク帯域幅の使用量が増
加するため、アップリンクの追加が必要になります。
図 6：リンク障害中のトラフィック フロー

（注）

FI から 2 つの異なるアップストリーム スイッチへのアップリンクがある状態のことを、FI で
の「Disjoint Layer 2」（DJL2）と呼びます。DJL2 を適切に導入する手順の詳細については、
このリンク先のページを参照してください。
DJL2 は、FI がエンド ホスト モードとなっているときに DJL2 が適切に設定されていないと発
生することが既知となっています。

ネットワーク設定
ベスト プラクティス
ネットワーク設定に関連するベスト プラクティスを次に示します。
• 図 5 に示すように、次の各ネットワークにはそれぞれ個別のサブネットと VLAN を使用しま
す。
• 各ホストは、10 Gbps ケーブルを使用して Cisco UCSファブリック インターコネクトに直接
接続する必要があります。
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インストールの前提条件
ネットワーク設定

• 特に Disjoint Layer 2 設定が使用されている場合は、ネットワークの問題を引き起こす可能性
があるため、デフォルト VLAN である VLAN 1 は使用しないでください。VLAN 1 以外の異
なる VLAN を使用してください。
• インストーラは、デフォルトでVLANを非ネイティブとして設定します。非ネイティブVLAN
に対応するようにアップストリーム スイッチを設定してください。
各 ESXi ホストには、次の個別のネットワークが必要です。
• 管理トラフィック ネットワーク：vCenter から、ハイパーバイザ（ESX サーバ）の管理、お
よびストレージ クラスタの管理を処理します。
• データ トラフィック ネットワーク：ハイパーバイザとストレージのデータ トラフィックを
処理します。
• vMotion ネットワーク
• VM ネットワーク
4 つの vSwitch があり、それぞれ異なるネットワークを伝送します。
• vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理、ストレージ コントローラ管理に使用されます。
• vswitch hx-storage-data：ESXi ストレージ データ、および HX データ プラットフォームの複製
に使用されます。
これら 2 つの vSwitch は、さらに 2 つのポート グループに分割され、ストレージ クラスタと
ESXi ホスト間のトラフィックを処理するための静的 IP アドレスが割り当てられます。
• vswitch hx-vmotion：VM およびストレージ vMotion に使用されます。
この vSwitch には管理用に 1 つのポート グループがあり、vCenter クラスタ内のすべてのホス
トに接続する vSphere を介して定義されます。
• vswitch hx-vm-network：VM データ トラフィックに使用されます。
Cisco UCS Manager で対応する vNIC テンプレートに VLAN を追加または削除することがで
きます。手順の詳細については、「Managing VLANs in Cisco UCS Manager」および「Managing
vNIC templates in Cisco UCS Manager」を参照してください。vSwitch でポート グループを作
成するには、「Adding Virtual Port Groups to VMware Standard vSwitch」を参照してください。

（注）

1 Cisco HX データ プラットフォームインストーラは、自動的に vSwitch を作成します。
2 HX ストレージ クラスタの作成後に、vSphere の次のサービスを有効にする必要がありま
す。
• DRS
• VMotion
• ハイ アベイラビリティ
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インストールの前提条件
VLAN および vSwitch の要件

VLAN および vSwitch の要件
少なくとも 3 つの VLAN ID を提供します。すべての VLAN は、インストール時にファブリック
インターコネクトで記録され、設定される必要があります。
説明

VLAN Type
（注）

次の各ネットワークに必ず個別のサブネットと VLAN を使用してくださ
い。

VLAN ESXi および HyperFlex 管理トラフィック VLAN 名：hx-inband-mgmt
VLAN ID
VLAN HyperFlex ストレージ トラフィック

VLAN 名：hx-storage-data
VLAN ID

VLAN VM vMotion

VLAN 名：hx-vmotion
VLAN ID

VLAN VM データ

ユーザ定義です。

IP ブロック

KVM IP プール。ホストごとに 1 つの IP アドレ
ス。

サブネット マスク

例：255.255.0.0

デフォルト ゲートウェイ

例：10.193.0.1

外部スイッチ VLAN タギング（EST）を使用する VLAN タギングと vSwitch の設定は、UCS Manager
プロファイルを使用して適用されます。HX Data Platform インストーラを使用すると、このプロセ
スが単純化されます。

（注）

• 特に Disjoint Layer 2 設定が使用されている場合は、ネットワークの問題を引き起こす可
能性があるため、デフォルト VLAN である VLAN 1 は使用しないでください。ネットワー
クのベスト プラクティスごとに、VLAN 1 以外の異なる VLAN を使用してください。
• インストーラは、デフォルトで VLAN を非ネイティブとして設定します。非ネイティブ
VLAN に対応するようにアップストリーム スイッチを設定してください。
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インストールの前提条件
Cisco UCS の要件

Cisco UCS の要件
プロンプトが表示されたら、UCS ファブリック インターコネクトおよび UCS Manager に関してリ
ストされているコンテンツを提示します。
Cisco UCS ファブリック インターコネクトの要件
FI の要素

提示するコンテンツ

アップリンク スイッチ モデル

スイッチ タイプと接続タイプを指定します
（SFP + Twin Ax/光）

ファブリック インターコネクト クラスタの IP IP アドレス
アドレス
FI-A IP アドレス

IP アドレス

FI-B IP アドレス

IP アドレス

MAC アドレス プール

00:00:00: MAC アドレス プール チェック済み

IP ブロック

KVM IP プール。最低 4 つの IP アドレス。

サブネット マスク

例：255.255.0.0

デフォルト ゲートウェイ

例：10.193.0.1

Cisco UCS Manager の要件
UCS Manager の要素

提示するコンテンツ

UCS Manager のホスト名

ホスト名または IP アドレス

管理者ユーザ名

username@domain

管理者パスワード

password

ハイパーバイザ要件
vCenter クラスタ経由でストレージ管理ネットワークまたはストレージ データ ネットワーク上の
ESX サーバに使用可能なアドレス範囲から IP アドレスを入力します。すべてのネットワーク ア
ドレスに静的 IP アドレスを割り当てます。
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インストールの前提条件
ストレージ クラスタ要件

（注）

- データ ネットワークと管理ネットワークは異なるサブネット上になければなりません。
IP アドレスは、ストレージ クラスタの作成後は変更できません。テクニカル アシスタンス セ
ンターに問い合わせてください。
単独では必要ありませんが、DNS 名を指定する場合は、IP アドレスの正逆方向の DNS ルック
アップを有効にします。
- インストーラの IP アドレスは、ハイパーバイザとストレージ コントローラ VM で使用され
る管理サブネットから到達可能である必要があります。インストーラ アプライアンスは、ESXi
ホスト上か、またはインストールされるクラスタの一部ではない VMware ワークステーション
上で稼働する必要があります。
管理ネットワークの IP アドレス

データ ネットワークの IP アドレス

ハイパーバイザ

ストレージ コントロー ハイパーバイザ
ラ

ストレージ コントロー
ラ

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

<IP アドレス>

VLAN タグ

VLAN_ID

VLAN タグ

VLAN_ID

サブネット マスク

サブネット マスク

デフォルト ゲートウェ
イ

デフォルト ゲートウェ
イ
インストーラ アプライアンスの IP アドレス

<IP アドレス>

<IP アドレス>

ストレージ クラスタ要件
ストレージ クラスタは、Cisco HX Data Platform のコンポーネントです。このコンポーネントはス
トレージの複雑さを軽減するために、vSphere Web クライアントで簡単にプロビジョニングできる
単一のデータストアを提供します。ストレージ クラスタ内のすべてのサーバにおいて、データが
ディスク全体に配布され、すべてのコントローラ リソースの活用と高可用性を実現します。
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インストールの前提条件
ストレージ クラスタ要件

ストレージ クラスタは、関連する vCenter クラスタには依存しません。vCenter クラスタにある
ESX ホストを使用して、ストレージ クラスタを作成します。
次のパラメータを指定してストレージ クラスタを定義します。
ストレージ クラスタ
ストレージ クラスタ名

<name>
クラスタの名前を指定します。

ストレージ クラスタ管理 IP アドレス

<IP アドレス>
これによって、各 ESX ホストにストレージ管
理ネットワーク アクセスが提供されます。IP
アドレスは、ノードの管理 IP アドレスと同じ
サブネット上にある必要があります。
これらの IP アドレスは、4 つの IP アドレスに
加えて、シスコが（[Hypervisor] セクションの）
各ノードに割り当てます。
クラスタ管理 IP が同じサブネット上の別のク
ラスタと最後のオクテットを共有することを許
可しないでください。

ストレージ クラスタ データ IP アドレス

IP アドレス
これによって、各 ESX ホストにストレージ デー
タ ネットワークおよびストレージ コントロー
ラ VM ネットワーク アクセスが提供されます。
同じ IP アドレスをクラスタ内のすべての ESX
ノードに適用する必要があります

レプリケーション ファクタ

<数字 - 2 または 3>
HX Data Platform で保持する冗長データの複製
の数を設定します。これはクラスタ アクセス
ポリシーと統合されます。
レプリケーション係数は、ストレージ クラスタ
の作成後は変更できません。ただし、クラスタ
アクセス ポリシーは、ストレージ クラスタを
導入した後でも変更できます。詳細について
は、『Cisco HX Data Platform Administration
Guide』を参照してください。
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インストールの前提条件
vCenter 設定の要件

vCenter 設定の要件
vCenter に管理者レベル アカウントとパスワードを指定します。既存の vCenter サーバがあり、次
の vSphere サービスが動作していることを確認してください。
• ダイナミック リソース スケジューラ（DRS）が有効になっている。HX Data Platform のアッ
プグレードに必要です。
• VMotion
• 高可用性（HA）が有効になっている。フェールオーバーの容量およびデータストア ハート
ビートの拡張を定義するために必要です。
• ユーザ VM はバージョン 9 以降でなければなりません。HX Data Platform のネイティブ スナッ
プショットと ReadyClone を使用するために必要です。
vCenter の設定
vCenter サーバ

http://<IP アドレス> を指定します。
現在の vCenter サーバの Web アドレスを入力し
ます。

管理者ユーザ名

username@domain

管理者パスワード

password

データセンター名

vCenter データセンター名が必要です。

クラスタ名

vCenter クラスタ名が必要です。クラスタには、
少なくとも 3 つの ESX サーバが含まれます。

システム サービス要件
次のネットワーク接続とサービスは、HXDP をインストールする前に、vSphere 環境で動作してい
て到達可能である必要があります。
• DNS サーバ
• NTP サーバ
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インストールの前提条件
システム サービス要件

（注）

• ストレージ クラスタを設定する前に、NTP サーバが動作していて、信頼
できる時間のソースを提供していることを手動で確認します。
• コンバージド ノード、コンピューティング ノード双方のすべてのノード
とすべてのストレージ コントローラ VM に同じ NTP サーバを使用する必
要があります。
• NTP サーバは安定していて、（クラスタの有効期間に対し）継続性があ
り、静的 IP アドレスから到達可能である必要があります。

• タイムゾーン
ネットワーク サービス
DNS サーバ

<IP アドレス>
これは、Cisco HXDP のインストール時にホスト名を使用する場合に
必要です。HX データ プラットフォーム インストーラは、これらの
DNS サーバを使用してホスト名を IP アドレスと照合します。
DNS サーバがない場合は、HX データ プラットフォーム インストー
ラの [Cluster Configuration] ページのいずれのフィールドにもホスト名
を入力しないでください。IP アドレスのみを使用します

NTP サーバ

<IP アドレス>
NTP サーバの静的 IP アドレスは、すべての HX データ プラットフォー
ムのインストールに必要です。NTP サーバは、ストレージ コントロー
ラ VM および ESX ホスト上で動作するサービス間のクロック同期に
使用されます。
インストール時に、この情報はすべてのストレージ コントローラ VM
および対応するホストに伝搬されます。サーバは、ストレージ クラス
タの起動時に自動的に同期されます

タイムゾーン

<利用するタイムゾーン>
ストレージ コントローラ VM のタイムゾーンを選択します。スケ
ジュールされたスナップショットをいつ取得するかを決定するために
使用されます。すべての VM を同じタイムゾーンにする必要がありま
す。
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コントローラ VM 用 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 に不可欠の機能を提供するた
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
れていても、コントローラ VM には必要最小限の CPU リソースが確保されます。以下の表に、ス
トレージ コントローラ VM 用 CPU リソース予約の詳細を記載します。
表 1：コントローラ VM 用 CPU 予約

vCPU 数

共有

予約

制限

8

低

10800 MHz

無制限

コントローラ VM 用メモリ リソース予約
ストレージ コントローラ VM は Cisco HX Distributed Data Platform に不可欠の機能を提供するた
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
費されていても、コントローラ VM には必要最小限のメモリ リソースが確保されます。以下の表
に、ストレージ コントローラ VM 用メモリ リソース予約の詳細を記載します。
表 2：コントローラ VM 用メモリ予約

サーバ モデル

ゲスト メモリの量

全ゲスト メモリに対する予約

HX220c-M4S および

48 GB

はい

72 GB

はい

HXAF220C-M4S
HX240c-M4SX および
HXAF240C-M4SX

• 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。
• C240 M4 ラック サーバは 2 ラック ユニット（2RU）フォーム ファクタで卓越した拡張性と
パフォーマンスを発揮します。
• C220 M4 サーバは、1 ラック ユニット（1RU）フォーム ファクタで拡張性を実現します。
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Auto Supportの要件
Auto Supportは、HX Data Platform を通じて提供されるアラート通知サービスです。Auto Supportを
有効にすると、メッセージが HX データ プラットフォームから指定した電子メール アドレスに送
信されます。このサービスでは、ログ ファイルを送信する個人の電子メール アドレス リストを
入力することができます。実装するには、次の情報が必要です。
Auto Support
チェックボックスをクリックします

EnableAuto Support

これにより、リアルタイムで問題をトラブル
シューティングするために、サポート用の電子
メールがログ バンドルとともに自動で送信され
ます。
<IP アドレス>

SMTP サーバ

すべてのストレージ コントローラ VM の IP ア
ドレスから送信された電子メールを処理するた
めのメール サーバの IP アドレス。
<username@domain.com>

メール送信者

通知の送信時に使用する電子メール。

（注）

Auto Supportは、ノードのドライブ障害などのハードウェア問題が発生した際の診断に役立つ
ハードウェア カウンタの履歴を提供するため、有効にすることを強く推奨します。

シングル サインオンの要件
SSO URL は、vCenter から提供されます。この URL にコントローラ VM から直接到達できない場
合は、[Installer Advanced Settings]を使用して場所を明示的に設定します。
シングル サインオン（SSO）
SSO サーバ URL

SSO URL は、vCenter の [vCenter Server] > [Manage] > [Advanced
Settings]にある config.vpxd.sso.sts.uri キーで確認できます。
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第

4

章

CiscoHyperFlexシステムサーバのインストー
ル
この章では、Cisco HyperFlex システムの物理コンポーネントをインストールする方法について説
明します。
• Cisco HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング, 34 ページ
• ファブリック インターコネクトの設定, 34 ページ
• ファブリック インターコネクトへの HX シリーズ サーバの接続の概要, 40 ページ
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Cisco HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキン
グ
図に示されたタスクを完了します。スタートアップ ガイドの関連する章を参照してください。
図 7：Cisco HX シリーズ サーバの設置および事前設定されたシステムの設定ワークフロー

ラックへの Cisco HyperFlex システムのハードウェアの設置
Cisco HX シリーズ サーバには、クラスタ内に 3 ～ 8 台の HX220c サーバ、または 3 ～ 8 台の
HX240c サーバ、あるいは最大 4 台の Cisco UCS B200/C240/C220 サーバと 3 ～ 8 台の HX240c サー
バのハイブリッドが含まれています。
HX220c および HX240c サーバの設置手順については、『HX-series Server Installation Guide』を参
照してください
Cisco UCSB200 サーバの設置手順については、『Installing a Blade Server Guide』を参照してくださ
い。
Cisco UCSC240 サーバの設置手順については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/
ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4.html を参照してください。
Cisco UCSC220 サーバの設置手順については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/
ucs/c/hw/C220/install/C220/install.html を参照してください。
ラックにハードウェアを設置した後、このガイドに戻り、後続のインストールおよび設定手順へ
進みます。

ファブリック インターコネクトの設定
高い可用性のために FI クラスタを作成するには、ファブリック インターコネクト（FI）の冗長ペ
アを構成します。イーサネット ケーブルを使用して、2 つの FI を L1 と L2 のハイ アベイラビリ
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ティ ポート間で直接接続する必要があります。ファブリック インターコネクト A のポート L1 は
ファブリック インターコネクト B の L1 に接続し、ファブリック インターコネクト A のポート
L2 はファブリック インターコネクト B の L2 に接続します。これにより、両方の FI がお互いの
ステータスを継続的にモニタできます。
FI を接続するときは、次の情報を入手し、確認する必要があります。
項目

説明

FI の物理的な接続の確認

• 第 1 FI のコンソール ポートが、コンピュータまた
はコンソール サーバに物理的に接続されている。
• 管理イーサネットポート（mgmt0）が外部のハブ、
スイッチ、またはルータに接続されている
• 両方の FI の L1 ポートが互いに直接接続されてい
る。
• 両方の FI の L2 ポートが互いに直接接続されてい
る。

コンピュータ端末でのコンソール ポー
ト パラメータの確認

• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット

初期設定の情報の取得

初期設定に関する次の情報を収集します。
• システム名
• admin アカウントのパスワード
• 3 つの静的 IP アドレス
• 3 つの静的 IP アドレスのサブネット マスク
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
• DNS サーバの IP アドレス
• システムのドメイン名

両方のファブリック インターコネクトで、同じセットアップ プロセスを実施する必要がありま
す。プライマリ FI を設定し、クラスタ構成に対して有効にする必要があります。次に、同じプロ
セスを使用してセカンダリ FI を設定すると、最初のファブリック インターコネクトがピアとして
検出されます。
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プライマリ ファブリック インターコネクトの設定
設定を始める前に、同じサブネットで次の 3 つの IP アドレスを指定する必要があります。
• FI A の管理ポート IP アドレス
• FI B の管理ポート IP アドレス
• クラスタの IP アドレス
次のように GUI を使用してプライマリ ファブリック インターコネクトを設定します。

ステップ 1

コンソール ポートに接続します。詳細については、『Cisco 6200 Series Fabric Interconnect Hardware Installation
guide』を参照してください。『Cisco 6200 Series Fabric Interconnect Hardware Installation guide』

ステップ 2

FI の電源を入れます。FI が起動すると、電源投入時セルフテストのメッセージが表示されます。

ステップ 3

インストール方式プロンプトに「gui」と入力します。

ステップ 4

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 サブネット マスクまたは IPv6 プレフィックス。
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アド
レス。

ステップ 5

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに移動しま
す。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup]を選択します。

ステップ 7

[Express Setup] ページで [Initial Setup]を選択し、[Submit] をクリックします。

ステップ 8

[Cluster and Fabric Setup]領域で、以下の操作を行います。
1 [Enable Clustering] オプションをクリックします。
2 [Fabric Setup] オプションに対して [Fabric A] を選択します。
3 [Cluster IP Address] フィールドに、Cisco UCS Manager で使用する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを
入力します。

ステップ 9

[System Setup]領域で、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[System Name]フィールド

Cisco UCS ドメインに割り当てる名前。

[Admin Password]フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウ
ントに使用されるパスワード。
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フィールド

説明

[Confirm Admin Password]フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウ
ントに使用されるパスワード。

[Mgmt IP Address]フィールド

FI 上の管理ポートの静的 IP アドレス。

[Mgmt IP Netmask]フィールド

FI 上の管理ポートの IP サブネット マスク。

[Default Gateway]フィールド

FI 上の管理ポートに割り当てられるデフォルト ゲー
トウェイの IP アドレス。

[DNS Server IP]フィールド

FI 上の管理ポートに割り当てられる DNS サーバの
IP アドレス。

[Domain name]フィールド

FI が常駐するドメインの名前。

ステップ 10 [Submit]をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。

セカンダリ ファブリック インターコネクトの設定
第 2 FI のコンソール ポートが、コンピュータまたはコンソール サーバに物理的に接続されている
ことを確認します。また、前に設定した第 1 FI の管理者アカウントのパスワードを把握している
必要があります。

ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

FI の電源を入れます。FI が起動すると、power

ステップ 3

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 4

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。

on the self-test

というメッセージが表示されます。

• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 サブネット マスクまたは IPv6 プレフィックス。
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アド
レス。
注：セットアップ中に、両方の FI に同じ管理インターフェイス アドレスのタイプが割り当てられる必要
があります。
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ステップ 5

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに移動しま
す。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup]を選択します。

ステップ 7

[Express Setup] ページで [Initial Setup]を選択し、[Submit] をクリックします。
ファブリック インターコネクトは、第 1 ファブリック インターコネクトの設定情報を検出します。

ステップ 8

[Cluster and Fabric Setup]領域で、以下の操作を行います。
a) [Enable Clustering]オプションを選択します。
b) [Fabric Setup]オプションに対して [Fabric B] が選択されていることを確認します。

ステップ 9

[System Setup]領域の [Admin Password of Master]フィールドに管理者アカウントのパスワードを入力しま
す。[Manager Initial Setup]領域が表示されます。

ステップ 10 [Manager Initial Setup]領域で表示されるフィールドは、第 1 FI を IPv4 または IPv6 のどちらの管理アドレス
で設定したかによって異なります。次のように、設定に適したフィールドに入力します。
フィールド

説明

[Peer FI is IPv4 Cluster enabled.Please provide local FI
Mgmt0 IPv4 address]フィールド

ローカル FI の Mgmt0 インターフェイスの IPv4 ア
ドレスを入力します。

[Peer FI is IPv6 Cluster enabled.Please provide local FI
Mgmt0 IPv6 address]フィールド

ローカル FI の Mgmt0 インターフェイスの IPv6 ア
ドレスを入力します。

ステップ 11 [Submit]をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。

ファブリック インターコネクト設定の確認
両方のファブリック インターコネクトの設定が確実に行われていることを確認するために、SSH
を使用してファブリック インターコネクトにログインしたり、CLI を使用してクラスタの状態を
確認したりすることができます。
クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを使用します。
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コマンド

目的

出力の例

show cluster state

ハイ アベイラビリティ クラス
タの両方のファブリック イン
ターコネクトの動作状態および
リーダーシップ ロールを表示
します。

次の例の表示では、両方のファ
ブリック インターコネクトが
Up 状態、HA が Ready 状態、
ファブリック インターコネク
ト A がプライマリ ロール、
ファブリック インターコネク
ト B が従属ロールです。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id:
0x4432f72a371511de-0xb97c000de1b1ada4
A: UP, PRIMARY
B: UP,
SUBORDINATE HA READY

show cluster extended-state

クラスタの状態を詳細に表示し 次に、クラスタの状態を詳細に
ます。通常は問題をトラブル 表示する例を示します。
show cluster
シューティングする場合に使用 UCSC#
extended-state
0x2e95deacbd0f11e2-0x8ff35147e84f3de2Start
します。
time: Thu May 16 06:54:22
2013Last election time: Thu
May 16 16:29:28 2015System
Management
Viewing the Cluster State
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
A: memb state UP, lead state
PRIMARY, mgmt services
state: UP
B: memb state UP, lead state
SUBORDINATE,
mgmt services state: UP
heartbeat state PRIMARY_OK
HA READY
Detailed state of the device
selected for HA quorum data:
Device 1007, serial:
a66b4c20-8692-11df-bd63-1b72ef3ac801,
state: active
Device 1010, serial:
00e3e6d0-8693-11df-9e10-0f4428357744,
state: active
Device 1012, serial:
1d8922c8-8693-11df-9133-89fa154e3fa1,
state: active
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ファブリック インターコネクトへの HX シリーズ サーバ
の接続の概要
Cisco HX220c および HX240c サーバはファブリック インターコネクトに直接接続します。直接接
続することで、Cisco UCS Managerは管理トラフィックとデータ トラフィックの両方に対し、1 つ
のケーブルを使用して HX シリーズ サーバを管理できます。

（注）

サーバを FI に接続した後に、サーバが検出された場合は、UCS Manager 設定フォームを使用
して、Cisco UCS Managerで使用可能な C シリーズ ソフトウェア バンドルを更新します。
直接接続モードを使用する場合は、Cisco UCS のすべての管理対象アダプタをファブリック イン
ターコネクトのサーバ ポートに接続する必要があります。「要件」の章に記載されているよう
に、HX サーバに推奨されるファームウェアがあることを確認します。ない場合は、UCS Manager
を使用してファームウェアを更新します。
設定の制限事項については、シスコの Web サイトで『UCS Manager GUI Configuration Guide, Release
2.2』のドキュメントを参照してください。

HX シリーズ サーバとファブリック インターコネクトの接続
このトピックでは、HX ストレージ クラスタを作成または追加するためにコンバージド ノードを
物理的に追加する方法について説明します。

はじめる前に

重要

Cisco UCS Manager と統合するには、サーバの CIMC が工場出荷時の設定に設定されているこ
とを確認してください。
• サーバを接続する前に、Cisco VIC 1227 が Cisco UCS Managerとの統合用の c240 スロット 2
および c220 ライザ 1 スロット 1 に装着されていることを確認します。カードが正しいスロッ
トに装着されていないと、サーバの直接接続管理を有効にできません。
• サーバ ポートとしてのポートの設定に進む前に、FI へのサーバの物理配線が完了しているこ
とを確認します。

ステップ 1

Cisco HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング, （34 ページ）で説明されているように、ラッ
クにサーバを取り付けます。

