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, 1 ページ
• 混合 CPU を使用するための前提条件, 1 ページ
• EVC モードとの CPU 互換性, 2 ページ
• 既存のクラスタでの EVC の有効化, 2 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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