ステップ 2

次に記載されている手順に従って、FI にサーバ ポートを設定します。
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a) サーバ上の一方のポートから 10-Gb SFP+ ケーブルを FI A に接続します。FI A の任意のポートを使用
できますが、サーバ トラフィックに対応可能なポートでなければなりません。
必ず、VIC から 1 本のケーブルを 1 つのカード用の FI に接続します。同じ FI で両方のポートを接続す
ることはできません。
b) そのポートをサーバ ポートとして FI-A で設定します。詳細な手順については、『Cisco UCS Manager
Network Management Guide』の「Configuring Port Modes for a 6248 Fabric Interconnect」の項を参照し
てください。
c) サーバ上のもう一方のポートから 10-Gb SFP+ ケーブルを FI B に接続します。FI B の任意のポートを
使用できますが、サーバ トラフィックに対応可能なポートでなければなりません。
（注）
アップリンクで SFP+ タイプを混在使用しないでください。混在させると、「Discovery
Failed」というエラーが発生します。
d) そのポートをサーバ ポートとして FI-B で設定します。詳細な手順については、『Cisco UCS Manager
Network Management Guide』の「Configuring Port Modes for a 6248 Fabric Interconnect」の項を参照し
てください。
ステップ 3

電源コードをノードの各電源装置に接続し、次に接地された AC 電源コンセントに電源コードを接続しま
す。初めての起動時には、ノードがスタンバイ電源で起動するまでに約 2 分かかります。
1 サーバは、電源が入ると FI によって検出されます。ノード検出は、UCS Manager でモニタリ
（注）
ングできます。
2 ノードの電源ステータスは、前面パネルのノードの電源ステータス LED で確認できます。
LED がオレンジの場合、ノードはスタンバイ電源モードです。

ステップ 4

ステップ 1 ～ 4 を繰り返し、HyperFlex ストレージ クラスタの残りの HX シリーズ サーバを接続します。
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物理的な接続の図
次の図に、直接接続モードでの HX シリーズ サーバとCisco UCS Managerの統合のための配線設定
を示します。金色で示されたパスでは、管理トラフィックとデータ トラフィックの両方が伝送さ
れます。
図 8：直接接続の配線設定

1

Cisco UCS 6248 シリーズ FI（ファブリック A） 3

HX シリーズ サーバ

2

Cisco UCS 6248 シリーズ FI（ファブリック B） 4

サポート対象の mLOM スロット内の
Cisco UCS VIC 1227

UCS コンピューティング専用サーバとファブリックインターコネクト
の接続
このトピックでは、HX ストレージ クラスタに追加するコンピューティング専用ノードを物理的
に追加する方法について説明します。

（注）

HyperFlex ストレージ クラスタが作成されて設定された後、すべての コンピューティング専用
ノードが HyperFlex クラスタに接続されます。
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

HX ストレージ クラスタがすでに作成
されていることを確認します。

ステップ 2

コンピューティング ノードとなる HX UCS サーバの物理的な設置についての参照先は以下のとおりで
サーバを接続します。手順について す。
は、リストされているマニュアルを参
• Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバの場合は、http://
照してください。
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/
blade-servers/B200M4/B200M4_chapter_010.htmlを参照してく
ださい。
• Cisco UCS C240 M4 ブレード サーバの場合は、http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/
C240M4/install/C240M4/install.htmlを参照してください。
• Cisco UCS C220 M4 ブレード サーバの場合は、http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/
HX_series/HX220c_M4/HX220c/install.htmlを参照してくださ
い。

ステップ 3

HX 展開クラスタ ワークフローを実行 コンピューティング ノードを追加するには、展開クラスタ ワー
します。
クフローを使用します。 Cisco HyperFlex システム クラスタへの
コンピューティング専用ノードの追加, （91 ページ）を参照し
てください。
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第

5

章

Cisco HyperFlex システムの設定
この章では、Cisco HyperFlex システムのコンポーネントを設定する方法について説明します。
• HX データ プラットフォーム インストーラ OVA の展開, 45 ページ
• Cisco HX220c および B200 M4 ホスト用のリモート Syslog の設定, 50 ページ
• Cisco HX データ プラットフォームの導入, 51 ページ
• HyperFlex クラスタの作成に関する考慮事項, 61 ページ

HX データ プラットフォーム インストーラ OVA の展開
ESX サーバで、HX データ プラットフォーム インストーラを展開します。HX データ プラット
フォーム インストーラは、ESX サーバと、VMware ワークステーション、VMware Fusion、また
は仮想ボックスに展開できます。
次の手順は、vSphere クライアントを使用した例です。

（注）

ステップ 1

Cisco HX ストレージ クラスタのノードとなる ESX サーバには、HX データ プラットフォーム
インストーラを展開しないでください。

HX データ プラットフォーム インストーラ OVA を検索してダウンロードします。
a) ブラウザから、シスコのダウンロードの場所に移動します。プロンプトが表示されたらログイン クレ
デンシャルを指定します。
b) HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタに使用されるストレージ管理ネットワーク上のノー
ドに HX データ プラットフォーム インストーラをダウンロードします。
https://<Cisco_path>/Cisco-HX-Data-Platform-Installer-<version>.ova

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
45

Cisco HyperFlex システムの設定
HX データ プラットフォーム インストーラ OVA の展開

ステップ 2

VMware ハイパーバイザを使用して、HX データ プラットフォーム インストーラを展開します。インス
トーラの展開後、HX データ プラットフォーム インストーラの仮想マシンが作成されます。
vSphere はシステム要件であり、vSphere シック クライアント、vSphere クライアント、またはシン クライ
アント、vSphere Web クライアントを使用できます。HX データ プラットフォーム インストーラの展開に
は、VMware ワークステーション、VMware Fusion、または仮想ボックスを使用することもできます。
a) vSphere、VirtualBox、ワークステーション、または Fusion などの仮想マシン ハイパーバイザを開きま
す。
b) HX データ プラットフォーム インストーラを展開するノードを選択し、[Deploy OVF Template] を開始
します。次に例を示します。
• vSphere（シック）クライアントの使用：インベントリ リストを展開し、ホストを選択します。
[File] > [Deploy OVF Template]の順に選択します。
• vSphere Web（シン）クライアントの使用：[vCenter Inventory Lists] > [Hosts] > [host] > [Deploy OVF
Template]の順に選択します。
c) HX データ プラットフォーム インストーラがどこにあるかを選択します。デフォルトを受け入れます。
適切なネットワークを選択します。
d) HX データ プラットフォーム インストーラ VM で使用するための静的 IP アドレスを入力します。これ
は、DHCP がネットワークに設定されていても必要です。これには、HX データ プラットフォーム イ
ンストーラ VM のホスト名、デフォルト ゲートウェイ、IP アドレス、ネットマスクを含めることがで
きます。
HX データ プラットフォーム インストーラの仮想マシンに静的 IP アドレスを割り当てます。
これは、HX データ プラットフォーム インストーラ VM の IP アドレスです。この IP アドレスは、HX
データ プラットフォーム インストーラを実行して、HX データ プラットフォームをインストールし、
HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタを作成するために必要です。
ハイパーバイザ ウィザードが、新しい VM に IP アドレスを割り当てるためにデフォルトで DHCP に
設定されている場合は、「静的 IP アドレスによる HX データ プラットフォーム インストーラ OVA の
展開」の手順を完了させ、静的 IP アドレスを使用して HX データ プラットフォーム インストーラ VM
をインストールします。DNS はインストーラ VM から到達可能である必要があります。
e) [Finish]をクリックします。HX データ プラットフォーム インストーラ VM が vSphere インフラストラ
クチャに追加されるまで待機します。

ステップ 3

仮想マシンのリストに移動して、HX データ プラットフォーム インストーラ VM を検索して、電源を入
れます。
HX データ プラットフォーム インストーラの仮想マシンの推奨設定は、3 つの vCPU と 4 GB のメモリで
す。これらの設定を小さくすると、CPU の使用率が 100% になり、ホストへのスパイクが発生する可能性
があります。

ステップ 4

HX データ プラットフォーム インストーラの仮想マシン コンソールを開きます。
初期のコンソール ディスプレイには、HX データ プラットフォーム インストーラ VM の IP アドレスがリ
ストされます。
Data Platform Installer.
*******************************************
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You can start the installation by visiting
the following URL:
http://192.168.10.210
*******************************************
Cisco-HX-Data-Platform-Installer login:

ステップ 5

表示される URL をメモします。
（注）
この例では、URL は http://192.168.10.210 です。この URL を使用して、HX データ プラットフォー
ム インストーラにログインします。

静的 IP アドレスによる HX データ プラットフォーム インストーラ OVA
の展開
ハイパーバイザ ウィザードが、新しい VM に IP アドレスを割り当てるためにデフォルトで DHCP
に設定されている場合は、次の手順を完了させます。

ステップ 1

VMware OVF Tool 4.1 以降を、HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタに使用されるストレージ
管理ネットワーク上のノードにインストールします。VMware のマニュアルを参照してください。

ステップ 2

HX データ プラットフォーム インストーラ OVA を検索してダウンロードします。
a) ブラウザから、シスコのダウンロードの場所に移動します。プロンプトが表示されたらログイン クレ
デンシャルを指定します。
https://<Cisco_path>/Cisco-HX-Data-Platform-Installer-<version>.ova

b) 手順 1 のノードに HX Data Platform インストーラ OVA をダウンロードします。
ステップ 3

コマンドを使用して、ダウンロードした HX データ プラットフォーム インストーラ OVA を展開
します。次に例を示します。
ovftool

root@server:/tmp/test_ova# ovftool --noSSLVerify --diskMode=thin
--acceptAllEulas=true --powerOn --skipManifestCheck --X:injectOvfEnv
--datastore=qa-048-ssd1 --name=rfsi_static_test1 --network='VM Network'
--prop:hx.gateway.Cisco_HX_Installer_Appliance=10.64.8.1
--prop:hx.DNS.Cisco_HX_Installer_Appliance=10.64.1.8
--prop:hx.ip0.Cisco_HX_Installer_Appliance=10.64.8.36
--prop:hx.netmask0.Cisco_HX_Installer_Appliance=255.255.248.0
/opt/ovf/rfsi_test/Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v1.7.1-14786.ova
vi://root:password@esx_server

このコマンドでは、HX データ プラットフォーム インストーラが展開され、HX データ プラットフォーム
インストーラ VM の電源が入り、最初の起動時に指定された静的 IP アドレスが設定されます。 以下は処
理応答の例です。
Opening OVA source:
/opt/ovf/rfsi_test/Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v1.7.1-14786.ova
Opening VI target: vi://root@esx_server:443/
Deploying to VI: vi://root@esx_server:443/
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Transfer Completed
Powering on VM: rfsi_static_test
Task Completed
Completed successfully

DNS はインストーラ VM から到達可能である必要があります。静的 IP アドレスが正常に設定されるため
に必要なコマンド オプションは以下のとおりです。
コマンド

説明

powerOn

HX データ プラットフォーム インストーラ VM
の展開後に電源を投入します。

X:injectOvfEnv

HX データ プラットフォーム インストーラ VM
にスタティック IP のプロパティを挿入します。

prop:hx.gateway.Cisco_HX_Installer_Appliance=10.64.8.1. 適切なゲートウェイ IP アドレスを指定します。
prop:hx.DNS.Cisco_HX_Installer_Appliance=10.64.1.8.

適切な DNS IP アドレスを指定します。

prop:hx.ip0.Cisco_HX_Installer_Appliance=10.64.8.36.

適切なインストーラの静的 IP アドレスを指定し
ます。

prop:hx.netmask0.Cisco_HX_Installer_Appliance=255.255.248.0. 適切なネットマスク アドレスを指定します。
/opt/ovf/rfsi_test/Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v1.7.1-14786.ova. HX データ プラットフォーム インストーラ OVA
の送信元アドレス。
vi://root:password@esx_server.

HX データ プラットフォーム インストーラ VM
がインストールされる宛先 ESX サーバ。適切な
ESX サーバのルート ログイン クレデンシャルを
含めます。

Cisco HX データ プラットフォーム インストーラへのログイン
次に、HX データ プラットフォーム ソフトウェアをインストールします。
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（注）

Cisco HX データ プラットフォーム インストーラを起動する前に、ストレージ クラスタに含め
る予定の vCenter クラスタにあるすべての ESX サーバがメンテナンス モードであることを確
認します。

ステップ 1

ブラウザで、HX データ プラットフォーム インストーラがインストールされた VM の URL を入力しま
す。
このアドレスは、前述の項「Deploying HX Data Platform インストーラの展開」から入手します。例：
http://10.64.4.254

ステップ 2

クレデンシャルを使用します。
ユーザ名：root パスワード：Cisco123
EULA を読みます。[I accept the terms and conditions]をクリックします。
右下隅に記載された製品バージョンが正しいことを確認します。[Login]をクリックします。

ステップ 3

HX Data Platform インストーラの [Workflow] ページが表示されます。このページには、ワークフローのオ
プションが 2 つ表示されます。
• [Cluster Creation]：UCS Manager、ESXi を設定して HX Data Platform ソフトウェアを導入する場合は、
このボタンをクリックします。
• [Cluster Expansion]：コンバージド ノードおよびコンピューティング ノードを既存のストレージ クラ
スタに追加する場合は、このボタンをクリックし、表示される [Expand Cluster] ページでデータを入
力します。 Cisco HyperFlex システム クラスタへのコンピューティング専用ノードの追加, （91 ペー
ジ）を参照してください。
新規クラスタを作成するために [Cluster Creation]オプションを選択し、[Continue] をクリックします。

ステップ 4

HX Data Platform インストーラの次の [Workflow] ページが表示され、以下のオプションが提供されます。
• [Run UCS Manager Configuration]：HX ノードに FI ポリシーとプロファイルを適用する場合は、この
ボタンをクリックします。
• [Run ESXi Configuration]：ESX サーバを設定する場合は、このボタンをクリックします。これによっ
て表示されるページで、静的 IP アドレス、ホスト名、VLAN を設定します。
• [Deploy HX Software]：必要な設定データを入力して、ストレージ クラスタを手動で設定します。

HX データ プラットフォーム インストーラの終了
ログインしている間は、HX データ プラットフォーム インストーラを使用可能です。任意の時点
で HX データ プラットフォーム インストーラを終了するには、ログアウトする必要があります。
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

右上の [Settings]ボタンに移動して、[Logout] を選択しま
す。

ステップ 2

再ログインするには、新しいブラウザウィンドウを開き、 HX データ プラットフォーム インス
ログイン クレデンシャルを入力します。
トーラのウェルカム ページに戻りま
す。

Cisco HX220c および B200 M4 ホスト用のリモート Syslog
の設定
ESX ホストに Cisco HX220c または B200 M4 を使用している場合は、ESX ログの保存に使用でき
る永続ストレージがないため、リモート Syslog を使用するように設定します。これを行わない
と、再起動後に ESX ログが失われます。

ステップ 1

vSphere Web クライアントなどの vCenter インターフェイスから、syslog サービスが vCenter で稼働してい
ることを確認します。

ステップ 2

各 ESX ホストのコマンドラインから、コマンドを実行します。
$
$
$
$

esxcli
esxcli
esxcli
esxcli

system syslog config set --loghost='udp://esx_hostname'
system syslog reload
network firewall ruleset set -r syslog -e true
network firewall refresh

ステップ 3

vCenter パス /var/log/remote/esx_hostname から syslog を表示します。

ステップ 4

VMware KB の一覧にある手順を実行し、ESX ネットワーク ダンプ コレクタを設定します。
• VMware vSphere 5.x/6.0（1032051）の ESXi ネットワーク ダンプ コレクタ：
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1032051
• vSphere 5.x/6.0（2002954）でのネットワーク ダンプ コレクタ サービスの設定：
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2002954
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Cisco HX データ プラットフォームの導入
はじめる前に
この手順では、Cisco HX データ プラットフォーム インストーラを使用して、Cisco HX クラスタ
をインストールして設定します。インストール前に、次の点を確認します。
• 「ソフトウェア要件」の説明に従って、要件を確認します。
• ファブリック インターコネクト管理ポートは、プラグ接続され、ネットワークを介してアク
セス可能でなければなりません。
• プライマリ（FI-A）と下位（FI-B）のファブリック インターコネクタおよび Cisco UCS Manager
クラスタの IP アドレスが使用可能である必要があります。
• クラスタのインストールに必要な VLAN 情報が利用可能である必要があります。

ステップ 1

次のように、Cisco HX データ プラットフォーム インストーラを起動します。
a) Web ブラウザで、Cisco HX データ プラットフォーム インストーラ VM の IP アドレスまたはノード名
を入力します。これは、ストレージ クラスタの作成に使用されたものと同じ VM です。Cisco HX デー
タ プラットフォーム インストーラのログイン ページが表示されます。
b) ログイン ページで、次のクレデンシャルを入力します。
ユーザ名：root
パスワード：Cisco123
c) EULA を読んで、[I accept the terms and conditions]チェックボックスをオンにします。
d) [Login]をクリックします。[Workflow]ページが表示されます。

ステップ 2

[Workflow]ページで、[Cluster Creation] を選択し、[Continue] をクリックします。[Credentials] ページが表
示されます。

ステップ 3

[Credentials]ページで、次のフィールドに値を入力します。
表 3：UCS Manager クレデンシャル

フィールド

説明

UCS Manager Credentials
UCS Manager Hostname

Cisco UCS Manager のホスト名。例：10.193.211.120

User Name

管理者ユーザ名。

Password

管理者パスワード。

vCenter Credentials
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フィールド

説明

ユーザ名

管理者ユーザ名。例：administrator@vsphere.local

Admin Password

管理者パスワード。

vCenter Server

vCenter サーバのサーバ名または IP アドレス。例：
10.193.211.120
（注）

vCenter アドレスとクレデンシャルは、
vCenter へのルート レベルの管理者権限が
必要です。

Hypervisor Credentials

ステップ 4

Admin User Name

管理者ユーザ名。これは常に工場ノードの root にな
ります。

Admin Password

管理者パスワード。これは常に工場ノードの
Cisco123 になります。

[Continue]をクリックします。[Server Selection]ページが表示されます。右側の [Configuration] ペインに、
クレデンシャルの完全な詳細が表示されます。
（注）
クラスタ作成を実行するために、必要な設定データとともに JSON ファイルをインポートする
こともできます。初めてのインストールでこのオプションを使用するには、ファクトリ プレイ
ンストール JSON ファイルの調達についてシスコの担当者に問い合わせてください。
インポートした Cisco UCS Manager の値が異なる場合は、[Overwrite Imported Values]ダイアログ
ボックスが表示されます。[Use Discovered Values]を選択します。

ステップ 5

[Server Selection]ページには、[Unassociated] タブの下に関連付けされていない HX サーバのリストと、
[Associated]タブの下に検出されたサーバのリストが表示されます。Cisco HX データ プラットフォーム ス
トレージ クラスタに含めるサーバを [Unassociated]から選択します。サーバごとに、[Actions]ドロップダウ
ン リストを使用して、以下を設定できます。
• [Launch KVM Console]：CiscoHX データ プラットフォーム インストーラから直接 KVM コンソールを
起動するには、このオプションを選択します。
• [Disassociate Server]：クラスタからHX ノードを削除するには、このオプションを選択します。
（注）

関連付けられていないサーバがない場合は、次のエラー メッセージが表示されます：No
unassociated servers found.Please login to UCS Manager and ensure server ports are enabled.

[Configure Server Ports]ボタンを使用することで、新しいすべての HX ノードを検出できます。通常、サー
バ ポートは、『Cisco UCS Manager Storage Management Guide, Release 3.1』で説明されている設定を開始す
る前に UCS Manager で設定されます。
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ステップ 6

[Continue]をクリックします。[UCS Manager Configuration]ページが表示されます。

ステップ 7

[UCS Manager Configuration] ページで、ネットワークごとに次のフィールドに値を入力します。
注目
すべてのサーバのアソシエーションが設定済みで、導入する対象のサーバを把握している場合は、
[Continue]をクリックし、[IP Addresses] ページで手動でサーバ情報を入力し、ステップ 8 に進みま
す。
表 4：UCS Manager の設定

フィールド

説明

VLAN Configuration
次の各ネットワークには個別のサブネットと VLAN を使用する必要があります。
VLAN for ESXi and HyperFlex management
VLAN Name

名前：hx-inband-mgmt

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3091

VLAN for HyperFlex Storage traffic
VLAN Name

名前：hx-storage-data

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3092

VLAN ID
VLAN for VM vMotion
VLAN Name

名前：hx-vmotion

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3093

VLAN for VM Network
VLAN Name

名前：hx-vm-network

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3094

MAC Pool
MAC Pool Prefix

MAC プール プレフィックス。
デフォルトでは、最後の 2 桁は 99 に設定されてお
り、使用環境に応じて設定できます。例：
00:25:B5:99

‘ext-mgmt' IP Pool for Out-of-Band CIMC
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フィールド

説明

IP Blocks

HyperFlex ノードに指定された IP アドレスの範囲。
これは、ゲスト VLAN の値のカンマ区切りリスト
にできます。例：10.193.211.124-127、
10.193.211.158-163 例：255.255.255.0

Subnet
Default gateway

IP アドレスを制限して制御するために、
サブネットを適切なレベルに設定します。
例：255.255.0.0
ゲートウェイの IP アドレスを入力します。例：
10.193.0.1
（注）

iSCSI Storage
[Enable iSCSI Storage]チェックボックス

iSCSIストレージを設定するには、このチェックボッ
クスをオンにします。

VLAN A Name

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
で、iSCSI vNIC に関連付けられている VLAN の名
前。

VLAN A ID

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
で、iSCSI vNIC に関連付けられている VLAN の ID。

VLAN B Name

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）で、
iSCSI vNIC に関連付けられている VLAN の名前。

VLAN B ID

下位のファブリック インターコネクト（FI-A）で、
iSCSI vNIC に関連付けられている VLAN の ID。

FC Storage
[Enable FC Storage]チェックボックス

FCストレージをイネーブルにするには、このチェッ
クボックスをオンにします。

WWxN Pool

WW ノード名および WW ポート名の両方を含む
WWN プール。それぞれのファブリック インターコ
ネクトに対し、WWPN および WWNN 用の WWxN
プールが作成されます。

VSAN A Name

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
の VSAN の名前。デフォルトでは、
hx-ext-storage-fc-a に設定されています。

VSAN A ID

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
のネットワークに割り当てられた一意の ID。
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フィールド

説明

VSAN B Name

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）の
VSAN の名前。デフォルトでは、
hx-ext-storage-fc-b に設定されています。

VSAN B ID

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）の
ネットワークに割り当てられた一意の ID。

Advanced
UCS Firmware version

ESX サーバと互換性のある UCS ファームウェア
バージョン。たとえば 3.1(2b) などです。

HyperFlex Cluster Name

特定のクラスタ内の HX サーバのグループに適用さ
れる名前。これはユーザ定義の名前です。この
フィールドを使用して、クラスタ内のすべてのサー
バにサービス プロファイルを適用できます。

Org Name

HX クラスタを作成する対象のサブ組織の名前。

（注）

ステップ 8

[Configuration] ペインで VLAN、MAC プール、IP アドレス プールの情報を確認します。これら
の VLAN ID は、環境に応じて変更できます。詳細については、「付録」を参照してください。
デフォルトでは、インストーラによって VLAN が非ネイティブとして設定されます。非ネイティ
ブ VLAN に対応するようにアップストリーム スイッチを設定する必要があります。

[Continue]をクリックします。[Hypervisor Configuration]ページが表示されます。次のフィールドに入力し
ます。
注目
再インストールの場合や、ESX ネットワーキングが完了している場合は、この手順で説明した
フィールドの入力を省略できます。
フィールド
説明
Configure Common Hypervisor Settings
Subnet Mask

IP アドレスを制限して制御するために、サブネット
マスクを適切なレベルに設定する必要があります。
例：255.255.0.0

Gateway

ゲートウェイの IP アドレスを入力します。例：
10.193.0.1
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フィールド

説明

DNS Server

DNS サーバの IP アドレス。
DNS サーバがない場合は、HX データ プラット
フォーム インストーラの [Cluster Configuration] ペー
ジのいずれのフィールドにもホスト名を入力しない
でください。すべての ESXi ホストに静的 IP アドレ
スとホスト名のみを使用します。

Hypervisor Settings

HX ノードへの静的 IP アドレスとホスト名。
IP アドレスを順次配列させるには [Make them
Sequential]チェックボックスをオンにします。
（注）

ステップ 9

[Continue]をクリックします。[IP Addresses]ページが表示されます。各 HX ノードでは、ハイパーバイザ管
理 IP アドレスとデータ IP アドレスの次のフィールドに値を入力します。IP アドレスの場合は、その IP
アドレスが属するネットワーク（データ ネットワークまたは管理ネットワーク）を指定します。
必ず [Make IP Addresses Sequential]を選択します。
フィールド

説明

Management Hypervisor

ESX ホストとストレージ クラスタ間のハイパーバ
イザ管理ネットワーク接続を処理する静的 IP アド
レスを入力します。

Management Storage Controller

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タ間の HX データ プラットフォーム ストレージ コ
ントローラ VM 管理ネットワーク接続を処理する静
的 IP アドレスを入力します。

Data Hypervisor

ESX ホストとストレージ クラスタ間のハイパーバ
イザデータ ネットワーク接続を処理する静的 IP ア
ドレスを入力します。

Data Storage Controller

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タ間の HX データ プラットフォーム ストレージ コ
ントローラ VM データ ネットワーク接続を処理す
る静的 IP アドレスを入力します。
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フィールド

説明

[Hypervisor]、[Storage Controller VM (Management)]、[IPMI]、[Hypervisor (Data)]、および [Storage Controller
VM (Data)] 列の最初の行に IP アドレスを入力すると、Cisco HX データ プラットフォーム インストーラ
によって、他のノードのノード情報に増分自動入力が適用されます。ストレージ クラスタ内のノードの
最小数は 3 です。それより多くのノードがある場合は、[Add]ボタンを使用して、アドレス情報を指定し
ます。
（注）

コンピューティング専用ノードは、ストレージ クラスタを作成してからでないと追加できま
せん。

Cluster Management IP Address

HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタ
の管理ネットワーク IP アドレス。

Cluster Data IP Address

HX Data Platform ストレージ クラスタのデータ ネッ
トワークの IP アドレスを入力します。

ここで指定した各 IP アドレスは、ストレージ クラスタ内の 1 つのノードに適用されます。ノードが利
用不能になった場合、影響を受けた IP アドレスがストレージ クラスタ内の別のノードに移動されます。
すべてのノードに、これらの IP アドレスを受け入れるように設定されたポートが必要です。
Management Subnet Mask

VLAN と vsSitch についてのサブネット情報を入力
します。「ネットワーク VLAN および vSwitch の要
件」の項を参照してください。
管理ネットワークのネットワーク値を入力します。
例：255.255.255.0

Data Subnet Mask

データ ネットワークのネットワーク値を指定しま
す。例：255.255.255.0

Management Gateway

管理ネットワークのネットワーク値を指定します。
例：10.193.0.1

Data Gateway

データ ネットワークのネットワーク値を指定しま
す。例：10.193.0.1

ステップ 10 [Continue]をクリックします。[Cluster Configuration]ページが表示されます。作成中のストレージ クラスタ
の次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

Cisco HX Cluster
Cluster Name

HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタ
の名前。
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フィールド

説明

[Replication Factor]ドロップダウンリスト

ストレージ クラスタ間のデータの冗長レプリカの
数。これは 2 個または 3 個の冗長レプリカになりま
す。
• ハイブリッド サーバ（SSD および HDD を含
むサーバ）の場合、デフォルト値は 3 です。
• フラッシュ サーバ（SSD のみを含むサーバ）
の場合は、2 または 3 を選択します。

Controller VM

デフォルトの管理者ユーザ名とパスワードがコント
ローラ VM に適用されます。VM は、コンバージド
ノードまたはコンピューティング ノードにインス
トールできます。
重要

• コントローラ VM またはコントローラ
VM のデータストアの名前は変更でき
ません。
• すべてのコントローラ VM に同じパス
ワードが必要です。異なるパスワード
の使用はサポートされていません。
• シスコではデフォルトのパスワードを
使用することを推奨しています。
• 作成するコントローラ VM および HX
クラスタにユーザ定義のパスワードを
指定できます。パスワードの文字と形
式の制限事項については、『Cisco HX
Data Platform Management Guide』の
「Guidelines for HX Data Platform Special
Characters」の項を参照してください。

vCenter Configurations
vCenter Datacenter Name

Cisco Hyperflex クラスタの vCenter データセンター
の名前。

vCenter Cluster Name

vCenter クラスタ名。

System Services
DNS Servers
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フィールド

説明

NTP Servers

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリス
ト。ホストはすべて、同じ NTP サーバを使用する
必要があります。これは、ストレージ コントロー
ラ VM および ESX ホスト上で動作するサービス間
のクロック同期に使用されます。

[Time Zone]ドロップダウン リスト

スケジュールされたスナップショットをいつ取得す
るかを決定するコントローラ VM のローカル タイ
ム ゾーン。スケジュールされたネイティブ スナッ
プショットの処理はこの設定に基づきます。

Auto Support

[Enable Auto Support]のチェック ボックスをオンに
します。

Mail Server

メール サーバの IP アドレス

Mail Sender

自動サポート通知の電子メール

ASUP Recipient

通知対象とする一連の受信者の電子メールのリス
ト。

Advanced Networking
Management vSwitch

デフォルトは vswitch-hx-inband-mgmt です

Data vSwitch

デフォルトは vswitch-hx-storage-data です

Advanced Configuration
Virtual Desktop (VDI)
checkbox

VDI 専用環境の場合はチェックボックスをオンにし
ます。
（注）

ストレージ クラスタの作成後に VDI 設定
を変更する必要がある場合は、クラスタ
を再起動し、リソースをシャットダウン
するか移動して、変更を行い、クラスタ
を再起動する必要があります。
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フィールド

説明

Jumbo frames

ホストの vSwitch および vNIC、ならびに各ストレー
ジ コントローラ VM でストレージ データ ネット
ワークのMTUサイズを設定する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。

[Enable Jumbo Frames]チェックボックス

デフォルト値は 9000 です。
（注）

Disk Partitions
Clean up Disk Partitions

MTU サイズを 9000 以外の値に設定する
必要がある場合は、Cisco TAC にお問い
合わせください。

ストレージ クラスタに追加されたすべてのノード
から既存のデータおよびパーティションをすべて削
除するには、このチェックボックスをオンにしま
す。保持する必要があるデータは、バックアップす
る必要があります。
既存のデータおよびパーティションを削
除するには、このオプションを選択しま
す。
これは、手動で準備されたサーバ用です。工場で準
備されたシステムにはこのオプションを選択しない
でください。工場で準備されたシステムのディスク
パーティションは正しく設定されています。
（注）

vCenter Single sign on Server

この情報は、SSO URL が到達可能でない場合のみ
必要です。

（注）
[vCenter Server] > [Manage] > [Advanced Settings] > [key config.vpxd.sso.sts.uri]に移動して、vCenter で SSO
URL を検索できます。

ステップ 11 [Start]をクリックします。[Progress]ページに、さまざまな設定タスクの進捗状況が表示されます。
注意
確認に関する警告を無視しないでください。
詳細については、「警告」を参照してくださ
い。

次の作業
検証エラーによっては、戻ってパラメータを再入力する必要があります（たとえば、無効な ESXi
パスワード、正しくない NTP サーバ、不正な SSO サーバ、またはその他の誤った入力など）。
[Re-enter Values]をクリックして [Cluster Configuration] ページに戻り、問題を解決します。
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完了すると、HyperFlex サーバがインストールされて設定されます。導入されたクラスタのステー
タスは、[Online]および [Healthy] として表示されます。
必要に応じて、[Launch vSphere Web Client]をクリックし、データストアを作成してクラスタを管
理します。

HyperFlex クラスタの作成に関する考慮事項
HX Data Platform インストーラのタスク
このインストーラは、次のタスクを実行します。
• ハイパーバイザの設定
• ESXi ホストの準備
• ストレージ コントローラ VM の導入
• 妥当性検査（詳細については、付録を参照）
• クラスタ作成ステータスの表示
インストーラのナビゲーション支援ボタン
• 下矢印ボタン：
すべてのパラメータが入力された状態の JSON コンフィギュレーション ファイルをダウン
ロードするには、[Export configuration] をクリックします。
このコンフィギュレーション ファイルは、参照用としても、インストール ワークフローを
繰り返す必要がある場合にも役立ちます。
設定ワークフローの途中でコンフィギュレーション ファイルをダウンロードする場合は、こ
のボタンを利用できます。
• 疑問符ボタン：HX ソフトウェアのバージョンおよびビルドの情報が表示されます。Cisco
TAC に送信するテクニカル サポート バンドルを作成するオプションも表示されます。
• 円のボタン：保存されていない変更を保存する場合にクリックします。
• 太陽のボタン：初めからやり直す場合、またはログアウトする場合にクリックします。
考慮事項
• 最初に完全なクラスタの作成ワークフローが選択された場合、UCS Manager の設定に基づい
て、VLAN が自動的に ESX に設定されます。
• クラスタ作成プロセスを開始する際に、導入とクラスタの作成だけが選択された場合は、
ユーザが管理ネットワークとデータ ネットワークの VLAN ID を入力できます。
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警告およびエラー
• UCSM の設定とハイパーバイザの設定は正常に完了した一方、導入またはクラスタの作成が
失敗した場合は、[Start Over] をクリックします。ただし、UCSM とハイパーバイザの設定は
完了しているので、最初の画面から繰り返さないでください。[Customized Workflow]を辿っ
て、エラーが発生した時点から開始します。
• [IP Address]画面に戻って値を再入力する際は、ページがブランクで表示され、サーバは一覧
されていません。
このページで、クラスタに含めるサーバをそれぞれ手動でクリックして追加し、すべてのIP
アドレスを再入力する必要があります。
• [SSOError]：サーバの到達可能性の問題が発生する原因は、通常、インストーラ VM で DNS
が適切に設定されていないことにあります。
[SSO] フィールドに戻って手動で値を編集し、FQDN の代わりに代替 IP アドレスを入力する
か、DNS 設定のトラブルシューティングを行って問題を修正してください。
• 別のクラスタを作成するときに、Cisco HyperFlexバージョンに一致するCisco UCS Manager の
バージョンが選択されていることを確認します。場合によっては、正しいバージョンを手動
で入力する必要があります。
たとえば、Cisco HX データ プラットフォーム1.8 でクラスタを作成するときに、インストー
ラ UI が Cisco UCS Manager バージョンとして 3.1(2b) を表示していない場合は、ファブリッ
ク インターコネクトとサーバの両方が 3.1(2b) になっている場合でも、手動で変更して正し
いバージョンを反映します。
現在の互換性マトリックスについては、ソフトウェア バージョンの表を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/
Cisco_HXDataPlatform_RN_1_8.html
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クラスタ設定後について
この章では、クラスタ設定後タスクについて説明します。

重要

SSH をすべての ESXi ホストで有効なままにします。これは、次の Cisco HyperFlexクラスタ設
定後操作に必要です。

ESXi ホスト ルート パスワードの変更
インストール後のデフォルトの ESXi ルート パスワードを変更するには、次の手順を実行します。
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（注）

ESXi ルート パスワードを忘れた場合は、パスワードの復旧について Cisco TAC にお問い合わ
せください。

ステップ 1

SSH を使用して ESXi ホスト サービス制御にログインします。

ステップ 2

ルート権限を取得します。
su -

ステップ 3

現在のルート パスワードを入力します。

ステップ 4

ルート パスワードを変更します。
passwd root

ステップ 5

新しいパスワードを入力し、Enter キーを押します。確認のためにパスワードを再入力します。
（注）
2 回目に入力したパスワードが一致しない場合は、最初からやり直す必要がありま
す。

ストレージ コントローラ パスワードの変更
インストール後に HyperFlex ストレージ コントローラのパスワードをリセットするには、次の手
順を実行します。

ステップ 1

ストレージ コントローラ VM にログインします。

ステップ 2

HyperFlex ストレージ コントローラのパスワードを変更します。
# stcli security password set

このコマンドによって、変更がストレージ クラスタ内のすべてのコントローラ VM に適用されます。
ステップ 3

新しいパスワードを入力します。

ステップ 4

Enterを押します。
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vSphere を介した HX データ プラットフォーム プラグイ
ンへのアクセス
GUI を介してストレージ クラスタを管理するには、vSphere Web クライアントを起動します。
vSphere Web クライアントおよび HX データ プラットフォーム プラグインを使用してストレージ
クラスタにアクセスします。

ステップ 1

HX データ プラットフォーム インストーラから、インストールの完了後に、[Summary] ページで [Launch
vSphere Web Client]をクリックします。

ステップ 2

ログイン ページが表示され、[Login to vSphere Web Client]をクリックして、vSphere クレデンシャルを入力
します。

ステップ 3

HX データ プラットフォーム プラグインが表示されます。
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco
HX Data Platform]を選択します。

ストレージ クラスタでのデータストアの追加
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 vSphereWeb クライアントを使用してデータストアを作成する必要があり
ます。

（注）

高可用性を実現するために、最低 2 つのデータストアを作成することを推奨します。

ステップ 1

vSphereWeb クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] を選択し、[Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Datastores] の順に選択します。

ステップ 2

[Create Datastore]アイコンをクリックします。

ステップ 3

[Name]にデータストアの名前を入力します。vSphereWeb クライアントでは、データストア名に 42 文字の
制限が適用されます。各データストアに固有の名前を割り当てます。

ステップ 4

データストアの [Size]を指定します。ドロップダウンリストから、[GB]または [TB]を選択します。[OK]を
クリックします。

ステップ 5

更新ボタンをクリックして、新しいデータストアを表示します。

ステップ 6

[Hosts]タブをクリックして、新しいデータストアの [Mount Status] を確認します。

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
65

クラスタ設定後のタスク
HA ハートビートの設定

HA ハートビートの設定
vSphere HA の設定では、使用可能なデータストアのリストから任意のデータストアを選択できる
ように、[Datastore for Heartbeating] オプションを設定します。

ステップ 1

vSphere にログインします。

ステップ 2

DRS が有効になっていることを確認します。
vSphere で次の順に選択します。[Home] > [vCenter Inventory Lists][Resources] > [Clusters][Storage cluster] >
[Manage][Settings] > [Services]。[vSphere DRS]をクリックします。

ステップ 3

[vSphere HA Edit Cluster Settings] が表示されます。[vSphere HA]をクリックします。[Edit]をクリックしま
す。

ステップ 4

選択されていなければ、[Turn on vSphere HA]を選択します。

ステップ 5

[Admission Control]を展開し、[Define Failover capacity by reserving a percentage of the storage cluster resources]
を選択します。パーセンテージを割り当てます。

ステップ 6

[Datastore for Heartbeating]を展開し、[Use datastore only from the specified list]を選択します。[OK]をクリッ
クします。

Auto Support for HyperFlex（ASUP）
自動サポート（ASUP）は、障害に関する情報を積極的に取得できるようにするだけでなく、障害
に迅速に対処できます。ASUP はシステム パフォーマンスおよびキャパシティを計画する際にも
役立ちます。
設定を進めているときに [Auto Support] チェックボックスをオンにしなかった場合は、CLI を使用
して ASUP を有効にすることもできます。それには、以下に記載する手順を実行します。

（注）

ASUP ログ ファイルはメールで送信する必要があるため、ASUP を有効にする前に、ネット
ワーク内で SMTP が設定されていることを確認してください。

自動サポート（ASUP）の設定
ステップ 1

SSH を使用してストレージ コントローラ VM にログインします。

ステップ 2

以下のコマンドを使用して、SMTP メール サーバを設定します。
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stcli services smtp set [-h] --smtp <SMTP Server IP Address> --from address <Customer Email Address
From>

次に例を示します。
# stcli services smtp set --smtp mailhost.eng.mycompany.com -fromAddress smtpnotice@mycompany.com

ネットワーク内の SMTP 設定を表示して確認するには、以下のコマンドを実行します。
stcli services smtp show

ステップ 3

以下のコマンドを実行して ASUP レポート機能を有効にします。
stcli services asup enable

ステップ 4

以下のコマンドを使用して、通知を送信する際に使用する受信者の電子メールを追加します。
stcli services asup recipients add -- recipients <customer_email_address>

次に例を示します。
# stcli services asup recipients add --recipients user1@mycompany.com user2@mycompany.com

（注）

受信者リストを追加する場合は、各電子メールをスペースで区切りま
す。

1 以下のコマンドを実行して、ASUP 受信者リストを設定します。
stcli services asup recipients set -- recipients <customer_email_address>

2 以下のコマンドを実行して ASUP 受信者リストを表示し、ASUP が有効になっているかどうかを確認し
ます。
stcli services asup show

ステップ 5

以下のコマンドを実行して、テスト ASUP を自分の電子メールに送信します。
stcli services asup sendasup -t

ステップ 6

すべてのストレージ コントローラ VM の IP アドレスから電子メールを送信できるように電子メール サー
バを設定します。

自動サポートが有効にされた後は、ASUP ヘルス チェック電子メールと ASUP ログが HX クラス
タ内のすべてのノードから 1 日 1 回送信されます。クラスタ内のすべてのノードからの電子メー
ルが 1 時間に1 回 ping されます。

プライベート VLAN の追加
プライベート VLAN の概要
プライベート VLAN では VLAN のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインがサブドメインに分割さ
れるので、スイッチで相互にポートを分離できます。サブドメインは、1 つのプライマリ VLAN
と 1 つまたは複数のセカンダリ VLAN で構成されます。プライベート VLAN ドメインには、プラ
イマリ VLAN が 1 つのみ含まれています。プライベート VLAN ドメインの各ポートは、プライマ
リ VLAN のメンバーであり、プライマリ VLAN は、プライベート VLAN ドメイン全体です。
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プライベート VLAN ポートの概要
プライベート VLAN ポートのタイプは、次のとおりです。
• 無差別プライマリ VLAN：無差別ポートはプライマリ VLAN に属しています。無差別ポート
は、無差別ポートとアソシエートされているセカンダリ VLAN に属し、プライマリ VLAN
とアソシエートされている、すべてのインターフェイスと通信でき、この通信可能なイン
ターフェイスには、コミュニティ ポートと独立ホスト ポートも含まれます。セカンダリ
VLAN からのすべてのパケットがこの VLAN を通過します。
• 独立セカンダリ VLAN：独立ポートは、独立セカンダリ VLAN に属するホスト ポートです。
このポートは、アソシエートされている無差別ポートと通信できることを除き、同じプライ
ベート VLAN ドメイン内の他のポートから、完全に隔離されています。
• コミュニティ セカンダリ VLAN：コミュニティ ポートは、コミュニティ セカンダリ VLAN
に属するホスト ポートです。コミュニティ ポートは、同じコミュニティ VLAN にある他の
ポートおよびアソシエートされている無差別ポートと通信します。
デフォルトでは、HX の展開後、VM ネットワークは通常の VLAN を使用します。VM ネットワー
クにプライベート VLAN を使用する場合は、次の項から設定手順を実行します。
• 既存の仮想マシンのない VM ネットワークでのプライベート VLAN の設定, （68 ページ）。
• 既存の仮想マシンがある VM ネットワークでのプライベート VLAN の設定, （69 ページ）。

既存の仮想マシンのない VM ネットワークでのプライベート VLAN の
設定

ステップ 1

Cisco UCS Managerでプライベート VLAN を設定します。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/
ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_
Mgmt_Guide_3_1_chapter_0110.html#task_F2EAE343E6894F12877F7192DEFB64B6) を参照してください。

ステップ 2

アップストリーム スイッチでプライベート VLAN を設定します。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/
datacenter/nexus9000/sw/6-x/layer2/configuration/guide/
b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_chapter_0101.htmlを参照してください。

ステップ 3

ESX ホストでプライベート VLAN を設定します。 を参照してください。 ESX ホストでのプライベート
VLAN の設定, （69 ページ）
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ESX ホストでのプライベート VLAN の設定
ESX ホストでプライベート VLAN を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

VMware vSphere クライアントから vSphere 標準スイッチの VMNIC を削除します。

ステップ 2

前の手順で削除した VMNIC を使用して新しい vSphere 分散スイッチを作成します。

ステップ 3

無差別、独立、およびコミュニティ VLAN を作成します。

既存の仮想マシンがある VM ネットワークでのプライベート VLAN の
設定

ステップ 1

Cisco UCS Managerでプライベート VLAN を設定します。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/
ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_
Mgmt_Guide_3_1_chapter_0110.html#task_F2EAE343E6894F12877F7192DEFB64B6) を参照してください。

ステップ 2

アップストリーム スイッチでプライベート VLAN を設定します。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/
datacenter/nexus9000/sw/6-x/layer2/configuration/guide/
b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_chapter_0101.htmlを参照してください。

ステップ 3

ESX ホストでプライベート VLAN を設定します。 を参照してください。 ESX ホストでのプライベート
VLAN の設定, （69 ページ）

ステップ 4

vSphere 標準スイッチから新しく作成された vSphere 分散スイッチに VM を移行します。
a) vCenter 仮想マシンを右クリックして、[Migrate Virtual Machine Networking]をクリックします。
b) ドロップダウン リストから、[source network]および [destination network] を選択します。
c) [Next]をクリックします。
d) 移行する仮想マシンを選択します。
e) [Finish]をクリックします。

ステップ 5

VM のネットワーク アダプタのネットワーク接続をプライベート VLAN に変更します。
a) vCenter 仮想マシンを右クリックして、[Edit Settings]をクリックします。
b) [Hardware]タブから、変更するネットワーク アダプタを選択します。
c) [Network Label]ドロップダウン リストから、使用するネットワーク接続を選択します。
d) [OK]をクリックします。
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vSphere 標準スイッチでの VMNIC の削除

ステップ 1

VMware vSphere クライアントにログインします。

ステップ 2

[Home]> [Hosts and Clusters] を選択します。

ステップ 3

VMNIC を削除する ESX ホストを選択します。

ステップ 4

[Configuration]タブを開きます。

ステップ 5

[Hardware]で [Networking] をクリックします。

ステップ 6

vminc を削除する vSwitch の横にある [Properties] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク アダプタ（Network Adapters）]タブをクリックします。

ステップ 8

削除する vminc を選択し、[Remove] をクリックします。

ステップ 9

[Yes]をクリックして、選択内容を確認します。

ステップ 10 [Close]をクリックします。

vSphere 分散スイッチの作成

ステップ 1

VMware vSphere クライアントから、[Inventory]> [Networking] を選択します。

ステップ 2

dvSwitch を右クリックして、[New vSphere Distributed Switch]をクリックします。

ステップ 3

[Create vSphere Distributed Switch]ダイアログボックスで、[vSphere Distributed Switch Version: 6.0.0] を選択
します。

ステップ 4

[Next]をクリックします。

ステップ 5

[General Properties]タブで、次の項目を指定します。
• [Name]
• [Number of uplink ports]

ステップ 6

[Next]をクリックします。

ステップ 7

[Add Hosts and Physical Adapters]で、[Add Now] を選択します。

ステップ 8

目的の ESX ホストの下で、[Physical Adapters]を選択します。

ステップ 9

[Next]をクリックします。

ステップ 10 [Finish]をクリックします。

デフォルトのポート グループが作成されます。
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vSphere 分散スイッチでのプライベート VLAN の作成

ステップ 1

VMware vSphere クライアントから、[Inventory]> [Networking] を選択します。

ステップ 2

dvSwitch を右クリックして、[Edit Settings]をクリックします。

ステップ 3

[Private VLAN]タブを選択します。

ステップ 4

[Primary private VLAN ID]タブで、プライベート VLAN ID を入力します。

ステップ 5

[Secondary private VLAN ID]タブで、プライベート VLAN ID を入力します。

ステップ 6

[Type]ドロップダウン リストから、VLAN のタイプを選択します。次のいずれかを指定できます。
• [Isolated]
• [Community]
（注）

ステップ 7

無差別プライベート VLAN が自動的に作成されま
す。

[OK]をクリックします。

分散ポート グループでのプライベート VLAN の設定
はじめる前に
vSphere 分散スイッチでプライベート VLAN を作成します。

ステップ 1

[dvSwitch]の下の [dvPortGroup] を右クリックして、[Edit Settings] をクリックします。

ステップ 2

[Policies]> [VLAN] をクリックします。

ステップ 3

[VLAN type]ドロップダウン リストから [Private VLAN] を選択します。

ステップ 4

[Private VLAN Entry]ドロップダウン リストから、プライベート VLAN のタイプを選択します。次のいず
れかを指定できます。
• [Promiscuous]
• [Isolated]
• [Community]
（注）

ステップ 5

コミュニティ プライベート VLAN が推奨されま
す。

[OK]をクリックします。
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分散仮想スイッチ（DVS）および Cisco Nexus 1000v
（N1Kv）
分散スイッチを導入する際の考慮事項

（注）

• 分散仮想スイッチまたは Cisco Nexus 1000v（NK1v）の使用はオプションであり、必須の
手順ではありません。
• vMotion ネットワーク用の DVS は、ご使用の環境に vSphere 用の Enterprise Plus ライセン
スがある場合にのみ使用できます。
• 同時に使用できるスイッチは、常にこの 2 つのうちのいずれか 1 つだけです。
• HyperFlex と Nexus 1000v の間では、Quality of Service（QoS）ポリシーが競合する可能性
があります。N1Kv の QoS クラスが HyperFlex ポリシーに従って設定されるようにしてく
ださい。HyperFlex QoS の詳細については、次を参照してください。 QoS ポリシーの作
成, （138 ページ）
• N1Kv スイッチを導入することにした場合は、FI 上の HyperFlex ホスト間でトラフィック
が安定した状態で流れるよう、以下に説明する設定を適用します。正しく設定されてい
ないと、トラフィックの大半がアップストリーム スイッチを経由するになる可能性があ
ります。その場合には遅延が発生します。このような事態を避けるには、ストレージ コ
ントローラ、管理ネットワーク、および vMotion ポート グループをアクティブ/スタンバ
イ構成で設定し、フェールオーバーを有効にしてください。
1 UCS Manager を使用して、[Network Control Policy] にリンク ステータスを設定します。
詳細については、『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』の「Configuring Network
Control Policy」を参照してください。
2 vCenter で vSwitch のプロパティを設定します。
a. [Network Failure Detection]を [Link Status only] に設定します。
b. [Failback]を [Yes] に設定します。詳細については、『Cisco UCS Manager VM-FEX for
VMware Configuration guide』の「Configuring the VM-FEX for VMware」を参照してくだ
さい。

分散スイッチにより、各ノードが同じ構成を使用することになります。トラフィックに優先順位
を付け、アクティブな vMotion トラフィックがないときに使用可能な帯域幅を、他のネットワー
ク ストリームに利用できるようにすると有益です。
HyperFlex（HX）データ プラットフォームは、HyperFlex 非依存ネットワークに分散型仮想スイッ
チ（DVS）ネットワークを使用できます。
これらの HX 非依存ネットワークには次のものがあります。
• VMware vMotion ネットワーク
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• VMware アプリケーション ネットワーク
HX データ プラットフォームには依存関係があり、次のネットワークが標準の vSwitch を使用し
ます。
• vswitch-hx-inband-mgmt：ストレージ コントローラ管理ネットワーク
• vswitch-hx-inband-mgmt：管理ネットワーク
• vswitch-hx-storage-data：ストレージ ハイパーバイザ データ 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
HX データ プラットフォームのインストール時に、すべてのネットワークが標準の vSwitch ネッ
トワークで設定されます。ストレージ クラスタが設定された後、HX 非依存ネットワークを DVS
ネットワークに移行できます。次に例を示します。
• vswitch-hx-vm-network：VM ネットワーク
• vmotion：vmotion pg
vMotion ネットワークを分散型仮想スイッチに移行する方法の詳細については、このガイドの末尾
の「付録」に記載されている「分散仮想スイッチ（DVS）または Cisco Nexus 1000v（N1Kv）への
vMotion ネットワークの移行, （146 ページ）」参照してください。

HX Data Platform での vCenter のホスト
HyperFlex クラスタへの vCenter の導入をサポートするには、いくつかの制約事項が伴います。詳
細については TechNote を参照してください。
さらにサポートが必要な場合は、TAC にお問い合わせください。
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複数の HX クラスタの設定
• 複数のクラスタの設定, 75 ページ

複数のクラスタの設定
HyperFlex クラスタには、最大 8 つのコンバージド ノードと 8 つのコンピューティング専用ノー
ドを設定できます。HX データ プラットフォームを 16 個以上のノードに拡張するには、最大 8 つ
の HyperFlex クラスタを Cisco UCSファブリック インターコネクトのペアに接続できます。
推奨事項
1 コンピューティング専用ノードの数は、コンバージド ノードの数以下にします。
2 新しい HyperFlex クラスタを作成するには、第 2 章に示されている要件をすべて満たしている
ことを確認してください。また、第 4 章に示されているプロセスに従ってください。
3 HX Data Platform インストーラ OVA を導入する必要があります。
4 HX クラスタ内のすべての HX ノードは同じポリシーおよびサービス プロファイル テンプレー
トを使用します。
5 すべての HX クラスタが同じデータセンターと vCenter 設定を使用できます。
6 各 HX クラスタには一意の名前が必要です。たとえば、HX クラスタ 1 や HX クラスタ 2 など
です。
7 マルチクラスタ構成では、個別のポリシーを設定してクラスタ間の自律性を確保できるよう、
クラスタごとにサブ組織を作成する必要があります。このようにすると、アップグレードの際
に役立ちます。
8 各サブ組織に新しいユーザ定義の VLAN ID を作成できます。その後、その HX クラスタの
vNIC テンプレートは、新しい VLAN ID を参照するように更新されます。VLAN ID と vNIC テ
ンプレートの作成の詳細な手順については、このガイドの「付録」の項を参照してください。
9 別のクラスタを作成するときは、互換性のある Cisco UCS ManagerおよびCisco HyperFlex のバー
ジョンを選択していることを確認してください。手動で正しいバージョンを入力できます。
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たとえば、Cisco HX データ プラットフォーム1.8 バージョンでクラスタを作成するときに、イ
ンストーラ UI が Cisco UCS Manager のバージョンを 3.1(2b) と表示していない場合は、ファブ
リック インターコネクトとサーバが 3.1(2b) であっても、手動でバージョンを正しいバージョ
ンに変更します。
最新の互換性マトリックスについては、『Release Notes for Cisco HX Data Platform, Release 1.8』
のソフトウェア バージョンの表を参照してください。
10 同じ Cisco HX データ プラットフォーム インストーラを使用して別の vCenter に 2 番目のクラ
スタを設定する前に、ブラウザのキャッシュをクリアしてください。これにより、古いクラス
タの IP アドレスがキャッシュされ展開が失敗するなどの問題が回避されます。

（注）

トラフィックに応じて、さらにアップリンク ポートを追加する必要がある場合があります。

ステップ 1

Cisco HX Data Platform インストーラにログインします。

ステップ 2

[Cluster Creation]ワークフローに従って、追加のクラスタを作成します。手順の詳細については、『Cisco
HyperFlex システム スタートアップ ガイド』の「設定」の章を参照してください。
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• 既存の HX FI ドメインへの Cisco UCS サーバの追加 , 77 ページ

既存の HX FI ドメインへの Cisco UCS サーバの追加
HX 1.8 リリースでは、Cisco UCS ドメイン内のサーバを既存の HX FI ドメインに追加できます。
HX FI ドメインの一部ではないサーバを追加するには、最初にCisco UCS Managerでサブ組織を作
成します。これにより、Cisco UCS サーバ用の個別のサーバ プロファイルとポリシーを作成でき
ます。新しいサブ組織の作成手順の詳細については、『Cisco UCS Manager Administration Management
Guide』を参照してください。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/
GUI-User-Guides/Admin-Management/3-1/b_Cisco_UCS_Admin_Mgmt_Guide_3_1/b_Cisco_UCS_Admin_
Mgmt_Guide_3_1_chapter_01000.html
HX FI ドメインに Cisco UCS サーバを追加する際の考慮事項は以下のとおりです。
• ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング, （20 ページ）を参照し
て、ネットワーク帯域幅を処理するのに十分なアップリンク容量があることを確認します。
• HX サーバには、Cisco UCSファームウェアに関する最小要件があります。また、HX FI ドメ
インに追加する Cisco UCS サーバにも同じCisco UCSファームウェアを導入する必要がありま
す。詳細については、HX 相互運用性の表を参照してください。http://www.cisco.com/c/en/us/
support/servers-unified-computing/unified-computing-system/products-technical-reference-list.html
• Cisco UCSの構成に関する制限事項は、HX サーバと Cisco UCS サーバの両方に適用されま
す。詳細については、『Cisco UCS Manager Configuration Limits Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
• HX サーバには、VLAN および QoS クラスに関する特定の要件があります。Cisco UCS サー
バの VLAN および QoS の設定が HX サーバと両立するようにしなければなりません。VLAN
および QoS 設定の詳細については、『HyperFlex Getting Started Guide』の「Appendix」の項
を参照してください。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/
HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/GettingStartedGuide/b_HyperFlexSystems_GettingStartedGuide/
b_HyperFlexSystems_GettingStartedGuide_chapter_0111.html
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• HX ストレージ VLAN は HX クラスタ専用にする必要があります。この VLAN を Cisco UCS
サーバに再利用しないでください。ネットワーク設定の詳細については、『Getting Started
Guide』の「Requirements」の項に記載されているネットワーク構成図を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/
GettingStartedGuide/b_HyperFlexSystems_GettingStartedGuide/b_HX_BookMap_chapter_01.html#id_
13169
• ハイパーバイザ管理 VLAN、vMotion VLAN、および VM ネットワーク VLAN は、Cisco UCS
サーバの間で共有できます。
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この章は、次の項で構成されています。
• HX クラスタへのノードの追加, 79 ページ
• コンバージド（HX220c/HX240c）ノードの追加に関する前提条件, 79 ページ
• コンバージド ノードの準備, 80 ページ
• 既存のクラスタへのコンバージド ノードの追加, 81 ページ
• コンピューティング専用ノードの追加に関する前提条件, 85 ページ
• コンピューティング専用ノードの準備, 86 ページ
• Cisco HyperFlex システム クラスタへのコンピューティング専用ノードの追加, 91 ページ
• クラスタ展開の障害の解決, 94 ページ

HX クラスタへのノードの追加
この項では、次のシナリオについて取り上げます。
• コンバージド ノードの追加
• コンピューティング専用ノードの追加。

コンバージド（HX220c/HX240c）ノードの追加に関する前
提条件
HX サーバ クラスタが作成された後、コンバージド ノードをクラスタに追加できます。コンバー
ジド ノード上のストレージでは、クラスタ ストレージ容量が自動的に追加されます。
既存のストレージ クラスタにコンバージド ノードを追加する前に、次のことを確認します。
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• ストレージ クラスタの状態が正常であること。
• 新しいノードが、ネットワークとディスクの要件を含め、インストールの前提条件に記載さ
れているシステムの要件を満たすサーバであること。
• 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設定を使用します。この設定に
は、VLAN ID とスイッチ タイプが含まれます。スイッチ タイプには、vSwitch、外部スイッ
チ VLAN タギング（EST）を使用する VLAN タギング、仮想スイッチ タギング（VST）を使
用する VLAN タギング、仮想分散スイッチ（vDS）があります。

（注）

ストレージ クラスタが領域不足の状態にある場合に、新しいノードを追加す
ると、システムは自動的にストレージ クラスタを再調整します。これは、24
時間ごとに実行される再調整に加えて行われるものです。

• ノードのソフトウェア バージョンが、Cisco HX Data Platform ソフトウェア バージョン、お
よび ESX ソフトウェア バージョン vCenter クラスタ ソフトウェア バージョンと一致するこ
と。必要に応じてアップグレードします。ソフトウェアのバージョンを確認するには、[Storage
Cluster Summary] タブに移動し、上部のセクションで HX Data Platform のバージョンを確認し
ます。
• 新しいノードに、有効な DNS および NTP サーバが少なくとも 1 つ設定されていること。
• SSO と自動サポートもしくはいずれかを使用している場合は、ノードが SSO および SMTP
サービス用に確実に設定されていること。

コンバージド ノードの準備
ストレージ クラスタをノードに追加する準備には、次の基本的な手順があります。

ステップ 1

新しいノードを既存のストレージ クラスタのハードウェアとネットワークに接続します。

ステップ 2

HX ノードが工場出荷時に準備されたノードであることを確認します。
ノードが工場出荷時に準備されていない場合は、「ベアメタル HX サーバの準備」の章を参照してくださ
い。
（注）

ベアメタル サーバを準備する際は、必ずシスコのカスタム ISO イメージを使用してくださ
い。
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既存のクラスタへのコンバージド ノードの追加
既存の HyperFlex システム クラスタに HX ノードを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

既存のストレージ クラスタに関する必要な情報を収集します。HX Data Platform インストーラ VM にログ
インします。

ステップ 2

Web ブラウザを開き、Cisco HX Data Platform インストーラ VM が置かれている IP アドレスを入力します。
HX Data Platform インストーラ UI が表示されます。

ステップ 3

ログイン クレデンシャルを入力します。デフォルトのクレデンシャルは次のとおりです。
ユーザ名：root
パスワード：Cisco123
（注）

ステップ 4

この手順以降は、ブラウザを閉じないでください。閉じるとデータが失われま
す。

[Workflow] ページが表示されます。[Cluster Expand]ワークフローを選択します。[Continue]をクリックしま
す。
以下に記載されている情報を入力します。
表 5：UCS Manager クレデンシャル

フィールド

情報

UCS Manager Hostname

UCS Manager を使用する FI のホスト名または IP ア
ドレス。例：10.193.211.120

[User Name]および [Admin Password]

管理者レベルのクレデンシャル

表 6：vCenter クレデンシャル

フィールド

情報

vCenter Server

vCenter サーバのサーバ名または IP アドレス。例：
10.193.211.120

[User Name]および [Admin Password]

管理者レベルのクレデンシャル例：
administrator@vsphere.local
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表 7：ハイパーバイザ クレデンシャル

フィールド

情報

Admin User Name

root

Admin Password

管理者レベルのクレデンシャル

（注）

既存の HX クラスタから必要な設定データが含まれる JSON ファイルをインポートするオプショ
ンを選択することもできます。
インポートした値が UCS Manager の値と異なると [Overwrite Imported Values] ダイアログ ボック
スがポップアップ表示されます。[Use Discovered Values]を選択します。

ステップ 5

[Continue]をクリックします。[Cluster Expand Configuration]ページが表示されます。拡張する HX クラスタ
を選択します。
既存のクラスタが見つからない場合は、クラスタ管理 IP アドレスを手動で入力することもできます。

ステップ 6

[Continue]をクリックします。[Server Selection]ページが表示されます。[Server Selection]ページの [Associated]
タブに、接続済みのすべての HX サーバが一覧されます。これらのサーバは選択しないでください。
[Continue]をクリックします。
• 拡張する HX クラスタが見つからない場合は、[Cluster Details]セクションにクラスタ管理 IP アドレス
を入力して [Continue] をクリックします。
• クラスタのロードに時間がかかっている場合は、[Cluster Details]セクションにクラスタ管理 IP アドレ
スを入力して [Continue] をクリックします。

ステップ 7

[UCS Manager Configuration] ページが表示されます。ネットワークのそれぞれについて、以下の情報を入
力します。
（注）
最初に JSON ファイルをインポートした場合、必須フィールドには、既存の HX クラスタからイ
ンポートした設定データが取り込まれているはずです。クラスタに追加する対象のサーバがア
ソシエートされていない場合は、それらのサーバを選択して [Continue]をクリックします。
フィールド

情報

VLAN for ESXi and HyperFlex management
VLAN Name

名前：hx-inband-mgmt

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3091

VLAN for HyperFlex Storage traffic
VLAN Name

名前：hx-storage-data

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3092

VLAN for VM vMotion
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フィールド

情報

VLAN Name

名前：hx-vmotion

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3093

VLAN for VM Network
VLAN Name

名前：hx-vm-network

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3094

MAC Pool
MAC Pool Prefix

例：00:25:B5:99（99 はデフォルトです。この値は
ユーザ環境に応じて設定できます）

‘ext-mgmt' IP Pool for Out-of-Band CIMC
IP Blocks
Subnet
Default gateway

HyperFlex ノードに指定された IP アドレスの範囲。
例：10.193.211.124-127、10.193.211.158-163 例：
255.255.255.0
IP アドレスを制限して制御するために、サブネット
を適切なレベルに設定するようにしてください。
例：255.255.0.0
ゲートウェイの IP アドレスを入力します。例：
10.193.0.1

Advanced
UCS Firmware version

ESX サーバと互換性のある FI ファームウェア バー
ジョン。例：3.1(2b)

HyperFlex Cluster Name

特定のクラスタ内の HX サーバのグループに適用さ
れる名前。これはユーザ定義の名前です。この
フィールドを使用して、クラスタ内のすべてのサー
バにサービス プロファイルを適用できます。

（注）

これらの VLAN ID は、環境に応じて変更できます。詳細については、「付録」を参照してくだ
さい。
入力した値が既存のクラスタと同じであることを確認できます。

ステップ 8

[Continue]をクリックします。[Hypervisor Configuration]ページが表示されます。次の情報を入力します。
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フィールド

情報

Configure Common Hypervisor Settings
Subnet Mask

IP アドレスを制限して制御するために、サブネット
マスクを適切なレベルに設定するようにしてくださ
い。例：255.255.0.0

Gateway

ゲートウェイの IP アドレスを入力します。例：
10.193.0.1

DNS Server

<IP アドレス>
DNS サーバがない場合は、HX データ プラット
フォーム インストーラの [Cluster Configuration] ペー
ジのいずれのフィールドにもホスト名を入力しない
でください。IP アドレスのみを使用します

ステップ 9

[Continue]をクリックします。[IP Addresses] ページが表示されます。[Add Compute Node]をクリックし、新
しいコンピューティング専用を追加します。追加するコンピューティング専用ノードのそれぞれについ
て、手動でハイパーバイザ管理 IP アドレスとデータ IP アドレスを入力します。フィールドの詳細につい
ては、以下の表を参照してください。
複数のコンピューティング専用ノードを追加する場合は、[Make IP Addresses Sequential] を選択します。
フィールド

情報

Management Hypervisor

ESX ホストとストレージ クラスタ間のハイパーバ
イザ管理ネットワーク接続を処理する静的 IP アド
レスを入力します。

Management Storage Controller

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タ間の HX データ プラットフォーム ストレージ コ
ントローラ VM 管理ネットワーク接続を処理する静
的 IP アドレスを入力します。

Data Hypervisor

ESX ホストとストレージ クラスタ間のハイパーバ
イザデータ ネットワーク接続を処理する静的 IP ア
ドレスを入力します。

Data Storage Controller

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タ間の HX データ プラットフォーム ストレージ コ
ントローラ VM データ ネットワーク接続を処理す
る静的 IP アドレスを入力します。
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フィールド

情報

Controller VM

コントローラ VM が既存の HX クラスタにインス
トールされている場合、それらの VM に適用された
デフォルトの管理者ユーザ名とパスワードを入力し
ます。
（注）

コントローラ VM 名は変更できません。
既存のクラスタ パスワードを使用してく
ださい。

ステップ 10 [Start]をクリックします。[Progress]ページに、さまざまな設定タスクの進捗状況が表示されます。
ステップ 11 インストールが完了したら、[Launch vSphere Web Client] をクリックしてストレージ クラスタの管理を開
始します。
（注）
既存のストレージ クラスタにノードを追加する場合、スケジュールされた時間に自動再調整が
行われるまで、クラスタには引き続き元のストレージ クラスタと同じ HA 復元力があります。
再調整は通常、24 時間中にスケジュールされ、ノードの障害発生後の 2 時間、またはストレー
ジ クラスタの領域がなくなった場合に行われます。
スケジュールされた時間よりも前にストレージ クラスタを再調整する必要がある場合は、次に示すスト
レージ クラスタの再調整コマンドを手動で実行します。
1 ストレージ クラスタのストレージ コントローラ VM コマンドラインから、次のように入力します。
# stcli rebalance start --force

2 再調整のステータスをモニタするには、コマンドを再入力します。
# stcli rebalance status

ステップ 12 新しいノードがストレージ クラスタに追加された後、HA サービスがリセットされ、HA が追加されたノー
ドを認識できるようになります。
a) vSphere にログインします。[vSphere Home] > [vCenter Inventory Lists] > [Hosts and Clusters] > [vCenter
Server] > [datacenter] > [cluster] > [host] から、新しいノードを選択します。
b) 右クリックし、vsphere HA に対し [Reconfigure]を選択します。

コンピューティング専用ノードの追加に関する前提条件
HyperFlex HX サーバ クラスタの作成後、コンピューティング専用ノードをクラスタに追加できま
す。このノードは、追加のコンピューティング リソースを提供するために追加されます。Cisco
UCSサーバは、クラスタにストレージ容量を追加しないので、キャッシング（SSD）またはスト
レージ（HDD）ドライブを装備する必要はありません。
コンピューティング専用ノードの追加を開始する前に、次の点を確認します。
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• ストレージ クラスタの状態が正常であること。
• 新しいノードが、ネットワークとディスクの要件を含め、インストールの前提条件に記載さ
れている コンピューティング専用ノード システムの要件を満たすサーバであること。
• 新しいノードが、以下の項目についてストレージ クラスタ内の他のノードに一致すること。
◦ コンピューティング専用ノードはベアメタル サーバと同様であり、「ベアメタル サー
バの準備」の章で指定されてるように準備する必要があります。正しいバージョンの
ESXi がインストールされて、静的 IP アドレスが適用されていることを確認してくださ
い。
◦ 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設定を使用します。この設
定には、VLAN ID とスイッチ タイプが含まれます。スイッチ タイプには、vSwitch、外
部スイッチ VLAN タギング（EST）を使用する VLAN タギング、仮想スイッチ タギン
グ（VST）を使用する VLAN タギング、仮想分散スイッチ（vDS）があります。
• ノードのソフトウェア バージョンが、Cisco HX Data Platform ソフトウェア バージョンおよ
び vSphere のソフトウェア バージョンと一致すること。必要に応じてアップグレードしま
す。ソフトウェアのバージョンを確認するには、[Storage Cluster Summary] タブに移動し、上
部のセクションで Cisco HX Data Platform のバージョンを確認します。
• 新しいノードに、有効な DNS および NTP サーバが少なくとも 1 つ設定されていること。
• SSO、vSwitch と vDS ネットワーキングもしくはいずれかを使用している場合は、新しいノー
ドの追加前に、ストレージ クラスタで設定されていること。

コンピューティング専用ノードの準備
ステップ 1

サーバがサポート対象の HX サーバで、ホストの要件に記載されている要件を満たしていることを確認し
ます。

ステップ 2

Cisco UCS Managerにログインします
a) ブラウザを開き、ストレージ クラスタ ネットワークの FI 用の Cisco UCS Managerアドレスを入力しま
す。
b) [Launch UCS Manager]ボタンをクリックします。
c) プロンプトが表示された場合は、Java をダウンロードして、インストールし、受け入れます。
d) ログイン クレデンシャルを入力します。デフォルトのクレデンシャル：ユーザ名：root パスワード：
Cisco123

ステップ 3

サーバを検索して、サーバがストレージ クラスタと同じファブリック インターコネクト ネットワークに
追加され、HX サーバであることを確認します。
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HX データ プラットフォーム インストーラの確認
ステップ 1

ストレージ クラスタのすべてのノードと、ストレージ クラスタに追加されているコンピューティング ノー
ドと通信できるノードに HX データ プラットフォーム インストーラがインストールされていることを確
認します。
注：HX データ プラットフォーム インストーラは、ブレード サーバにインストールすることはできませ
ん。ストレージ クラスタと同じネットワーク上にあるサーバにインストールする必要があります。

ステップ 2

HX データ プラットフォーム インストーラがインストールされていない場合は、「HX データ プラット
フォーム インストーラの展開」を参照してください。

UCS Manager を使用したコンピューティング専用ノードへの HX プロ
ファイルの適用
Cisco UCS Managerでは、ネットワーク ポリシーは HX プロファイルにグループ化されます。既存
のストレージクラスタにコンピューティング専用ノードを追加する場合は、適切なサービステン
プレートを適用する必要があります。

ステップ 1

Cisco UCS Managerにログインします
a) ブラウザを開き、ストレージ クラスタ ネットワークの FI 用の Cisco UCS Managerアドレスを入力しま
す。
b) [Launch UCS Manager]ボタンをクリックします。
c) プロンプトが表示された場合は、Java をダウンロードして、インストールし、受け入れます。
d) ログイン クレデンシャルを入力します。デフォルトのクレデンシャル：ユーザ名：admin パスワード：
Cisco123

ステップ 2

[Servers]> [Service Profile Templates] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に選択します。

ステップ 3

ノード タイプにテンプレートを選択します。
コンピューティング専用ノードとして [Service Template compute only-node] を選択します。
リストに含まれる可能性があるその他のサービス テンプレートは、サービス テンプレート HX220c ノー
ド、サービス テンプレート HX240c ノード、サービス テンプレート hx ノードになります。これらは、工
場で準備されたコンバージド ノードと再インストールされたコンバージド ノードで使用されます。

ステップ 4

[Service Template compute only-node]を右クリックして、[Create Service Profiles From Template] ダイアログを
開きます。

ステップ 5

[Create Service Profiles from Template] ダイアログで入力を完了します。
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• プロファイルの [Naming Prefix]と [Name Suffix Starting Number]を入力します。プロファイル名が増分
されます。
• サービス プロファイルの必要数を入力します。たとえば、2 つの新しいノードを追加する場合は、
[Number of Instances] フィールドに 2 と入力し、[OK]をクリックします。
ステップ 6

プロファイルが作成されたことを確認するには、[Servers]> [Service Profiles] > [root] > [Sub-Organizations] >
[hx-cluster] の順に選択して、新しいプロファイルを確認します。
サービスプロファイルのリストに、ステップ5で指定したものと同じ命名プレフィックスが付いた新しい
サービス プロファイルが含まれていることを確認します。

ステップ 7

コンピューティング専用ノードにプロファイルを関連付けます。
a) 作成したサービス プロファイルを右クリックします。
b) [Change Service Profile Association]を選択します。
c) [Associate Service Profile] ダイアログで、[Server Assignment] メニューから [Existing Server]を選択しま
す。
d) 適用可能な場合は、使用可能なサーバまたはすべてのサーバのリストからサーバを選択します。[OK]
をクリックします。
e) 各コンピューティング専用ノードに対し、ステップ a ～ステップ d を繰り返します。

ステップ 8

各コンピューティング専用サーバをブートします。
a) 関連付けられたプロファイルを選択します。
b) [General]タブの [Actions] で、[Boot Server] をクリックします。

コンピューティング ノードへの VMware ESXi のインストール
サーバには、サポート対象バージョンの ESX サーバが必要です。サポートされている ESX バー
ジョンのリストについては、『Cisco HX Data Platform Release Notes』を参照してください。
すべてのサーバが、ホスト ESX サーバの設定要件に記載されている必要なハードウェアおよび構
成に対応できることを確認します。構成時の設定は、HX データ プラットフォーム プロセス中に
適用されます。
各 HX サーバで ESX サーバをインストールします。

ステップ 1

www.cisco.com から、ESX ISO イメージをダウンロードします。
a) www.cisco.com から、[Support] > [All Software Downloads] > [Products] > [Servers-Unified Computing] >
[UCS - Hypervisors and Operating Systems] > [VMware ESXi for Cisco UCS]の順に選択するか、またはリン
クをクリックします。
b) [All Releases] を展開して、サポート対象の ESX バージョンを表示します。
c) .iso イメージをダウンロードします。
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UCS Manager を通じてアクセスできるネットワーク ロケーションを選択します。
ステップ 2

HX カスタマイズされた ESX インストーラの .iso イメージを作成します。次に例を示します。
a) HX データ プラットフォーム インストーラ VM のコマンド ラインにログインします。たとえば、SSH
を使用します。
b) HX データ プラットフォーム インストーラに ESX インストーラ イメージ ファイルをコピーします。
1 HX データ プラットフォーム インストーラ VM のコマンド ラインから、次のパスに変更しま
す。/opt/springpath/install-esxi
# cd /opt/springpath/install-esxi

2 ダウンロードした ESX インストーラ イメージ ファイルをダウンロードした場所から HX データ プ
ラットフォーム インストーラの場所 /opt/springpath/install-esxi にコピーします。たとえば、scp
などです。
c) HX カスタマイズされた ESX インストーラの .iso イメージを作成します。次に例を示します。
# ./makeiso.sh ./cisco-hx-esxi-6.0.ks.cfg
Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso
HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso

それぞれの説明は次のとおりです。
Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso

は、Cisco Web サイトからダウンロードされた

.iso イメージです。
HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso は、HX 固有のキックスタート ファイルを適

用することで作成されているカスタマイズされた .iso イメージです。
ステップ 3

UCS Manager にログインします。
a) ブラウザを開き、ストレージ クラスタ ネットワークの FI 用の UCS Manager アドレスを入力します。
b) [Launch UCS Manager]ボタンをクリックします。
c) プロンプトが表示された場合は、Java をダウンロードして、インストールし、受け入れます。
d) ログイン クレデンシャルを入力します。デフォルトのクレデンシャル：ユーザ名：admin パスワード：
Cisco123

ステップ 4

コンピューティング サーバを選択し、KVM コンソール セッションを起動します。
a) UCSM で、サーバを右クリックし、[KVM Console]を選択します。
b) Java が起動します。サーバが起動します。

ステップ 5

コンピューティング サーバの KVM パスに ESX インストーラの .iso イメージをコピーします。

ステップ 6

KVM コンソール セッションから、[Virtual Media]> [Map CD/DVD] の順に選択し、Cisco カスタム ISO イ
メージをマウントします。[Map CD/DVD] オプションが表示されない場合は、仮想デバイスをアクティブ
にする必要があります。
a) [Virtual Media] > [Activate Virtual Devices]の順に選択します。
これにより別のウィンドウが開くので、そのウィンドウが別のウィンドウで隠れないように注意して
ください。そうしないと、プロセスがタイムアウトになります。
b) [Accept the session] > [Apply]の順にクリックします。
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c) KVM コンソールに戻り、[Virtual Media] > [Map CD/DVD]の順に選択します。
ステップ 7

[Map CD/DVD] オプションから、ESX インストーラ .iso の場所にマップします。
a) .iso ファイルを選択します。
b) [Map]デバイスを選択します。
これが完了すると、ファイルがマッピングされた場所に存在することを示すチェックマークが表示さ
れます。マッピングされたファイルのフル ネームには ESX ビルド ID が含まれていることに注意して
ください。

ステップ 8

コンピューティング サーバをリセットします。
a) KVM コンソールで [Reset] ボタンをクリックします。[OK] をクリックして確定します。
b) [Power Cycle] を選択します。[OK] をクリックします。

ステップ 9

ESX サーバ .iso を指すようにブート パスを変更します。
a) F6 を押します。
b) [Enter boot selection]メニューから、矢印キーを使用して、[Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22] オプション
を強調表示します。
c) Enter キーを押して、選択します。
この再起動によって ESX サーバがインストールされます。
システムは、VMware ESX のフラッシュ メッセージに応答します。警告エラーが表示される場合があ
ります。これは無視してください。インストールの終了時にシステムが再起動することを示すエラー
が表示される場合があります。このメッセージは無視してください。再起動が行われます。
シスコ ロゴが表示されるのを待ちます。

ステップ 10 各サーバにこの手順を繰り返します。

管理ネットワークの設定
コンバージドノードでは、クラスタ展開に標準のワークフローウィザードを使用できます。コン
ピューティング専用ノードを追加するプロセスは多少異なります。
• 必ず最初にコンピューティング専用ノードを準備します。
• その後、UCS Manager を使用して HX プロファイルを適用します。
• 手動で HX カスタム ISO を使用するか、または vMedia ポリシー メソッドを使用して、ESXi
ハイパーバイザをインストールして設定します。
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• 既存のクラスタにノードを追加するプロセスに進む前に、管理ネットワークを設定します。

ステップ 1

ブラウザを開き、ストレージ クラスタ ネットワークの FI 用の UCS Manager アドレスを入力します。デ
フォルトのクレデンシャルを使用してログインします。

ステップ 2

UCS 経由で HX コンピューティング専用ノードの KVM コンソールにログインします。Cisco UCS Manager
で、[server] > [KVM Console]を右クリックします。

ステップ 3

F2 を入力して、ルート パスワード Cisco123 を使用して ESX にログインします。

ステップ 4

[VLAN] を選択し、hx-inband-management VLAN に VLAN ID を設定します。[OK] をクリックします。

ステップ 5

[IPv4 Configuration] を選択します。スタティック IP と入力 IP、サブネット マスクおよびゲートウェイの
情報を設定します。[OK] をクリックします。

ステップ 6

[DNS configuration] を選択し、DNS サーバのアドレスとホスト名を入力します。[OK] をクリックします。

ステップ 7

Y を入力して、ホストの管理ネットワークに加えられた変更を適用するための確認を受け入れます。KVM
コンソールを終了します。

ステップ 8

既存の HX クラスタに追加する各 HX コンピューティング専用ノードで手順を繰り返します。

Cisco HyperFlex システム クラスタへのコンピューティン
グ専用ノードの追加
開始前に、リストされている要件を満たしていることを確認します。

ステップ 1

HX Data Platform インストーラ VMにログインします。

ステップ 2

Web ブラウザを開き、Cisco HX データ プラットフォーム インストーラ VM が置かれている IP アドレス
を入力します。HX データ プラットフォーム インストーラ UI が表示されます。

ステップ 3

ログイン クレデンシャルを入力します。デフォルトのクレデンシャルは次のとおりです。
ユーザ名：root
パスワード：Cisco123
注目

• この手順以降は、ブラウザを閉じないでください。閉じるとデータが失われます。
• 次の手順に進む前に、コンピューティング ノードを準備するための手順を完了していること
を確認してください。
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ステップ 4

[Workflow] ページが表示されます。このページにはさらに 2 つのオプション [Cluster Creation]および [Cluster
Expansion]があります。左下隅で、[I know what I am doing, let me customize my workflow]を選択します。
[Continue]をクリックします。

ステップ 5

[Deploy HX Software]と [Expand HX Cluster]を選択します。[Continue]をクリックします。[Credentials]ペー
ジに移動します。
クレデンシャル情報を入力します。
表 8：vCenter クレデンシャル

フィールド

情報

vCenter Server

vCenter サーバのサーバ名または IP アドレス。例：
10.193.211.120

vCenter の [User Name]および [Admin Password]

管理者レベルのクレデンシャル。例：
administrator@vsphere.local

表 9：ハイパーバイザ クレデンシャル

フィールド

情報

Admin User Name

root

Admin Password

管理者レベルのクレデンシャル

（注）

既存の HX クラスタから必要な設定データが含まれる JSON ファイルをインポートするオプショ
ンを選択することもできます。
インポートした値が UCS Manager の値と異なると [Overwrite Imported Values] ダイアログ ボック
スがポップアップ表示されます。[Use Discovered Values]を選択します。

ステップ 6

[Continue]をクリックします。[Cluster Expand Configuration]ページが表示されます。拡張する HX クラスタ
を選択します。
（注）
既存のクラスタが見つからない場合は、既存のクラスタ管理 IP アドレスを手動で入力しま
す。

ステップ 7

[Continue]をクリックします。[IP Addresses] ページが表示されます。[Add Compute Node]をクリックし、新
しいノードを追加します。追加するコンピューティング専用ノードのそれぞれについて、手動でハイパー
バイザ管理 IP アドレスとデータ IP アドレスを入力します。フィールドの詳細については、以下の表を参
照してください。
複数のコンピューティング専用ノードを追加する場合は、[Make IP Addresses Sequential]を選択します。
コンピューティング専用ノードによって、ストレージ クラスタにコンピューティング リソースが追加さ
れます。
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フィールド

情報

Management Hypervisor

ESX ホストとストレージ クラスタ間のハイパーバ
イザ管理ネットワーク接続を処理する静的 IP アド
レスを入力します。

Management Storage Controller

[None]。ストレージがないためです。

Data Hypervisor

ESX ホストとストレージ クラスタ間のハイパーバ
イザデータ ネットワーク接続を処理する静的 IP ア
ドレスを入力します。

Data Storage Controller

[None]。ストレージがないためです。

Controller VM

コントローラ VM が既存の HX クラスタにインス
トールされている場合、それらの VM に適用された
デフォルトの管理者ユーザ名とパスワードを入力し
ます。コントローラ VM 名は変更できません。
オプションで、コントローラ VM の管理者ユーザの
新しいパスワードを入力します。

Advanced
Jumbo Frames

ホストの vSwitch および vNIC、ならびにすべての
ストレージ コントローラ VM でストレージ データ
ネットワークの MTU サイズを 9000 に設定する場
合は、このチェックボックスをオンにします。
（注）

Disk Partitions

9000 以外の MTU 値を設定する必要があ
る場合は、Cisco TAC にお問い合わせく
ださい。

ストレージ クラスタに追加しているすべてのノー
ドから既存のデータおよびパーティションをすべて
削除するには、[Clean up Disk Partitions] をクリック
します。保持すべきデータをバックアップします。
このオプションを選択すると、既存のデー
タおよびパーティションが削除されます。
これは、手動で準備されたサーバ用です。工場で準
備されたシステムにはこのオプションを選択しない
でください。工場で準備されたシステムのディスク
パーティションは正しく設定されています。
（注）
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ステップ 8

[Start]をクリックします。[Progress]ページに、さまざまな設定タスクの進捗状況が表示されます。ストレー
ジ コントローラ VM が展開され、HX データ プラットフォームのインストールが完了します。
• 展開中はブラウザを閉じないでください。[Summary] ページが表示されるまで待機します。
（注）
• インストーラの展開が失敗し、「Upgrade tools failed」というエラー メッセージが表示され
ることがあります。これは、VMware の既知の問題です。[Retry Deploy]をクリックして、
コンピューティング専用ノードの展開を完了します。問題が再度発生した場合は、展開が
成功するまで再試行し続けます。

ステップ 9

インストールが完了したら、[Launch vSphere Web Client] をクリックしてストレージ クラスタの管理を開
始します。

ステップ 10 新しいノードがストレージ クラスタに追加された後、HA サービスがリセットされ、HA が追加されたノー
ドを認識できるようになります。
a) vSphere にログインします。[vSphere Home] > [vCenter Inventory Lists] > [Hosts and Clusters] > [vCenter
Server] > [datacenter] > [cluster] > [host] から、新しいノードを選択します。
b) 右クリックし、vsphere HA に対し [Reconfigure]を選択します。

クラスタ展開の障害の解決
エラーダイアログボックスを受信し、ストレージクラスタの展開が完了しない場合は、次に示す
解決オプションに進みます。

ステップ 1

[EditConfiguration]：[Cluster Configuration] ページに戻ります。検証ページに記載されている問題を修正し
ます。

ステップ 2

[StartOver]：進捗テーブル エントリを消去することで、適用した設定を無効にし、[Cluster Configuration]
ページに戻って新しい展開を再度開始することができます。テクニカル アシスタンス センター（TAC）
を参照してください。

ステップ 3

[Continue]：エラーが発生している障害にもかかわらずストレージクラスタにノードを追加します。テク
ニカル アシスタンス センター（TAC）を参照してください。
（注）
[Continue] ボタンは、障害について把握していて、予測できない動作の可能性を受け入れる用意
がある場合にのみ選択します。
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混合 CPU を使用したクラスタのセットアッ
プ
この章では、異なる Intel CPU バージョンを使用する複数の HX ノードを同じ FI に追加する方法
を説明します。
• 混合 CPU の使用について, 95 ページ
• 混合 CPU を使用するための前提条件, 95 ページ
• EVC モードとの CPU 互換性, 96 ページ
• 既存のクラスタでの EVC の有効化, 96 ページ

混合 CPU の使用について
HyperFlex クラスタは、同じファブリック インターコネクト上で Intel v3 CPU および v4 CPU の両
方をサポートします。これを可能にしているのは、VMware Enhanced vMotion Compatibility（EVC）
機能です。EVC により、仮想マシンを異なる世代の CPU に移行できるようになっています。EVC
を有効にした後、クラスタ内のすべてのホストを構成して、下位モデルの CPU の機能で基準を設
定します。これにより、仮想マシンがどのホスト上で実行されているかに関わらず、すべての仮
想マシンに同一の CPU 機能が公開されるため、仮想マシンをクラスタ内のどのホストにでも移行
できます。したがって、ホストによって基本となるハードウェアが異なるとしても、vMotion の
CPU 互換性が確保されます。

混合 CPU を使用するための前提条件
以下のシナリオでは、仮想マシンが EVC クラスタに含まれているとしても、vMotion を使用した
仮想マシンの移行が失敗する場合があります。
• ホストが vCenter Server システムに接続されていない。
• ホストが vMotion 用に設定されていない。
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• 仮想マシンが、送信元ホストと宛先ホストで共有するストレージ上にない。この場合、これ
らのホストの間で vMotion による仮想マシンの移行を行うことはできません。
• EVC 対応のクラスタ内で、単一ベンダーの CPU しか使用できないようになっている。この
場合、別のベンダーによるホストを EVC 対応のクラスタに追加することはできません。
• EVC 対応のクラスタで、異なるリビジョン番号（v2、v3、v4）の Xeon E3 または Xeon E5
ファミリの Intel プロセッサが使用されている。この場合、EVC ベースラインが必要になり
ます。これは、リビジョンごとに新しい命令セットが利用可能になるためです。すべてのプ
ロセッサの EVC 基準は同じですが、すべてのプロセッサが同じ命令セットを仮想マシンに
提示する必要があります。
• BIOS で高度な仮想化 CPU 機能が利用できる場合、その機能が有効にされていない。有効に
されていないと、EVC を有効にする際に、EVC 互換性チェックで特定の CPU に存在すると
想定される機能を検出できないため、問題が発生します。

EVC モードとの CPU 互換性
CPU との互換性がある EVC（Enhanced vMotion Compatibility）モードを判別するには、『VMware
Compatibility Guide』（http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server）
を参照してください。サーバ モデルまたは CPU ファミリを検索し、[CPU Series] 列のエントリを
クリックすると、互換性のある EVC モードが表示されます。
ホストでサポートされる EVC モード
各モードは、同じ名前を持つプロセッサで利用できる機能と密接に対応します。新しいプロセッ
サとその CPU に対応するモードには、追加機能があります。ホストの現在の EVC モードを調べ
るには、vSphere Web クライアントにアクセスします。vSphere クライアントで、ホストの [Summary]
タブでは、EVC が有効になっているかどうかが示され、有効になっている場合はホストの現在の
EVC モードが表示されます。EVCモードの横にある青いアイコンをクリックすると、そのホスト
でサポートされるすべての EVC モードの一覧が表示されます。
VMware には、互換性のある EVC モードおよびその他の CPU 機能を表示する、無料の CPU 識別
ユーティリティも用意されています。このユーティリティを以下のリンクからダウンロードして、
ISO イメージからホストをブートすることができます。
https://www.vmware.com/support/shared_utilities.html

既存のクラスタでの EVC の有効化
EVC は、vCenter または vCenter サーバ インベントリ内にクラスタ レベルで設定できます。EVC
は、基準セットをクラスタ内のすべてのノードに適用します。EVC が有効にされると、クラスタ
内のホスト間で vMotion による移行が可能になります。クラスタに追加できるのは、このプロパ
ティを維持するホストのみです。
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（注）

• EVC はデフォルトで無効になっています。[VMware EVC] のクラスタ設定で EVC を有効
にすることができます。
• これは HX Data Platform の制約ではなく、VMware の制限です。さらに詳細については、
VMware KB の記事『EVC and CPU Compatibility FAQ (1005764)』を参照してください。

ステップ 1

Broadwell ノードを既存の Haswell クラスタに追加するために、ファブリック インターコネクトを 3.1(2b)
にアップグレードします。

ステップ 2

HX ノード ファームウェアをアップグレードします。

ステップ 3

クラスタに Intel CPU が搭載されたホストのみが含まれていることを確認します。

ステップ 4

コントローラ VM をシャットダウンします。

ステップ 5

HX ホストをメンテナンス モードにします。

ステップ 6

[VMware Web Client] > [Host] > [Cluster] に移動します。EVC を有効にするクラスタを選択します。

ステップ 7

[Manage]タブに移動します。ナビゲーション ペインで、[VMware EVC] を選択します。

ステップ 8

[Edit]をクリックします。[Enable EVC for Intel Host]を選択します。ドロップダウン メニューから、[Haswell
Generation]を選択します。

ステップ 9

[OK]をクリックします。EVC が Haswell 基準で有効になります。
• [Compatibility] ウィンドウに、[Validation succeeded]と示されているはずです。
（注）
• クラスタ内のホストに該当する CPU ベンダーと機能セットを選択します。
• EVC の変更が有効になるように、以前は EVC が作成されていなかった VM のすべてにつ
いて電源の再投入が必要になる場合があります。
• 以下の複雑なプロセスを実行する際は、Cisco TAC にお問い合わせください。
◦ 再稼働された Haswell ノードで既存の Broadwell クラスタを拡張する際に EVC を有効
にする。
◦ vCenter が HX に配置されている状況でクラスタを拡張する際に EVC を有効にする。
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• 外部ファイバ チャネル ストレージ, 99 ページ
• 外部 iSCSI ストレージへの HX サーバの接続, 109 ページ
• 外部 NFS ストレージへの HX サーバの接続, 119 ページ
• ファイバ チャネルのゾーン分割, 121 ページ
• Cisco UCS Managerのファイバ チャネルのゾーン分割, 121 ページ
• ファイバ チャネル ゾーン分割の設定, 122 ページ
• ダイレクト アタッチド ストレージ, 123 ページ
• ファイバ チャネル スイッチング モード, 124 ページ
• ファイバ チャネル スイッチング モードの設定, 125 ページ

外部ファイバ チャネル ストレージ
外部ファイバ チャネル ストレージへの HX ノードの接続
このドキュメントでは、Tier 1 外部ファイバ チャネル（FC）ストレージ アレイを HX ノードに接
続する方法を詳しく説明します。外部 FC ストレージは、次のように、ファイバ チャネル エンド
ホスト モードとイーサネット エンドホスト モードで HX ノードに接続できます。
• ファブリック接続 FC ストレージ
• ファブリック接続 FCoE ストレージ

（注）

ファブリック インターコネクトへの直接接続および Cisco UCS ベースのゾーン分割はサポー
トされていません。
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ストレージ設計に関する考慮事項
SAN 接続に関する設計上の考慮事項を次に示します。
• ノースバウンド ストレージの物理接続では、LAN 接続などの仮想ポート チャネル（vPC）
がサポートされません。
• ポート チャネルまたはトランキングを利用して、複数のストレージ アップリンク ポートを
結合して物理リンクの冗長性を確保することができます。
• ストレージ リソースの冗長性はストレージ自体で管理され、その方法はベンダーによって異
なります。
• 外部ストレージを HX ドメインに直接接続すると、追加の処理によりファブリック インター
コネクトの物理ポートの使用量が増加します。
• ストレージ リソースへのアクセスを提供するには、VSAN やゾーン分割などのソフトウェア
設定が必要です。
• 外部ストレージ接続を利用する場合は、2 つのクラスタ間で LAN 接続ポリシーが異なる可能
性があるため、ストレージに接続する各クラスタを独自のドメイン内に置くことが不可欠で
す。

ストレージ設定の順序
以下のステップに記載順に従って、HX サーバを外部ファイバ チャネル（FC）ストレージに接続
します。

ステップ 1

管理者レベルのクレデンシャルを使用して、HX データ プラットフォーム インストーラにログインしま
す。最初のワークフローの選択で、[I know what I’m doing, let me customize my workflow]オプションをク
リックします。

ステップ 2

[Run UCSM Configuration]および [Run ESX Configuration] のみを選択します。

ステップ 3

ウィザードに従って、設定を完了します。上記の章で説明している手順で作成する HX ポリシー、サービ
ス プロファイル テンプレート、およびサービス プロファイルを、HX クラスタに関連付けることになり
ます。
特定の手順については『HyperFlex Getting Started Guide』の「Configuring HX Data Platform」の章を参照し
てください。 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/
GettingStartedGuide/b_HyperFlexSystems_GettingStartedGuide/b_HX_BookMap_chapter_011.html#id_13262
クラスタがオンラインになった後では、vHBA はなくなります。

ステップ 4

FC または iSCSI ストレージを追加するかどうかを判断します。
FC ストレージの接続
a) Cisco UCS Manager GUIにログインして、ファイバ チャネル通信用の VSAN を作成します。
b) HyperFlex の WWNN プールと WWN ブロックを作成します。
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c) ファブリック固有の（hx-a および hx-b）WWNN プールと WWPN ブロックを作成します。
d) ファブリック A とファブリック B にそれぞれ関連付けられている上記の WWPN プールを使用して、
vHBA テンプレートのペアを作成します。
e) HyperFlex SAN 接続ポリシーを作成します。
f) クラスタに使用する HX サービス プロファイル テンプレート（SPT）に HX SAN 接続ポリシーを割り
当てます。これにより、変更された SPT から作成されたクラスタ内のすべてのノードで pending-ack が
発生します。vHBA を使用してサービス プロファイルの再設定をトリガーするために、クラスタ内の
すべてのサービス プロファイルのすべての pending-ack を確認します。
iSCSI ストレージの接続
a) Cisco UCS Manager GUIにログインし、VLAN を作成します。
b) iSCSI ストレージの MAC プール アドレスを作成します。
c) ファブリック A とファブリック B にそれぞれ関連付けられている vNIC テンプレートのペアを作成し
ます。
d) HyperFlex LAN 接続ポリシーを作成します。
e) クラスタに使用する HX サービス プロファイル テンプレート（SPT）に HX LAN 接続ポリシーを割り
当てます。これにより、変更された SPT から作成されたクラスタ内のすべてのノードで pending-ack が
発生します。vNIC を使用してサービス プロファイルの再設定をトリガーするために、クラスタ内のす
べてのサービス プロファイルのすべての pending-ack を確認します。
f) ネットワークおよびストレージ アダプタを追加します。
ステップ 5

これで、外部ストレージの追加が完了します。
（注）
任意で、上記の 2 種類のストレージのいずれかを HX FI ドメインに追加するか、または FC スト
レージと iSCSI ストレージの両方を HX FI ドメインに追加できます。

ステップ 6

再度 HX インストーラにログインします。[Start Over]をクリックします。

ステップ 7

最初のワークフローの選択で、[I know what I’m doing, let me customize my workflow]オプションをクリック
します。

ステップ 8

[Deploy HX Software]を選択します。ウィザードに従って、HX クラスタを作成します。

ファイバ チャネルの VSAN の作成
SAN クラウドの FCoE VLAN と LAN クラウドの VLAN の ID は違っている必要があります。同じ
ID を使用すると、その FCoE VLAN を使用しているすべての vNIC とアップリンク ポートで重大
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な障害が発生し、トラフィックが中断されます。ID が FCoE VLAN ID と重複しているすべての
VLAN 上でイーサネット トラフィックがドロップされます。

ステップ 1

[Navigation]ペインで [SAN] をクリックします。

ステップ 2

[SAN Cloud] > [VSAN]ノードを選択します。

ステップ 3

[VSAN]ノードを右クリックし、[Create Storage VSAN] を選択します。

ステップ 4

[Create VSAN]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name]フィールド

ネットワークに割り当てられている名前。
この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
た、オブジェクトが保存された後で、この名前を変
更することはできません。

[FC Zoning*]フィールド

FC エンドポイント ホスト モードのファブリック
インターコネクトの [Disable]オプション ボタンが
選択されていることを確認します。
（注）

[Configuration]

ファブリック インターコネクトがアップ
ストリーム スイッチに接続されていない
ことを確認します。

環境に応じて設定を選択します。
• VSAN がすべての使用可能なファブリック内
で同じ VSAN ID にマッピングされるようにす
る場合は、[Common/Global]オプション ボタン
をクリックします。
• ファブリック A とファブリック B で異なる ID
を持つ 2 つの VSAN を作成する場合は、[Both
Fabrics Configured Differently]オプション ボタ
ンをクリックしします。

[VSAN ID]フィールド
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名前

説明

[FCoE VLAN]フィールド

ファイバ チャネル接続に使用される VLAN に割り
当てられた固有識別情報。
VLAN 4048 はユーザが設定可能です。ただし、Cisco
UCS Managerでは、VLAN 4048 が次のデフォルト値
に使用されます。4048 を VLAN に割り当てる場合
は、これらの値を再設定する必要があります。

WWNN プールの作成
ワールド ワイド ノード名（WWNN）プールは、ワールド ワイド ノード名だけを含む World Wide
Name（WWN）プールです。サービス プロファイルに WWNN のプールを含める場合、関連付け
られたサーバには、そのプールから WWNN が割り当てられます。

重要

WWN プールは、20:00:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00 ～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF の範囲内の WWNN または WWPN だけをイ
ンクルードできます。その他の WWN 範囲はすべて予約されています。SAN ファブリックで
Cisco UCSWWNN と WWPN を確実に一意にするには、プールのすべてのブロックに
20:00:00:25:B5:XX:XX:XX の WWN プレフィックスを使用することをお勧めします。

ステップ 1

[Navigation]ペインで [SAN] をクリックします。

ステップ 2

[SAN]> [Pools] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に展開します。

ステップ 3

プールを作成する [hx-cluster]サブ組織を展開します。

ステップ 4

[WWNN Pools] を右クリックし、[Create WWNN Pool]を選択します。

ステップ 5

[Create WWNN Pool]ウィザードの [Define Name and Description] ダイアログボックスで、[HyperFlex] と入力
します。

ステップ 6

[Next]をクリックします。

ステップ 7

[Create WWNN Pool]ウィザードの [Add WWN Blocks] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 8

[Create WWN Block]ダイアログ ボックスで、次のフィールドに値を入力します。
[Form]フィールド：ブロック内の最初の WWN。
[Size]フィールド：ブロックに含める WWN の数。
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WWN プールの場合、プール サイズは ports-per-node + 1 の倍数にする必要があります。たとえば、ノード
ごとに 7 個のポートがある場合、プール サイズは 8 の倍数である必要があります。ノードごとに 63 個の
ポートがある場合、プール サイズは、64 の倍数である必要があります。
ステップ 9

[OK]をクリックします。

ステップ 10 [Finish]をクリックします。

次の作業
WWPN プールを作成します。

WWPN プールの作成
ステップ 1

[Navigation]ペインで [SAN] をクリックします。

ステップ 2

[SAN]> [Pools] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に展開します。

ステップ 3

[WWPN Pools] を右クリックし、[Create WWPN Pool]を選択します。

ステップ 4

[Create WWPN Pool]ウィザードの [Define Name and Description] ダイアログボックスで、[hx-a] と入力しま
す。

ステップ 5

[Next]をクリックします。

ステップ 6

[Create WWNN Pool]ウィザードの [Add WWN Blocks] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 7

[Create WWN Block]ダイアログ ボックスで、次のフィールドに値を入力します。
[Form]フィールド：ブロック内の最初の WWN。
[Size]フィールド：ブロックに含める WWN の数。
WWN プールの場合、プール サイズは ports-per-node + 1 の倍数にする必要があります。たとえば、ノード
ごとに 7 個のポートがある場合、プール サイズは 8 の倍数である必要があります。ノードごとに 63 個の
ポートがある場合、プール サイズは、64 の倍数である必要があります。

ステップ 8

[OK]をクリックします。

ステップ 9

[Finish]をクリックします。

次の作業
WWPN プール [hx-b]を作成します。上記の手順に従ってください。
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vHBA テンプレートの作成
このテンプレートは、サーバ上の vHBA による SAN への接続方法を定義するポリシーです。これ
は、vHBA SAN 接続テンプレートとも呼ばれます。このポリシーを有効にするには、このポリシー
をサービス プロファイルに含める必要があります。

はじめる前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• ネームド VSAN
• WWNN プール、または WWPN プール
• SAN ピン グループ
• 統計情報しきい値ポリシー

ステップ 1

[Navigation]ペインで [SAN] をクリックします。

ステップ 2

[SAN]> [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に展開します。

ステップ 3

[vHBA Templates]ノードを右クリックし、[Create vHBA Template] を選択します。

ステップ 4

[Create vHBA Template]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name]フィールド

[vhba-a]と入力します。
仮想ホスト バス アダプタ（vHBA）テンプレートの
名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
た、オブジェクトが保存された後にこの名前を変更
することはできません。

[Description]フィールド

テンプレートのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。

[Fabric ID]フィールド

[A]を選択します。

[Select VSAN]ドロップダウン リスト

ファブリック A に選択した VSAN を選択して、こ
の vHBA に関連付けます。
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名前

説明

[Template Type]フィールド

[Updating Template]を選択します。
このテンプレートが変更されると、このテンプレー
トから作成された vHBA が更新されます。

[Max Data Field Size]フィールド

デフォルト：2048
vHBA がサポートするファイバ チャネル フレーム
のペイロード バイトの最大サイズ。

ステップ 5

[WWPN Pool]ドロップダウン リスト

[hx-a]を割り当てます。

[QoS Policy]ドロップダウン リスト

<not set>

[Pin Group]ドロップダウン リスト

<not set>

[Stats Threshold Policy]ドロップダウン リスト

<not set>

[OK]をクリックします。

次の作業
ファブリック インターコネクト B の vHBA テンプレートを作成します。

ファブリック インターコネクト B の vHBA テンプレートの作成
ステップ 1

[Navigation]ペインで [SAN] をクリックします。

ステップ 2

[SAN]> [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に展開します。

ステップ 3

[vHBA Templates]ノードを右クリックし、[Create vHBA Template] を選択します。

ステップ 4

[Create vHBA Template]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[Name]フィールド

[vhba-b]と入力します。
仮想ホスト バス アダプタ（vHBA）テンプレートの
名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
た、オブジェクトが保存された後にこの名前を変更
することはできません。
テンプレートのユーザ定義による説明。

[Description]フィールド

256 文字以下で入力します。
[Fabric ID]フィールド

[B]を選択します。

[Select VSAN]ドロップダウン リスト

ファブリック B に選択した VSAN を選択して、こ
の vHBA に関連付けます。

[Template Type]フィールド

[Updating Template]を選択します。
このテンプレートが変更されると、このテンプレー
トから作成された vHBA が更新されます。
デフォルト：2048

[Max Data Field Size]フィールド

vHBA がサポートするファイバ チャネル フレーム
のペイロード バイトの最大サイズ。

ステップ 5

[WWPN Pool]ドロップダウン リスト

[hx-b]を割り当てます。

[QoS Policy]ドロップダウン リスト

<not set>

[Pin Group]ドロップダウン リスト

<not set>

[Stats Threshold Policy]ドロップダウン リスト

<not set>

[OK]をクリックします。
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SAN 接続ポリシー
接続ポリシーは、ネットワーク内のサーバとSANの間の接続およびネットワーク通信リソースを
決定します。これらのポリシーは、プールを使用してサーバに MAC アドレス、WWN、および
WWPN を割り当て、サーバがネットワークとの通信に使用する vNIC および vHBA を識別しま
す。

（注）

これらの接続ポリシーは、サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレート
に含まれるため、静的 ID を接続ポリシーで使用することはお勧めしません。接続ポリシーは、
複数のサーバを設定するためにも使用できます。

SAN 接続ポリシーの作成
ステップ 1

[Navigation]ペインで [SAN] をクリックします。

ステップ 2

[SAN]> [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に展開します。

ステップ 3

[SAN Connectivity Policies] を右クリックし、[Create SAN Connectivity Policy]を選択します。

ステップ 4

[Create SAN Connectivity Policy]ダイアログボックスで、[Name] として Hyperflex と入力し、オプションで
[Description] に説明を入力します。

ステップ 5

[WWNN Assignment]ドロップダウンから、[Hyperflex] プールを選択します。
各プール名の後には、プール内で利用可能な WWN の数および WWN の合計数を示す、括弧に囲まれた 2
つの数字が表示されます。

ステップ 6

[Add]をクリックします。

ステップ 7

[Create vHBAs]ダイアログボックスで、名前として vhba-a と入力します。

ステップ 8

[Use vHBA template]をクリックします。

ステップ 9

[vHBA template] ドロップダウン リストから [vhba-a] を選択します。

ステップ 10 [Adapter Policy] ドロップダウン リストから [VMware] を選択します。
ステップ 11 [OK]をクリックします。
ステップ 12 ステップ 7 から 12 を繰り返して、vHBA vhba-b を作成し、vhba-b テンプレートを割り当てます。

次の作業
HX ノード サービス プロファイル テンプレートに SAN 接続ポリシーを統合します。
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HX ノード サービス プロファイル テンプレートへの SAN 接続ポリシー
の統合

ステップ 1

[Navigation]ペインで [Server] をクリックします。

ステップ 2

[Servers]> [Service Profile Template] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] の順に展開します。

ステップ 3

[Service Template hx-nodes]を選択し、[vHBA] を選択します。

ステップ 4

作業ペインの [Storage]タブで、[SAN Connectivity Policy] セクションにあるドロップダウン リストから
[HyperFlex] を選択します。

ステップ 5

[Save] をクリックします。

これにより、この SPT に関連付けられているサービス プロファイルがユーザの確認をとってから
HX ノードをリブートします。

外部 iSCSI ストレージへの HX サーバの接続
iSCSI SAN の概念
iSCSI SAN はコンピュータ システム間またはホスト サーバ間でイーサネット接続を使用する、ハ
イパフォーマンスのストレージ サブシステムです。SAN のコンポーネントには、ストレージ ト
ラフィックを転送するホスト サーバ、スイッチ、ルータ内の iSCSI ホスト バス アダプタ（HBA）
またはネットワーク インターフェイス カード（NIC）、ケーブル、ストレージ プロセッサ、およ
びストレージ ディスク システムがあります。
iSCSI SAN は、クライアント/サーバ アーキテクチャを使用します。iSCSI イニシエータと呼ばれ
るクライアントは、ホスト上で稼働します。iSCSI イニシエータは iSCSI コマンドをサーバに対し
て発行します。これらのコマンドは、iSCSI プロトコルを使用してカプセル化した状態で送信され
ます。サーバは、iSCSI ターゲットと呼ばれます。iSCSI ターゲットはネットワーク上の物理スト
レージ システムを表します。また、たとえば仮想マシンで稼働する iSCSI ターゲット エミュレー
タなどの iSCSI ターゲットを仮想 iSCSI SAN で提供することもできます。iSCSI ターゲットは必要
な iSCSI データを送信して、イニシエータからのコマンドに応答します。

検出、認証、およびアクセス制御
ストレージを検出し、そのストレージへのアクセスを制限するには、いくつかのメカニズムを使
用できます。ストレージ アクセス制御ポリシーをサポートするように、ホストとインターネット
SCSI（iSCSI）を設定する必要があります。
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仮想マシンが iSCSI SAN 上のデータにアクセスする方法
ESXi が仮想マシンのディスク ファイルを保管する VMFS データストアは、SAN ストレージ デバ
イス上にあります。仮想マシンのゲストオペレーティングシステムが自身の仮想ディスクに対し
て iSCSI コマンドを発行すると、SCSI 仮想化層により、コマンドが VMFS ファイル操作に変換さ
れます。iSCSI イニシエータがネットワーク接続に使用するポートに応じて、イーサネット スイッ
チとルータは、ホストがアクセス対象とするストレージ デバイスにリクエストを伝送します。
iSCSI SAN での ESXi の使用
SAN と併せて ESXi を使用することで、ストレージが統合されて信頼性が向上するとともに、ディ
ザスタ リカバリにも役立ちます。iSCSI SAN ストレージ システムを使用するように ESXi ホスト
をセットアップする場合は、いくつかの特殊な考慮事項があることに注意してください。
iSCSI ストレージに関するベスト プラクティス
iSCSI SAN と併せて ESXi を使用する際は、VMware が提示している問題回避のためのベスト プラ
クティスに従ってください。
ストレージ システムがストレージ API（アレイ統合ハードウェア アクセラレーション機能）をサ
ポートしている場合は、ストレージ予約を確認します。また、ストレージ システム側でハード
ウェアアクセラレーションサポートを有効にする方法について、ベンダーのドキュメントで確認
する必要があります。

iSCSI SAN の問題の回避
SAN と併せて ESXi を使用する際は、SAN 設定で問題が発生しないよう、以下の特定のガイドラ
インに従ってください。
• 各 LUN に配置する VMFS データストアは 1 つだけにしてください。LUN 上に複数の VMFS
データストアを配置することは推奨されません。
• システムが設定するパス ポリシーは、それを変更することによってどのような影響があるか
を理解していない限り、変更しないでください。
• 設定、アクセス制御、ストレージ、スイッチ、サーバ、iSCSI HBA 設定、ソフトウェアおよ
びファームウェアのバージョン、ストレージの配線計画を含め、すべての情報を文書化して
ください。
• 障害時に備えた計画を立てます。トポロジ マップの複数のコピーを作成します。各要素につ
いて、その要素で障害が発生した場合に SAN に与える影響を検討してください。
• 極めて重要な障害点を見逃さないよう、設計に記載されている各種のリンク、スイッチ、
HBA、およびその他の要素のそれぞれをチェックするごとに線を引いて消します。
• スロットとバス速度に基づき、iSCSI HBA が ESXi ホストの正しいスロットに設置されてい
ることを確認します。サーバで使用可能なバスの間で PCI バスの負荷を分散します。
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• ESXi パフォーマンス グラフ、イーサネット スイッチ統計情報、およびストレージ パフォー
マンス統計情報を含め、あらゆる可視の情報で、ストレージ ネットワーク内のさまざまなモ
ニタ ポイントを十分に理解します。
• ホストが使用する VMFS データストアが配置されている LUN の ID を変更する際は注意して
ください。ID が変更されると、VMFS データストアで実行中の仮想マシンで障害が発生しま
す。VMFS データストアで実行中の仮想マシンがないとしても、LUN の ID を変更した後は、
ホスト上で再スキャンを行って ID をリセットする必要があります。再スキャンを使用する
方法の詳細については、「Storage Refresh and Rescan Operations」を参照してください。
• iSCSI アダプタのデフォルト名を変更する必要がある場合は、使用する名前が世界レベルで
一意であり、適切な形式になっていることを確認します。ストレージ アクセスに問題が発生
しないよう、それぞれ異なるホスト上にあるアダプタであっても、決して複数のアダプタに
同じ iSCSI 名前を割り当てないでください。
• iSCSI トラフィックとアップリンクがそれぞれに専用の vSwitch で隔離されるようにしてくだ
さい。

HX ドメインに iSCSI を接続する手順
HX FI ドメインに iSCSI ストレージを追加するための VLAN の作成

ステップ 1

Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager の IP アドレスを入力します。ログイン クレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2

[LAN] タブ > [LAN] > [LAN Cloud] > [VLANS] に移動します。

ステップ 3

次の表に示すように、右クリックして [Create VLANs] を選択します。
VLAN 名

説明

hx-extstorage-iscsi

外部ストレージの接続を追加するために使 HyperFlex
用されます

（注）

マルチキャスト
ポリシー名

VLAN ID（デフォ
ルト）
4201

• 設定オプションは [Common/Global] です。これは、両方のファブリックに適用され、いず
れの状況でも同じ設定パラメータが使用されます。
共有タイプは、[None] に設定されます。
•

ステップ 4

[OK]をクリックします。
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次の作業
外部ストレージの MAC プールを作成します。

外部ストレージの MAC アドレス プールの作成
すでに存在する MAC アドレスの重複を避けるために、デフォルトの MAC アドレスのブロックを
変更します。各ブロックには、デフォルトで 100 個の MAC アドレスが含まれており、UCS シス
テムごとに最大 100 の HX サーバを展開できます。トラブルシューティングを容易にするために、
vNIC ごとに 1 つの MAC プールを使用することを推奨します。

（注）

8 桁目は A または B に設定します。「A」は、ファブリック インターコネクト A にピン接続
された vNIC で設定されます。「B」は、ファブリック インターコネクト B にピン接続された
vNIC で設定されます。

ステップ 1

Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager の IP アドレスを入力します。ログイン クレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2

Cisco UCS Managerで、[LAN tab] > [Pools] > [root] > [Sub-org] > [hx-cluster] > [MAC Pools] に移動します。

ステップ 3

[MAC Pools]を右クリックし、[Create MAC Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create MAC Pool]ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次に示すように必須フィールドに
入力します。
MAC プール名

説明

割り当て順序

MAC アドレス ブロック

hx-extstorage-a

HyperFlex システムに外部スト
レージを追加するための MAC
プール

逐次

00:25:B5:XX:1:01-63

（注）

MAC アドレスの最後のブロックを確認し、次の順序のブロックを使用して、両方のファブリッ
クに新しい MAC プールを作成してください。

ステップ 5

[Next]をクリックします。

ステップ 6

[Create MAC Pool]ウィザードの [Add MAC Addresses] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 7

[Create a Block of MAC Addresses]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[First MAC Address]フィールド

ブロック内の最初の MAC アドレス。

[Size]フィールド

ブロック内の MAC アドレス数。
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ステップ 8

[OK]をクリックします。

ステップ 9

[Finish]をクリックします。

次の作業
手順を繰り返して、ファブリック インターコネクト b に MAC プール hx-extstorage-b を作成しま
す。

iSCSI ストレージの vNIC テンプレートの作成
このテンプレートは、サーバ上の vNIC と LAN の接続方法を定義するポリシーです。これは、
vNIC LAN 接続テンプレートとも呼ばれます。このポリシーを有効にするには、このポリシーを
サービス プロファイルに含める必要があります。

はじめる前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• ネームド VLAN
• MAC プール
• Jumbo MTU
• QoS ポリシー

ステップ 1

Cisco UCS Manager で、[LAN] タブ > [Policies] > [root] > [Sub-Organization] > [Hyperflex] > [vNIC Templates]
に移動します。

ステップ 2

[vNIC Templates]ノードを右クリックし、[Create vNIC Template] を選択します。

ステップ 3

[Create vNIC Template]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name]フィールド

extstorage_iscsi-a を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
た、オブジェクトが保存された後にこの名前を変更
することはできません。

[Description]フィールド

テンプレートのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。
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名前

説明

[Fabric ID]フィールド

[A]を選択します。

[Redundancy]ドロップダウン リスト

プライマリ

Target

アダプタ

[Template Type]フィールド

[Updating Template]を選択します。
このテンプレートが変更されると、このテンプレー
トから作成された vNIC が更新されます。

ステップ 4

[VLAN]フィールド

hx-extstorage-iscsi（上記で作成したもの）

[CDN Source]

vNIC 名

[MTU]ドロップダウン リスト

9000

[MAC Pool]

hx-extstorage-a（以前に作成済み）

[QoS Policy]ドロップダウン リスト

ブロンズ

[Connection]

ダイナミック

[OK]をクリックします。

次の作業
ファブリック インターコネクト B の vNIC テンプレートを作成します。

ファブリック インターコネクト B の vNIC テンプレートの作成

ステップ 1

Cisco UCS Manager で、[LAN] タブ > [Policies] > [root] > [Sub-Organization] > [Hyperflex] > [vNIC Templates]
に移動します。

ステップ 2

[vNIC Templates]ノードを右クリックし、[Create vNIC Template] を選択します。

ステップ 3

[Create vNIC Template]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
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名前

説明

[Name]フィールド

extstorage_iscsi-b を入力します。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できま
す。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロ
ン）、および .（ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。ま
た、オブジェクトが保存された後にこの名前を変更
することはできません。
テンプレートのユーザ定義による説明。

[Description]フィールド

256 文字以下で入力します。
[Fabric ID]フィールド

[B]を選択します。

[Redundancy]ドロップダウン リスト

セカンダリ

[Post Redundancy Template]ドロップダウン リスト

extstorage_iscsi-a

[Target]

アダプタ

[Template Type]フィールド

[Updating Template]を選択します。
このテンプレートが変更されると、このテンプレー
トから作成された vNIC が更新されます。

ステップ 4

[VLAN]フィールド

hx-extstorage-iscsi（上記で作成したもの）

[CDN Source]

vNIC 名

[MTU]ドロップダウン リスト

9000

[MAC Pool]

hx-extstorage-b（以前に作成済み）

[QoS Policy]ドロップダウン リスト

ブロンズ

[Connection]

ダイナミック

[OK]をクリックします。

次の作業
LAN 接続ポリシーを作成します。
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LAN 接続ポリシー
接続ポリシーは、ネットワーク内のサーバと LAN の間の接続およびネットワーク通信リソースを
決定します。このポリシーは、プールを使用して MAC アドレスをサーバに割り当て、サーバが
ネットワークとの通信に使用する vNIC を識別します。

（注）

これらの接続ポリシーは、サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレート
に含まれるため、静的 ID を接続ポリシーで使用することはお勧めしません。接続ポリシーは、
複数のサーバを設定するためにも使用できます。

LAN 接続ポリシーの作成

ステップ 1

[Navigation]ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN]タブで、[LAN] > [Sub-Org] > [hx-cluster] > [LAN Connectivity Policies] > [HyperFlex] を展開します。

ステップ 3

[Add iSCSI vNICs]をクリックします。

ステップ 4

[Create vNIC]ダイアログボックスで、名前（iscsi-A）を入力します。[Use vNIC Template] および [Redundancy
Pair] をオンにします。

ステップ 5

[Peer Name]に iscsi-B と入力します。

ステップ 6

[vNIC Template]の名前として、ドロップダウン リストから [iscsi-A]を選択します。[OK]をクリックしま
す。

ステップ 7

ステップ 3 から 6 を繰り返して、vNIC iscsi-B を作成し、vNIC-b テンプレートを割り当てます。

ステップ 8

[Save Changes]をクリックします。[Save Changes] ボックスが表示されます。[Yes]をクリックして変更を受
け入れます。
HX ノード サービス プロファイル テンプレートに LAN 接続ポリシーを統合します。

HX ノード サービス プロファイル テンプレートへの LAN 接続ポリシーの統合

ステップ 1

[Server]タブに移動します。[root] > [Sub-Org] > [hx-cluster] > [Service Template hx-nodes]を展開します。

ステップ 2

作業ペインの [Network]タブで、[LAN Connectivity Policy] セクションにあるドロップダウン リストから
[HyperFlex] を選択します。

ステップ 3

[Modify vNIC/HBA Placement]をクリックします。iscsi vNIC が適切な順序かどうかを確認します。それら
がその順序で最後になっていることを確認します。必要に応じて配置し直します。
（注）
FC と iSCSI の両方のストレージを追加する場合は、vHBA の順序が vNIC の順序に先行しま
す。
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ステップ 4

[Save] をクリックします。

これにより、この SPT に関連付けられているサービス プロファイルがユーザの確認をとってから
HX ノードをリブートします。

ネットワーク アダプタの追加

ステップ 1

VMware vCenterに進みます。

ステップ 2

[HX node]を選択します。

ステップ 3

[Configuration]> [Hardware] に移動します。

ステップ 4

[Network Adapters]をクリックします。

ステップ 5

作成した iSCSI vmnic が [Network Adapters]に表示されていることを確認します。[Networking]をクリック
します。

ステップ 6

[Create vSphere Standard Switch]を選択し、新しい vSwitch を作成して、前に追加した 2 つの vNIC を選択し
ます。

ステップ 7

[Next]をクリックします。

ステップ 8

ポート グループを作成し、接続タイプを [VMkernel]に設定します。[Port Group Properties]セクションで、
[Network Label]、[VLAN ID]、および [Network Type] に値を入力します。

ステップ 9

[Next]をクリックし、[IP Address] に iSCSI イニシエータの IP アドレスを入力します。

ステップ 10 [Finish]をクリックします。vswitch が作成され、1 つの vmkernel ポート グループが割り当てられます。
注目
マルチパスを設定する場合は、作成した vswitch の [Properties]をクリックし、[Add] をクリックし
て別の vmkernel ポリシーを追加します。上記のステップ 8 および 9 を実行します。[Finish]をク
リックします。
2 つの vmkernel ポートを使用してマルチパスを設定した場合は、NIC チーミング ポリシーを設定
します。
最初の vmkernel ポートをクリックして [Edit] をクリックし、[NIC teaming]チェックボックスをオ
ンにしてスイッチ フェールオーバー順序をオーバーライドします。一方の vnic アダプタをアク
ティブにしてもう一方を未使用の状態にします。2 番目の vmkernel ポートについて、以上の逆の
設定を行います。
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ストレージ アダプタの追加

ステップ 1

VMware vCenterに進みます。

ステップ 2

[HX node] を選択します。

ステップ 3

[Configuration]> [Hardware] に移動します。

ステップ 4

[Storage Adapters]をクリックします。

ステップ 5

[USB Storage Controller]を選択します。

ステップ 6

[Add]をクリックします。

ステップ 7

[Add iSCSI Software Adapter]をクリックします。

ステップ 8

[OK]をクリックします。

ステップ 9

新しい [Software iSCSI adapter]が [Storage Adapter] リストに追加されます。追加された [Software iSCSI
Adapter]をリストから選択します。

ステップ 10 [Properties]> [Network Configuration] タブの順にクリックします。
ステップ 11 [Add]をクリックします。
ステップ 12 vNIC 10 と vNIC 11 が表示されているはずです。この両方を選択して、[OK] をクリックします。
ステップ 13 [Dynamic Discovery]タブに移動します。
ブランクで表示されます。
ステップ 14 [Add the iSCSI target IP against the iSCSI adapter]をクリックします。デフォルト ポートとして使用します。
ステップ 15 [OK]をクリックします。
ターゲットが取り込まれます。2 番目の IP マルチパスに対して、上記の手順を繰り返します。
（注）
再スキャンを実行するかどうか尋ねられます。[Yes]をクリックします。iSCSI LUN が割り当て
済みの場合は、ソフトウェアの [Configuration]でデバイスの下にその iSCSI LUN が表示されます
（シック クライアント）。
ステップ 16 [Storage]に移動します。
ステップ 17 [Configuration]タブで、[Add Storage] をクリックします。
ステップ 18 [Storage Type]として [Disk] または [LUN] を選択します。[Next]をクリックします。
ステップ 19 LUN が表示されます。それを選択してから、[Next]をクリックします。
ステップ 20 [Datastore Name]にデータストア名を入力し、[Finish] をクリックします。
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外部 NFS ストレージへの HX サーバの接続
Network File System
ESXi に統合された NFS クライアントは、ネットワーク ファイル システム（NFS）プロトコルを
使用して、NAS サーバ上にある指定の NFS ボリュームに TCP/IP でアクセスします。ESXi ホスト
にはボリュームをマウントすることができ、そのボリュームでストレージ ニーズに対応します。
ESXi は、ほとんどの NFS ボリュームで以下のストレージ機能をサポートします。
• vMotion および Storage vMotion
• ハイ アベイラビリティ（HA）
• 分散リソース スケジューラ（DRS）

NFS に関する注意事項と要件
NFS ストレージを使用する際は、設定、ネットワーク、NFS データストアに関する以下の注意事
項に従ってください。
NFS サーバ設定時の注意事項
• 使用する NFS サーバが VMware HCL に記載されていることを確認します。サーバ ファーム
ウェアに適切なバージョンを使用する必要があります。
• NFS ストレージを設定する際は、ストレージ ベンダーの推奨事項に従います。
• NFS ボリュームは NFS を使用して TCP でエクスポートされるようにする必要があります。
• ホストのそれぞれにボリュームへのルート アクセス権限が割り当てられるようにします。
NAS サーバがルート アクセス権限を付与しないとしても、ホスト上に NFS データストアを
マウントすることはできます。ただし、そのデータストアで仮想マシンを作成することはで
きません。
• NFS サーバが 1 つの共有に対して両方のプロトコル バージョンを指定していないことを確認
します。
• ファイルを保管する基礎の NFS ボリュームが読み取り専用となっている場合は、NFS サーバ
がそのボリュームを読み取り専用としてエクスポートすることを確認してください。そうで
ない場合は、ESXi ホスト上でそのボリュームを読み取り専用データストアとして設定する必
要があります。このようしないと、ホストがそのデータストアを読み取り/書き込みに対応す
ると見なし、ファイルを開けなくなります。
NFS ネットワークに関する注意事項
• ネットワーク接続を可能にするには、ホストに標準ネットワーク アダプタが必要です。
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• ESXi はレイヤ 2 およびレイヤ 3 のネットワーク スイッチをサポートします。レイヤ 3 スイッ
チを使用する場合は、ESXi ホストと NFS ストレージ アレイをそれぞれ別のサブネットに配
置して、ネットワーク スイッチでルーティング情報を処理する必要があります。
• NFS トラフィックとアップリンクがそれぞれに専用の vSwitch で隔離されるようにしてくだ
さい。
• NFS ストレージには VMkernel ポート グループが必要です。新しい仮想スイッチ（vSwitch）
上に、IP ストレージの VMkernel ポート グループを追加してください。vSwitch スイッチと
しては、vSphere 標準スイッチ（VSS）または vSphere 分散スイッチ（VDS）を使用できま
す。
• 複数のポートで NFS トラフィックに対応する場合は、それに応じて適切に仮想スイッチと物
理スイッチが設定されていることを確認します。詳細については、vSphere ネットワークに
関するドキュメントを参照してください。

（注）

NFS ストレージの設定の詳細については、ストレージ ベンダーのドキュメントを参照してく
ださい。

NFS ストレージの vSwitch、アダプタ、およびポート グループの作成
ステップ 1

vCenter Web クライアントで、[Inventory] > [Hosts and Clusters] > [DC] > [host]に移動します。[Configuration]
タブで、[Networking] > [Add Networking] の順にクリックします。ウィザード ボックスで、[VMkernel]を選
択します。[Next]をクリックします。

ステップ 2

[Create vSphere Standard switch]を選択し、使用可能な vmnic を選択します。[Next]をクリックします。

ステップ 3

ポート グループの名前を入力します。例：NFS
環境にネイティブ VLAN がある場合、VLAN ID をデフォルトのままにします。

ステップ 4

[IP Setting]に IP 設定の情報を入力します。[Next]をクリックします。[Finish]をクリックします。

NFS ストレージ環境の設定
ステップ 1

NFS サーバで、NFS ボリュームを設定し、そのボリュームをマウント先の ESXi ホストにエクスポートし
ます。NFS サーバの IP アドレスまたは DNS 名および絶対パス、あるいは NFS 共有フォルダ名に注意し
てください。
（注）
このデータストアをマウントする各ホストが、Active Directory ドメインの一部になっているこ
と、およびホストごとに NFS 認証クレデンシャルが設定されていることを確認します。

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
120

外部ストレージの接続
ファイバ チャネルのゾーン分割

ステップ 2

vCenter シック クライアントで、[Storage]に移動します。[Configuration]タブで、[Add Storage] をクリック
します。ウィザード ボックスで、[Network File System (NFS)]を選択します。[Next]をクリックします。

ステップ 3

[Local NFS] ウィザードが表示されます。ターゲット サーバの IP アドレスと、そのアドレスに対応するパ
スを入力します。データストアに名前を付けます。[Next]と [Finish] をクリックします。
（注）
注：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、およびポリシーに関して
Cisco UCS Managerで行う必要がある変更はありません。詳細については、vSphere ネットワーク
に関するドキュメントを参照してください。

ファイバ チャネルのゾーン分割
ファイバ チャネル（FC）ゾーン分割によって、FC ファブリックを 1 つ以上のゾーンに区切るこ
とができます。各ゾーンでは、VSAN で相互通信できる FC イニシエータと FC ターゲットのセッ
トが定義されます。ゾーン分割により、ホストとストレージデバイスまたはユーザグループ間の
アクセス制御を設定することができます。
ゾーンに関する情報
ゾーンは複数のゾーン メンバから構成されており、次のような特性を備えています。
• ゾーンのメンバ同士はアクセスできますが、異なるゾーンのメンバ同士はアクセスできませ
ん。
• ゾーンのサイズを変更できます。
• デバイスは複数のゾーンに所属できます。
1 つの物理ファブリックに最大 8,000 ゾーンを収容できます。

Cisco UCS Managerのファイバ チャネルのゾーン分割
Cisco UCS Managerは、スイッチベースのファイバ チャネル（FC）のゾーン分割とCisco UCS
Manager ベースの FC ゾーン分割をサポートしています。同じCisco UCS ドメイン内ではゾーン分
割タイプを組み合わせて設定できません。次のゾーン分割タイプのいずれかを使って Cisco UCS
ドメインを設定できます。
• Cisco UCS Managerベースのファイバ チャネル ゾーン分割：この設定は、直接接続ストレー
ジとローカル ゾーン分割の組み合わせです。ファイバ チャネルまたは FCoE のストレージ
は、ファブリック インターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、Cisco UCSローカル ゾー
ン分割を使用してCisco UCS Manager で実行されます。既存のファイバ チャネルまたは FCoE
アップリンク接続を無効にする必要があります。Cisco UCSは、Cisco UCS ローカル ゾーン分
割機能の使用と共存するアクティブなファイバ チャネルまたは FCoE アップリンク接続を現
在サポートしていません。
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• スイッチベースのファイバ チャネル ゾーン分割：この設定は、直接接続ストレージとアッ
プリンク ゾーン分割の組み合わせです。ファイバ チャネルまたは FCoE のストレージはファ
ブリック インターコネクトに直接接続され、ゾーン分割は、MDS または Nexus 5000 スイッ
チを介してCisco UCS ドメインの外部から実行されます。この設定は、Cisco UCS ドメインで
のローカル ゾーン分割をサポートしません。スイッチベースのゾーン分割の場合、Cisco UCS
ドメインはアップストリーム スイッチからゾーン分割の設定を継承します。

（注）

ゾーン分割は VSAN 単位で設定されます。ファブリック レベルでゾーン分割を有効にするこ
とはできません。

推奨事項
• Cisco UCS Managerにファイバ チャネル ゾーン分割を処理させる場合は、ファブリック イン
ターコネクトがファイバ チャネル スイッチ モードである必要があります。エンドホスト
モードではファイバ チャネル ゾーン分割を設定できません。
• Cisco UCS ドメインが 2 個のファブリック インターコネクトでハイ アベイラビリティ用に設
定されている場合、両方のファブリック インターコネクトを同じ VSAN のセットに設定する
ことを推奨します。

ファイバ チャネル ゾーン分割の設定
手順の概要
1. まだ完了してない場合は、Cisco UCS ドメイン内のファブリック インターコネクトの接続を、
外部ファイバ チャネル スイッチ（MDS など）から切り離します。
2. Cisco UCS ドメインにまだ外部ファイバ チャネル スイッチによって管理されたゾーンが含まれ
る場合は、これらのゾーンを削除するために、影響を受けたすべての VSAN で
clear-unmanaged-fc-zone-all コマンドを実行します。
3. ファイバ チャネル スイッチ モードの両方のファブリック インターコネクトでファイバ チャネ
ル スイッチング モードを設定します。
4. ファイバ チャネル ゾーンのトラフィック転送に必要なファイバ チャネルと FCoE ストレージ
ポートを設定します。

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

まだ完了してない場合は、Cisco UCS ドメイン内
のファブリック インターコネクトの接続を、外
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コマンドまたはアクション

目的

部ファイバ チャネル スイッチ（MDS など）か
ら切り離します。
ステップ 2

Cisco UCS ドメインにまだ外部ファイバ チャネ この機能は現在、Cisco UCS Manager GUIでは使用でき
ル スイッチによって管理されたゾーンが含まれ ません。この手順は、Cisco UCS Manager CLI で実行す
る場合は、これらのゾーンを削除するために、 る必要があります。
影響を受けたすべての VSAN で
clear-unmanaged-fc-zone-all コマンドを実行しま
す。

ステップ 3

ファイバ チャネル スイッチ モードの両方のファ エンドホスト モードではファイバ チャネル ゾーン分割
ブリック インターコネクトでファイバ チャネル を設定できません。参照先 http://www.cisco.com/c/en/us/
td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/
スイッチング モードを設定します。
Storage-Mgmt/3-1/
b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_1/b_UCSM_
GUI_Storage_Management_Guide_3_1_chapter_
01110.html#task_B6E0C2A15FE84D498503ADC19CDB160B

ステップ 4

ファイバ チャネル ゾーンのトラフィック転送に 「Configuring an Ethernet Port as an FCoE Storage Port」お
必要なファイバ チャネルと FCoE ストレージ ポー よび「Configuring a Fiber Channel Storage Port」を参照し
トを設定します。
てください。次のリンクを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/
ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-1/
b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_1/b_UCSM_
GUI_Storage_Management_Guide_3_1_chapter_
01100.html#task_A33D13CA58924EB1AD35EBA473B92625

ダイレクト アタッチド ストレージ
標準的なダイレクト アタッチド ストレージ（DAS）システムは、ホスト バス アダプタ（HBA）
を介してコンピュータに直接接続されているデータストレージデバイスで構成されています。こ
れら 2 つのポイント間にはネットワーク デバイス（スイッチやルータなど）がありません。DAS
接続に使用される主要なプロトコルは、ATA、SATA、eSATA、SCSI、SAS、USB、USB 3.0、IEEE
1394、およびファイバ チャネルです。
Cisco UCS Manager では、SAN スイッチでゾーン分割設定をプッシュしなくても DAS を使用でき
ます。ここで説明されている DAS の構成では、ストレージ アレイ ポートとファブリック イン
ターコネクトの間に物理ケーブルが接続済みであることが想定されています。
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ファイバ チャネル スイッチング モード
ファイバ チャネル スイッチング モードは、サーバとストレージ デバイス間のスイッチング装置
としてファブリックインターコネクトがどのように動作するかを決定します。ファブリックイン
ターコネクトは、次のファイバ チャネル スイッチング モードのいずれかで動作します。
エンドホスト モード
エンドホスト モードを使用すると、ファブリック インターコネクトは、仮想ホスト バス アダプ
タ（vHBA）を介して接続されているすべてのサーバ（ホスト）に代わって、接続されているファ
イバ チャネル ネットワークに対するエンド ホストとして動作することができます。この動作は、
vHBA をファイバ チャネル ポート アダプタにピン接続することにより実現されます（動的なピン
接続または固定のピン接続のいずれか）。これにより、ファイバチャネルポートはファブリック
の残りの部分に対してサーバ ポート（N ポート）となります。エンドホスト モードの場合、ファ
ブリックインターコネクトは、アップリンクポートがトラフィックを相互に転送するのを拒否す
ることでループを回避します。
エンドホスト モードは N ポート仮想化（NPV）モードと同義です。このモードは、デフォルトの
ファイバ チャネル スイッチング モードです。

（注）

エンドホスト モードを有効にした場合、vHBA がアップリンク ファイバ チャネル ポートに固
定ピン接続されていて、このアップリンク ポートがダウンすると、システムはその vHBA を
ピン接続し直すことはできず、その vHBA はダウンしたままになります。

スイッチ モード
スイッチ モードは従来のファイバ チャネル スイッチング モードです。スイッチ モードを使用し
て、ファブリックインターコネクトをストレージデバイスに直接接続することができます。ファ
イバ チャネル スイッチ モードの有効化は、SAN が存在しない（たとえば、ストレージに直接接
続された 1 つのCisco UCS ドメイン）ポッド モデル、または SAN が存在する（アップストリーム
MDS を使用）ポッド モデルで役に立ちます。スイッチ モードはデフォルトのファイバ チャネル
スイッチング モードではありません。

（注）

ファイバ チャネル スイッチ モードでは、SAN ピン グループは不適切です。既存の SAN ピン
グループはすべて無視されます。
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ファイバ チャネル スイッチング モードの設定
重要

ファイバ チャネル スイッチング モードを変更すると、Cisco UCS Managerにより、ユーザはロ
グアウトされ、ファブリック インターコネクトが再起動されます。クラスタ設定では、Cisco
UCS Managerにより両方のファブリック インターコネクトが同時に再起動されます。2 つ目の
ファブリック インターコネクトがファイバ チャネル スイッチング モードに変更され、システ
ムが使用できるようになるまでには数分間かかります。
ファイバ チャネル スイッチング モードを変更すると、両方のCisco UCSファブリック インターコ
ネクトが同時にリロードします。ファブリック インターコネクトがリロードすると、約 10 ～ 15
分のダウンタイムがシステム全体で発生します。

ステップ 1

[Navigation]ペインで [Equipment] をクリックします。

ステップ 2

[Equipment]> [Fabric Interconnects] > [Fabric_Interconnect_Name] の順に展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 4

[General]タブの [Actions] 領域で、次のリンクのいずれかをクリックします。
• [Set FC Switching Mode]
• [Set FC End-Host Mode]
現在のモードのリンクはグレー表示されます。

ステップ 5

ダイアログボックスで、[Yes]をクリックします。
Cisco UCS Managerにより、ファブリック インターコネクトの再起動、ログアウト、および Cisco UCS
Manager GUI の切断が実行されます。
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Cisco HyperFlex Systemsのカスタマイズされ
たインストール方法
• 概要, 127 ページ
• Cisco HyperFlex Systemsが事前設定されていない場合のインストールおよび設定のワークフ
ロー, 128 ページ
• VMware ESXiのインストール, 128 ページ

概要
この章では、インストール手順に進む前に、手動で HX サーバを準備するプロセスについて説明
します。このカスタマイズされたインストール方法は、次のシナリオで使用できます。
• B200 または C240/220 サーバのクラスタへの追加。
• Cisco HyperFlex システムの再展開。
実行するタスクは、事前設定されたHyperFlex Systemsを展開する場合と基本的に同じです。事前
設定されてないシステムに固有な新しいタスクは、VMware ESXi のインストールです。
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Cisco HyperFlex Systemsが事前設定されていない場合のイ
ンストールおよび設定のワークフロー
はじめる前に
インストールの前提要件を満たしていることを確認します。詳細については、「ソフトウェア要
件」を参照してください。

ステップ 1

vCenter でクラスタを削除して、既存の環境をクリーンアップします。Cisco UCS で、vCenter MOB エント
リ、UCS Manager サービス プロファイル、および VLAN を削除します。

ステップ 2

「Download Software」から、インストール Cisco HX データ プラットフォーム installer.ova ファイルをダウ
ンロードします。
例：
Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v1.8.1e-19773.ova

ステップ 3

Cisco HX Data Platform インストーラを起動してサインインします。
a) [Customized Workflow]を選択します。
b) [Run UCS Manager configuration]を選択して、UCS サービス プロファイルを設定します。Cisco HyperFlex
システム スタートアップ ガイドの「Configuring Cisco UCS Manager and HX Data Platform」の項に記載
されている手順に従います。

ステップ 4

vMedia メソッドを使用して、新規の ESXi インストールを実行します。
（注）
自動 IP アドレス割り当てに Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用することは推奨
されません。デフォルトでは、インストールによって、ESXi サーバに静的 IP アドレスが割り当
てられます。DHCP を使用する場合は、適切な VLAN を使用して ESXi でネットワークを手動
で設定します。

ステップ 5

Cisco HX Data Platform インストーラを再度起動します。
a) [Customized Workflow]を選択します。
b) [Run ESX Configuration]、[Deploy HXSoftware]、および [Create HX Cluster] を選択します。
ウィザードで必ず [Delete Existing Partitions]を選択してください。

VMware ESXiのインストール
サーバには、サポート対象バージョンのVMware ESXiサーバが必要です。サポートされている
ESXi バージョンのリストについては、『Cisco HX Data Platform Release Notes』を参照してくださ
い。

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
128

Cisco HyperFlex Systemsのカスタマイズされたインストール方法
Cisco UCS Manager を使用した vMedia およびブート ポリシーの設定

重要

各 HX サーバで ESXi サーバをインストールします。

「Download Software」からVMware ESXi イメージをダウンロードします。Cisco UCS Managerを通じてア
クセスできるネットワーク ロケーションを選択します。
HX カスタム ISO は、Cisco カスタム ESXi リリースに基づいています。
次に例を示します。
HX-Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-6.0.2.3.iso
.

次の作業
• Cisco UCS Manager経由で vMedia およびブート ポリシーを設定します。
• リモート KVM コンソールを開きます。
• サーバを再起動してインストールを開始します。
• Cisco UCS Manager経由で vMedia およびブート ポリシーの変更を元に戻します。

Cisco UCS Manager を使用した vMedia およびブート ポリシーの設定
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。

はじめる前に
Cisco UCS Manager 設定のクラスタ クリーンアップの実行についての参照先：Cisco HX データ プ
ラットフォーム インストーラへのログイン, （48 ページ）
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（注）

サーバからサービスプロファイルの関連付けを解除する際に特定しやすくするために、Temporary
という名前のクラスタを作成してください。

ステップ 1

Cisco UCS Manager の [Navigation] ペインで、[Servers]タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] > [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [vMedia Policies] の順に展開します。

ステップ 3

[vMedia Policy HyperFlex]をクリックします。

ステップ 4

設定ペインで [Create vMedia Mount]をクリックしします。

ステップ 5

マウントの名前を入力します（例：ESX）。

ステップ 6

[CDD]オプションを選択します。

ステップ 7

プロトコルとして [HTTP]を選択します。

ステップ 8

[IP Address]に HyperFlex インストーラ VM の IP アドレスを入力します（例：192.168.10.210）。

ステップ 9

[Image Variable Name] として [None]を選択します。

ステップ 10 [Remote File] に HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso と入力します。
ステップ 11 [Remote Path]に/images/と入力します。
ステップ 12 [Save Changes]をクリックし、[OK] をクリックします。
ステップ 13 設定ペインで、[Servers] > [Service Profile Templates] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [Service
Template hx-nodes] の順に選択します。
ステップ 14 [vMedia Policy]タブをクリックします。
ステップ 15 [Modify vMedia Policy] をクリックします。
ステップ 16 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。
ステップ 17 [Servers] > [Policies] > [root] > [Sub-Organizations] > [hx-cluster] > [Boot Policy HyperFlex] の順に選択します。
ステップ 18 ナビゲーション ペインで、[CIMC Mounted vMedia]というセクションを展開します。
ステップ 19 [Add CIMC Mounted CD/DVD]という名前のエントリをクリックします。
ステップ 20 [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。
ステップ 21 [Save Changes]をクリックし、[OK] をクリックします。

次の作業
サブ組織 Temporary を削除します。

リモート KVM コンソールのオープン
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。
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サーバの再起動

KVM コンソールを開くには、以下の手順を実行します。

ステップ 1

Cisco UCS Manager の [Navigation] ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2

[Servers] > [Service Profiles] > [Root] > [Sub-Organizaitons] > [hx-cluster] > [rack-unit-number] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域の [KVM Console]をクリックします。

ステップ 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の [KVM
Console]ウィンドウが表示され、サーバのローカル コンソール出力が表示されます。

ステップ 6

インストール中に KVM 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。

サーバの再起動
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、
インストールを開始するためにサーバを再起動します。
サーバを再起動するには、以下の手順を実行します。

はじめる前に
サーバの再起動の進行状況をモニタするには、リモート KVM コンソール セッションを開きます。

ステップ 1

Cisco UCS Manager の [Navigation] ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2

[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] の順に展開します。

ステップ 3

[Work] 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。

ステップ 4

右クリックして [Reset] をクリックします。

ステップ 5

[OK]をクリックします。

ステップ 6

[Power Cycle]を選択し、[OK] をクリックします。
これで、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 メッセージがある場合は、無視しても問題ありま
せん。

vMedia ポリシーおよびブート ポリシーの変更の取り消し
サーバがブート ループに陥ったり、インストール用の ISO ファイルから常に起動したりしないよ
うにするには、ブート ポリシーへの変更を元に戻します。
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vMedia ポリシーおよびブート ポリシーの変更の取り消し

はじめる前に
すべてのサーバがリモート vMedia ファイルから起動され、インストール プロセスが開始されて
いることを確認します。

ステップ 1

Cisco UCS Manager の [Navigation] ペインで [Servers]をクリックします。

ステップ 2

[Servers] > [Policies] > [Root] > [Sub-Organizaitons] > [hx-cluster] > [Boot Policies] > [Boot Policy HyperFlex] の
順に展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[CIMC Mounted CD/DVD]をクリックします。

ステップ 5

[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。

ステップ 6

[Save Changes]をクリックし、[OK] をクリックします。

次の作業
新規ノード
以前にクラスタ内で使用したことがない新しいノードを追加する場合は、HX クラスタへのノード
の追加
既存のノードの再インストール
このノードが過去にクラスタの一部になっていて、何かを修正するためにイメージ再作成された
場合は、Cisco TAC に連絡して指示を受けてください。
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• 分散仮想スイッチ（DVS）または Cisco Nexus 1000v（N1Kv）への vMotion ネットワークの
移行, 146 ページ
• Stats Daemon のリセット, 148 ページ
• HyperFlex HX シリーズ サーバ ディスクの詳細, 149 ページ
• HyperFlex をインストールする際の有効性検査, 150 ページ

HX サーバ QoS システム クラスの設定
Cisco UCS は、DCE（Data Center Ethernet）を使用して、Cisco UCS ドメイン内のすべてのトラ
フィックを処理します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネットの帯
域幅が 8 つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に 2 つの仮想
レーンが予約されています。それ以外の 6 つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）を設定でき
ます。Cisco UCS ドメイン全体にわたり、これら 6 つの仮想レーンで DCE 帯域幅がどのように割
り当てられるかは、システム クラスによって決定されます。
各システム クラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。
これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。た
とえば、ファイバ チャネル プライオリティ システム クラスを設定して、FCoE トラフィックに割
り当てられる DCE 帯域幅の割合を決定することができます。
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UCS Manager で QoS システム クラスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager の IP アドレスを入力します。ログイン クレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2

Cisco UCS Manager で、[LAN]タブに移動します。

ステップ 3

[LAN]タブで、[LAN] > [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 4

[QoS System Class]ノードを選択します。

ステップ 5

[Work]ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 6

システムのトラフィック管理ニーズを満たすために設定するシステム クラスの次のプロパティを更新しま
す。
プライオリ
ティ

イネーブル

QoS

パケット損失

重量

MTU

マルチキャスト
の最適化

Platinum

有効にする
システムの
チェック
ボックスを
オンにしま
す。

5

いいえ

4

9216

いいえ

Gold

4

はい

4

normal

いいえ

Silver

2

はい

ベスト エ
フォート

normal

はい

Bronze

1

はい

ベスト エ
フォート

9216

いいえ

Best Effort

いずれか はい

ベスト エ
フォート

normal

いいえ

fibre Channel

3

5

fc

該当なし

（注）

いいえ

新しい Cisco UCS ドメイン設定で Platinum および Bronze システム クラスの MTU 値を変更する
と、以下の警告メッセージを受信する場合があります。
• Validating MTU change for QoS system class: 'platinum'.Failed: Cannot change MTU from '1500' to
'9216' since it is currently in use by '0' service profile(s).
• Validating MTU change for QoS system class: 'bronze'.Failed: Cannot change MTU from '1500' to
'9216' since it is currently in use by '0' service profile(s).
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ステップ 7

[Save Changes]をクリックします。

HX サーバ用の VLAN の作成
ステップ 1

Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager の IP アドレスを入力します。ログイン クレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2

[LAN] タブ > [LAN] > [LAN Cloud] > [VLANS] に移動します。

ステップ 3

次の表に示すように、右クリックして [Create VLANs] を選択します。
VLAN 名

説明

マルチキャスト
ポリシー名

VLAN ID（デフォ
ルト）

hx-inband-mgmt

次で使用されます。

HyperFlex

3091

HyperFlex

3092

HyperFlex

3093

• ESX 管理
• ストレージ コントローラ VM への
SSH
• HX クラスタ管理 IP：マルチキャスト
トラフィックを使用
• HX データ プラットフォーム プラグ
イン用の HyperFlex VM への vCenter
接続
hx-storage-data

次で使用されます。
• ESX NFS クライアント（IOvisor）
• HyperFlex レプリケーション/クラスタ
• クラスタ データ VIP

hx-vmotion

次で使用されます。
• VM およびストレージ vMotion、FT、
iSCSI
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VLAN 名

説明

insert existing vlan name 次で使用されます。

マルチキャスト
ポリシー名

VLAN ID（デフォ
ルト）

HyperFlex

任意*

• VM データ トラフィック

（注）
• 設定オプションは [Common/Global] です。これは、両方のファブリックに適用され、いずれの状況で
も同じ設定パラメータが使用されます。
• *VM データ VLAN に関する特別な推奨事項はありません。VM データ トラフィック用の独自の VLAN
を作成できます。デフォルトでは、HXDP インストーラは VM データ トラフィック用の VLAN を作
成しません。
• インストーラは、デフォルトで VLAN を非ネイティブとして設定します。非ネイティブ VLAN に対
応するようにアップストリーム スイッチを設定してください。

MAC アドレス プールの作成
すでに存在する可能性がある MAC アドレスの重複を避けるために、デフォルトの MAC アドレス
のブロックを変更できます。各ブロックには、デフォルトで 100 個の MAC アドレスが含まれて
おり、UCS システムごとに最大 100 の HX サーバを展開できます。トラブルシューティングを容
易にするために、vNIC ごとに 1 つの MAC プールを使用することを推奨します。

（注）

8 桁目は A または B に設定します。「A」は、ファブリック インターコネクト A にピン接続
された vNIC で設定されます。「B」は、ファブリック インターコネクト B にピン接続された
vNIC で設定されます。

ステップ 1

Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager の IP アドレスを入力します。ログイン クレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2

Cisco UCS Managerで、[LAN tab] > [Pools] > [root] > [Sub-org] > [hx-cluster] > [MAC Pools] に移動します。

ステップ 3

[MAC Pools]を右クリックし、[Create MAC Pool] を選択します。

ステップ 4

[Create MAC Pool]ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次に示すように必須フィールドに
入力します。
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MAC プール
名

説明

割り当て順序

MAC アドレス ブロック

hv-mgmt-a

HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:01:01-64

hv-mgmt-b

HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:02:01-64

storage-data-a

HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:03:01-64

storage-data-b HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:04:01-64

HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:05:01-64

vm-network-b HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:06:01-64

hv-vmotion-a

HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:07:01-64

hv-vmotion-b

HyperFlex システム用 MAC プール

逐次

00:25:B5:XX:08:01-64

vm-network-a

ステップ 5

[Next]をクリックします。

ステップ 6

[Create MAC Pool]ウィザードの [Add MAC Addresses] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 7

[Create a Block of MAC Addresses]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[First MAC Address]フィールド

ブロック内の最初の MAC アドレス。

[Size]フィールド

ブロック内の MAC アドレス数。

ステップ 8

[OK]をクリックします。

ステップ 9

[Finish]をクリックします。
MAC アドレスの変更後、以前に設定されたように ESXi が再設定されます。しかし、管理 IP には DHCP
が割り当てられたため、IP が変わります。
MAC アドレス変更に対する製造プロセスの影響
• 特に顧客が UCS ファブリック インターコネクトがない HyperFlex サーバを発注する場合、製造プロ
セスと顧客サイトの間で MAC アドレスが変わります。
• MAC アドレスは、サービス プロファイルの関連付けの際に設定されます。サービス プロファイルの
関連付けの解除の間は、設定されせん。
• 製造プロセスの最後で、サービス プロファイルの関連付けが解除されます。つまり、MAC アドレス
が未設定になります。

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
137

付録
QoS ポリシーの作成

• HyperFlex サーバを導入する場合は、MAC アドレス プールを上記のように設定します。
• VMWare は Consistent Device Naming（CDN）をサポートしていますが、5.5.SR が公開されて以来、
問題が報告されています。

QoS ポリシーの作成
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality Of Service
が決定されます。
vNIC ポリシー、または vHBA ポリシーに QoS ポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービス プロファイルにインクルードして、vNIC または vHBA を設定する必要があります。
次の表は、設定可能なシステム クラスをまとめたものです。
表 10：システム クラス

システム クラス

説明

Platinum

サービスプロファイルの QoS ポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー
ンを 1 つ管理します。

Gold
Silver
Bronze

ベスト エフォート

これらのシステム クラスのプロパティはすべて、カスタム 設定やポ
リシーを割り当てるために使用できます。
ベーシック イーサネット トラフィックのために予約されたレーンに
対する QoS を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要
に応じて、データ パケットのドロップを許可するドロップ ポリシー
があります。このシステム クラスをディセーブルにはできません。
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システム クラス

説明

ファイバ チャネル

Fibre Channel over Ethernet トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Service を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー
タ パケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ
リシーがあります。このシステム クラスをディセーブルにはできませ
ん。
（注）

FCoE トラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約された QoS システム クラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoE で使用される CoS 値があ
る場合、その値は 0 にリマークされます。

UCS Manager で QoS ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

Web ブラウザを開き、Cisco UCS Manager の IP アドレスを入力します。ログイン クレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2

[Navigation]ペインで [LAN] をクリックします。

ステップ 3

[LAN]タブで [LAN] > [Policies] を展開します。

ステップ 4

[root]ノード > [Sub-org] > [hx-cluster] の順に展開します

ステップ 5

[QoS Policy]を右クリックし、[Create QoS Policy] を選択します。

ステップ 6

[Create QoS Policy]ダイアログボックスで、次の表に示すように必要なフィールドに値を入力します。

ステップ 7

QoS ポリシー名

QoS クラス

バースト サイズ

レート

ホスト コントロール

Platinum

プラチナ

10240

ライン レート

none

Gold

ゴールド

10240

ライン レート

none

Silver

シルバー

10240

ライン レート

none

Bronze

ブロンズ

10240

ライン レート

none

Best Effort

ベスト エ
フォート

10240

ライン レート

none

[OK]をクリックします。
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次の作業
QoS ポリシーを vNIC または vHBA テンプレートに含めます。

HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成
はじめる前に
このポリシーは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。
• ネームド VLAN
• MAC プール
• QoS ポリシー
• LAN ピン グループ
• 統計情報しきい値ポリシー
この手順では、合計 8 つの vNIC テンプレートを作成します。FI（A）と FI（B）のそれぞれに、
トラフィック管理、ストレージ管理、ネットワーク管理、および vMotion 用のテンプレートを 1
つずつ割り当てます。

ステップ 1

Cisco UCS Managerで、[LAN tab] > [Policies] > [root] > [Sub-Organization] > [Hyperflex] > [vNIC Templates] に
移動します。

ステップ 2

[vNIC Templates]ノードを右クリックし、[Create vNIC Template] を選択します。

ステップ 3

[Create Network Policy]ダイアログボックスで、次のように必要なフィールドに値を入力します。

Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド
140

付録
HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成

vNIC テン ファブ VLAN
プレート リック
ID
名

ネイ MAC アド MTU QoS ポ ネットワーク
ティ レス プー
リ
制御ポリシー
ブ
ル
シー
VLAN

hv-mgmt-a A

hx-inband-mgmt なし

hv-mgmt-a 1500 Silver

hv-mgmt-b B

hx-inband-mgmt なし

hv-mgmt-b

説明

ネットワーク 次で使用されます。
制御ポリ
• ESX 管理
シー：
• ストレージ コント
hyperflex-infra
ローラ VM への SSH
• クラスタ管理 IP
• HXDP プラグイン用
の HX コントローラ
VM への vCenter 接
続。
• hv-mgmt-a と
hv-mgmt-b は、
vCenter で仮想ス
イッチ
vswitch-hx-inband-mgmt
のアップリンクとし
て使用されます。
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vNIC テン ファブ VLAN
プレート リック
ID
名

ネイ MAC アド MTU QoS ポ ネットワーク
ティ レス プー
リ
制御ポリシー
ブ
ル
シー
VLAN

storage-data-a A

storage-data なし

storage-data-b B

storage-data なし

説明

storage-data-a 9000 Platinum ネットワーク 次で使用されます。
制御ポリ
• ESXi NFS クライア
storage-data-b
シー：
ント（IOSvisor）
hyperflex-infra
• HXDP レプリケー
ション/クラスタ
• クラスタ データ VIP
• storage-data-a と
storage-data-b は、
vCenter で仮想ス
イッチ
vswitch-hx-storage-data
のアップリンクとし
て使用されます。
• NFS トラフィック
は、セキュリティと
QoS を考慮して、専
用の vNIC および
VLAN 上にある必要
があります。

vm-network-a A

（カス
なし
タマー
vlan 名）

vm-network-a 1500 Gold

vm-network-b B

（カス
タマー
VLAN
名）

vm-network-b

なし
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ネットワーク 次で使用されます。
制御ポリ
• VM データ トラ
シー：
フィック（VDI、
hyperflex-vm
データベースなど）
• vm-network-a と
vm-network-b は、
vCenter で仮想ス
イッチ
vswitch-hx-vm-network
のアップリンクとし
て使用されます。

付録
HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成

vNIC テン ファブ VLAN
プレート リック
ID
名

ネイ MAC アド MTU QoS ポ ネットワーク
ティ レス プー
リ
制御ポリシー
ブ
ル
シー
VLAN

hv-vmotion-a A

hv-motion-a なし

hv-vmotion-b B

hv-motion-b なし

説明

hv-vmotion-a 9000 Bronze ネットワーク 次で使用されます。
制御ポリ
• VM とストレージ
hv-vmotion-a
シー：
vMotion、FT
hyperflex-infra
• hv-vmotion-a と
hv-vmotion-b は、
vCenter で仮想ス
イッチ vmotion の
アップリンクとして
使用されます。

[General] 領域で、次の参照テーブルに従って、8 つすべての vNIC にすべてのプロパティを設定します。
Failover

無効

Target

アダプタ

Template Type

更新

Pin Group

未設定

Stats Threshold Policy

デフォルト

Dynamic vNIC Connection
Policy

未設定

VLANs

vNIC テンプレートのそれぞれに対し、次の表の通りに設定
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表 11：vNIC テンプレートに設定された VLAN

vNIC 名

VLANs

注

hv-mgmt-a

hx-inband-mgmt

HXDP インストーラは、次のように UCSM LCP vNIC に単一の VLAN
を設定します。

hv-mgmt-b
• VLAN 名を「hx-inband-mgmt」に設定します
• デフォルトでは VLAN ID を 3091 に設定します。
（注）

HXDP インストーラで VLAN ID を変更でき
ます

• HXDP のインストール後、UCSM を開き、追加の VLAN を作
成して、「hv-mgmt-a」および「hv-mgmt-b」vNIC テンプレー
トに追加できます。これらの追加の VLAN は、Netapp NFS/ISCSI
ファイラなどの外部システムにアクセスするために使用できま
す。
• ポート グループ名は、VLAN の [hx-inband-mgmt] でサポート
される [Storage Controller, Management Network] に設定されてい
る値です。
storage-data-a
storage-data-b

hx-storage-data

HXDP インストーラは、次のように単一 VLAN を設定します。
• VLAN 名を「hx-storage-data」に設定します
• ネイティブ VLAN として設定します
• デフォルトでは VLAN ID を 3092 に設定します。
注：HXDP インストーラで VLAN ID を変更できます。ただ
し、「hx-inband-mgmt」と同じにはできません。同じにする
と、ESXi ルーティングが混乱します。
• ポート グループ名は次のとおりです。
• 「Storage Controller Data Network」の後ろに VLAN
「hx-storage-data」が続きます。
• VMK「Storage Hypervisor Data Network」の後ろに VLAN
「hx-storage-data」が続きます。
• サブネット 10
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vNIC 名

VLANs

vm-network-a

ユーザが作成した
VLAN

注
• UCSM で 1 つ以上の VLAN を手動で作成します。

vm-network-b

• ポート グループを手動で作成します。その際、ユーザが作成
した VLAN を後ろに続けます。
• UCSM でさらに VLAN を作成し、それらを VM トラフィック
用に「vm-network-a」および「vm-network-b」vNIC テンプレー
トに割り当てることができます。
• 注：HXDP インストーラは VLAN またはポート グループを設
定しません。

hv-vmotion-a

hx-vmotion

HXDP インストーラは、次のように単一 VLAN を設定します。

hv-vmotion-b

• VMotion：VLAN「hx-vmotion」
• VLAN ID を設定します。
• ネイティブ VLAN として設定します
• デフォルトの VLAN ID は 3093 です。
• サブネット 10

ステップ 4

完了したら、[OK]をクリックします。

vSwitch の設定
VMware ESX および ESXi ホストの両方で、vSwitch が GUI またはコマンドラインの両方から設定
できます。
CLI 設定は、複数の ESX サーバをインストールして、vSwitch 設定のスクリプトを構築する際に
非常に便利です。
ESX のインストール後、次に示すように ESX ホストで vSwitch を設定します。

ステップ 1

各 ESX サーバのコマンド ラインにログインします。

ステップ 2

リストされた名前を使用して、各 ESX サーバで 3 つの vSwitch を作成します。
• vswitch-hx-storage-data
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スイッチで MTU を 9000 に設定します。
• vmotion
スイッチで MTU を 9000 に設定します。
• vswitch-hx-vm-network
ステップ 3

次の CLI コマンドを使用して、3 つの新しい vSwitch を作成します。
# esxcli network vswitch standard add -v vswitch-hx-storage-data
# esxcli network vswitch standard set -v vswitch-hx-storage-data -mtu= 9000
# esxcli network vswitch standard add -v vswitch-vmotion
# esxcli network vswitch standard set -v vswitch-vmotion -mtu=9000
# esxcli network vswitch standard add -v vswitch-hx-vm-network

ステップ 4

ESXi のインストール時に作成されるデフォルトの vSwitch vSwitch0 は、Hx データ プラットフォーム ノー
ドのセットアップ スクリプトが機能するように、「vswitch-hx-inband-mgmt」に名前を変更する必要があ
ります。次のコマンドを使用してスイッチの名前を変更してから、vmkernel がコンフィギュレーション
ファイルを再度読み取り、新しい名前を使用するように、ホストを再起動します。
# sed -i 's/vSwitch0/vswitch-hx-inband-mgmt/g' /etc/vmware/esx.conf
# reboot

ステップ 5

次のコマンドを使用して、ホストの再起動後に、vSwitch の作成と名前の変更が確認できます。
# esxcli network vswitch standard list

コマンド出力には、上記 4 つの vSwitch が表示されます。「switch-hx-inband-mgmt」vSwitch のみにアップ
リンクとポート グループがリストされ、残りのネットワーク設定は、HX データ プラットフォーム イン
ストーラ スクリプトによって実行されます。

分散仮想スイッチ（DVS）または Cisco Nexus 1000v
（N1Kv）への vMotion ネットワークの移行
（注）

• HX に依存しない以下の特定のネットワークでは、VMware DVS または Cisco Nexus 1000v
を使用して HX Data Platform を設定できます。
vMotion ネットワーク
仮想マシン ネットワーク
• 詳細については、Cisco Nexus 1000v のドキュメントを参照してください。
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HX に依存しない vSwitch と関連するポート グループを DVS ネットワークまたは N1Kv ネットワー
クに移行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

vCenter から、DVS スイッチおよびポート グループを作成します。
a) [vCenter Inventory Lists] > [Datacenters] > [datacenter] > [Related Objects] > [Distributed Switches] の順に選択
します。[Add Distributed Switch] アイコンをクリックします。
b) [New Distributed Switch] ウィザードを完了します。2 つのアップリンクを使用して各 DVS スイッチを作
成します。
例：VM ネットワークと vmotion pg
• DVSwitch-VMNetwork：DVPortGroup-VMNetwork
• DVSwitch-Vmotion：DVPortGroup-Vmotion

ステップ 2

vSwitch、VMNetwork を移行します。VMNetwork を、従来の vSwitch から DVS に移行するには、次の手順
を実行します。
a) [vCenter Inventory Lists] > [Datacenters] > [datacenter] > [Related Objects] > [Distributed Switches] の順に選択
します。
b) [DVSwitch-VMNetwork vSwitch] を選択します。[Add and Manage Hosts] アイコンをクリックします。
[Add and Manage Hosts] ウィザードが起動します。
c) [Select task] ページで、[Add Hosts] を選択します。[Next]をクリックします。
d) [Select hosts] ページで、[Add New Hosts] をクリックします。クラスタ内のすべてのホストを選択しま
す。[Next]をクリックします。
e) [Select network adapter tasks] ページで、[Manage physical adapters]と [Migrate virtual machine networking]
を選択します。[Next]をクリックします。
f) [Manage physical network adapters] ページで、vswitch-hx-vm-network：VM ネットワークの一部である物
理アダプタが DVSwitch-VMNetwork に割り当てられます。
[On other switches/unclaimed] リストで、スイッチで使用中の vswitch-hx-vm-network に対応する vmnic を
選択します。[Assign uplink]をクリックし、[Auto-assign] を選択して [OK] をクリックします。ページが
更新され、新しく割り当てられた vmnic が [On this switch] にリストされます。
g) [Analyze impact] ページに、この移行による影響が表示されます。影響がすべてグリーンであることを
確認します。[Next]をクリックします。
h) [Migrate VM networking] ページで、新しいネットワーク DVPortGroup-VMNetwork に移行する VM を選
択します。
Next
すべてのホストから、コントローラ VM、stCtlVM を除くすべての VM を選択します。
[DVPortGroup-VMNetwork] を選択します。[Next]をクリックします。
（注）

各ホストの VM のリストには、コントローラ VM を含むすべての VM が含まれています。コ
ントローラ VM は選択しないでください。コントローラ VM を移行すると、ストレージ ク
ラスタが中断されます。

i) [Ready to complete] ページで、移行の概要を確認します。[Finish] をクリックします。
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（注）

ステップ 3

移行後のシステムによって、複数のネットワーク関連のアラームが生成されます。アラーム
を確認し、クリアします。

vmotion pg に vSwitch を移行します。vmotion pg を、従来の vSwitch から DVS に移行するには、次の手順
を実行します。
a) [vCenter Inventory Lists] > [Datacenters] > [datacenter] > [Related Objects] > [Distributed Switches] の順に選択
します。
b) [DVSwitch-Vmotion vSwitch] を選択します。[Add and Manage Hosts] アイコンをクリックします。[Add
and Manage Hosts] ウィザードが起動します。
c) [Select task] ページで、[Add Hosts] を選択します。[Next]をクリックします。
d) [Select hosts] ページで、[Add New Hosts] をクリックします。クラスタ内のすべてのホストを選択しま
す。[Next]をクリックします。
e) [Select network adapter tasks] ページで、タスク [Manage physical adapters] と [Manage VMkernel adapters]
を選択します。[Next]をクリックします。
f) [Manage physical network adapters] ページで、vmotion:vmotion pg の一部である物理アダプタが
DVSwitch-Vmotion に割り当てられます。
[On other switches/unclaimed] リストで、スイッチで使用中の vmotion に対応する vmnic を選択します。
[Assign uplink]をクリックし、[Auto-assign] を選択して [OK] をクリックします。ページが更新され、新
しく割り当てられた vmnic が [On this switch] にリストされます。[Next]をクリックします。
g) [Manage VMkernel network adapters] ページで、VMkernel アダプタをポート グループ DVPortGroup-Vmotion
に移行します。
各ホストに対し、[On other switches] で、スイッチで使用中の vmotion に対応する VMKernel アダプタを
選択します。[Assign port group] をクリックします。宛先ポート グループ、DVPortGroup-Vmotion を選
択します。[OK]をクリックします。ページが更新され、VMkernel ネットワーク アダプタが再度割り当
てられ、送信元ポート グループと宛先ポート グループがリストされます。
h) 新しいネットワーク、DVPortGroup-Vmotion に移行するホストを選択します。[Next]をクリックしま
す。
i) [Ready to complete] ページで、移行の概要を確認し、[Finish] をクリックします。

ステップ 4

移行後の手順：IO、ネットワークの接続性、および VM の移行について、VM に影響がないことを確認し
ます。

Stats Daemon のリセット
説明
ネットワーク デーモンは、UDP または TCP 経由で送信されるカウンタやタイマーなどの統計情
報をリッスンし、1 つ以上の着脱可能なバックエンド サービスに集計を送信します。
手動で HX データ プラットフォーム サーバに ESX を再インストールした後、パフォーマンス統
計情報が正しく表示されるように、stats daemon をリセットします。
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アクション：stats daemon の再起動

ステップ 1

ESX ホストのコントローラ VM のコマンドラインにログインします。

ステップ 2

restart コマンドを実行します。
# /etc/init.d/statsd restart

ステップ 3

ストレージ クラスタのすべての ESX ホストのコントローラ VM でステップ 1 およびステップ 2 を繰り返
します。

HyperFlex HX シリーズ サーバ ディスクの詳細
（注）

発注ツールにおいて、特定の PID で利用可能なディスク（およびサーバ）のみがサポートさ
れます。
すべての HX シリーズ サーバは、クラスタ内で同じタイプにする必要があり、ディスクの数も同
じでなければなりません。
ストレージ クラスタ内のすべてのディスクには、同量のストレージ容量が必要です。
すべての SSD は TRIM をサポートする必要があり、TRIM が有効になっている必要があります。
すべての HDD は、SATA または SAS タイプのいずれかです。ストレージ クラスタ内のすべての
SAS ディスクは、パススルー モードにする必要があります。
HX220c

HX240c

Hybrid

Cisco 220c M4（以下を搭載）： Cisco 240c M4（以下を搭載）： Cisco B200 M4（+ HX240c）：
2 X 2.5GHz E5-2680 v3

2 X 2.5 GHz E5-2680 v3

2 X 2.5GHz E5-2680 v3

24 X 16GB DDR4 RAM

24 X 16GB DDR4 RAM

24 X 16GB DDR4 RAM

1 X Cisco 12GBps SAS RAID コ 1 X 120GB 背面 SSD
2 X 64GB SD FlexFlash カード
ントローラ
1 X Cisco 12GBps SAS RAID コ VIC 1340
2 X 64 GB SD FlexFlash カード ントローラ
1 X 120 GB SATA SSD

1 X 120 GB SATA SSD

1 X 480 GB SATA SSD

1 X 1.6TB 前面 SATA SSD

6 X 1.2 TB、12 GBps SAS 10k
RPM HDD

最大 23 X 1.2 TB SAS 10k RPM
HDD（データ用）

VIC 1227 MLOM（2 X 10Gb
ポート）

VIC 1227 MLOM
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HyperFlex をインストールする際の有効性検査
リリース 1.7.1-14835 のハードウェアの新機能
HyperFlex インストーラは、HX システムを設定する前に、以下の有効性検査を行います。
1 ファームウェア
2 ハードウェア
3 QoS
4 VLAN
有効性検査の結果は、次のいずれかの重大度レベルになります。
• [OK]：検査に合格しました。
• [Warning]：検査に合格しませんでした。理想的には問題を修正すべきですが、インストール
を続行することはできます。
• [Error]：検査できませんでした。エラーが修正されるまで、インストールを続行することは
できません。
1.ファームウェアの有効性検査
コンフィギュレーション ファイル：firmware_support.json
• バージョンの互換性：HyperFlex のバージョンに UCS バージョンとの互換性があることが確
認されます。バージョンの互換性に関する最新情報については、Cisco HyperFlex HCL のド
キュメントを参照してください。
重大度：Error
設定：[Advanced] -> [firmware_support] -> [ucs_version]
• ディスク領域：インストーラ VM に、UCS A、B、C バンドルと ESXi イメージをダウンロー
ドするのに十分なディスク領域があることが確認されます。現在、約 3 GB の空き領域が要
件となっています。
重大度：Error
2.ハードウェアの有効性検査
これらの有効性検査では、HX システムに必要なハードウェア設定が確認されます。サーバの特定
のモデルでサポートされるハードウェア設定の詳細については、サーバ仕様書で確認できます。
コンフィギュレーション ファイル：hardware_support.json
• FI 接続：HX サーバが両方のファブリック インターコネクトに接続できることが確認されま
す。
重大度：Error
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• 対称 FI 接続：HX サーバが両方のファブリック インターコネクトで同じポートに接続される
ことが確認されます。
重大度：警告
• FlexFlash コントローラ：HX サーバに SD カード FlexFlash コントローラがあることが確認さ
れます。
重大度：Error
• FlexFlash コントローラ エラー：SD カード FlexFlash コントローラにエラーがないことが確
認されます。
重大度：Error
• SD カード：HX サーバに 2 つの SD カードがあることが確認されます。
重大度：Error
• SAS コントローラ：HX サーバの SAS コントローラがサポート対象であることが確認されま
す。
重大度：Error
設定：[Advanced] -> [hardware_support] -> [<ServerModel>] -> [sas_ctrl_supp_pid]
• ディスク：HX サーバのディスクがサポート対象であることが確認されます。
重大度：Error
ディスクは 3 種類の機能に使用されるため、ディスクごとに以下の 3 つの設定があります。
◦ SDS ログ SSD
設定：[Advanced] -> [hardware_support] -> [<ServerModel>] -> [ssd_sds_logs_supp_pid]
◦ キャッシング SSD
設定：[Advanced] -> [hardware_support] -> [<ServerModel>] -> [ssd_caching_supp_pid]
◦ データ HDD
設定：[Advanced] -> [hardware_support] -> [<ServerModel>] -> [hdd_supp_pid]
• SDS ログ SSD：
HX サーバの SAS コントローラがサポート対象であることが確認されます。
また、HX240C_M4SX サーバの SDS ログ SSD が PCH コントローラ（サポート SSD）に接続
されていることも確認されます。
重大度：Error
• キャッシング SSD：HX サーバのキャッシングが SAS コントローラに接続されていることが
確認されます。
重大度：Error
• 同一データ ディスク：HX サーバのすべてのデータ ディスクが同じ PID であることが確認さ
れます。
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重大度：Error
• データ ディスクのセクター サイズ：HX サーバのすべてのデータ ディスクのセクター サイ
ズが 512 バイトであることが確認されます。
重大度：Error
設定：[Advanced] -> [hardware_support] -> [<ServerModel>] -> [hdd_sector_size]
• 最小データ ディスク：HX サーバの 3 つ以上のデータ ディスクがあることが確認されます。
重大度：警告
設定：[Advanced] -> [hardware_support] -> [<ServerModel>] -> [hdd_min_req]
3.QoS の有効性検査
QoS の有効性検査では、必要とされる QoS 設定を適用できるかどうかが確認されます。以下の表
に、HyperFlex トラフィックのシステム QoS クラスで必要とされる MTU を記載します。
QoS クラス

HyperFlex トラフィック

必要な MTU

Platinum

ストレージ データ

9216

Gold

VM データ

1500

Silver

管理トラフィック

1500

Bronze

VMotion トラフィック

9216

Best Effort

なし

1500

• MTU の競合：インストーラは上記の QoS クラスの MTU を設定しようと試みます。ただし、
上記の QoS クラスのいずれか 1 つでも関連するサービス プロファイルで使用されている場
合、インストーラはすべての HyperFlex トラフィックにベスト エフォート QoS クラスを設定
しようと試みます。
重大度：警告
• ベスト エフォート MTU：HyperFlex トラフィックにベスト エフォート QoS クラスを使用す
る必要がある場合、ベスト エフォート MTU が標準（1500）またはジャンボ（9000）である
ことが確認されます。
重大度：Error
• QoS パラメータの変更：以下のいずれかの QoS パラメータを変更する必要があるかどうかが
確認されます。
◦ admin_state
◦ weight
◦ multicast_optimize
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◦ cos
◦ drop
重大度：警告
4.VLAN の有効性検査
• ストレージ/管理の競合：[storage-data] と [hv-mgmt] の vNIC に同じ VLAN が設定されていな
いことが確認されます。
重大度：警告
• ストレージ/vMotion：[storage-data] と [hv-vmotion] の vNIC に同じ VLAN が設定されていな
いことが確認されます。
重大度：警告
• 管理/vMotion：[hv-mgmt] と [hv-vmotion] の vNIC に同じ VLAN が設定されていないことが確
認されます。
重大度：警告
• ストレージ VLAN：[storage-data] の vNIC で使用中の VLAN が指定されていないことが確認
されます。
重大度：警告
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