
クラスタ設定後のタスク

• クラスタ設定後について, 1 ページ

• ESXiホストルートパスワードの変更, 1 ページ

• ストレージコントローラパスワードの変更, 2 ページ

• 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, 3 ページ

• ストレージクラスタでのデータストアの追加, 3 ページ

• HAハートビートの設定, 4 ページ

• Auto Support for HyperFlex（ASUP）, 4 ページ

• 自動サポート（ASUP）の設定, 4 ページ

• プライベート VLANの追加, 5 ページ

• 分散仮想スイッチ（DVS）および Cisco Nexus 1000v（N1Kv）, 10 ページ

• HX Data Platformでの vCenterのホスト, 11 ページ

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。

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。

重要

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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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。

（注）

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。
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。

（注）

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。

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。（注）

ステップ 1 vSphere Web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。vSphere Web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。
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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。

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。

（注）

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

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。

（注）

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, （6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, （7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 CiscoUCSManager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, （7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 CiscoUCSManager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, （7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 [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

無差別プライベート VLANが自動的に作成されま
す。

（注）

ステップ 7 [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

コミュニティプライベート VLANが推奨されま
す。

（注）

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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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



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。『Network and Storage Management Guide』の「Creating a QoS Policy」を参照して
ください。

• 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 UCSManagerを使用して、[NetworkControl Policy]にリンクステータスを設定します。
詳細については、『CiscoUCSManagerGUIConfigurationGuide』の「ConfiguringNetwork
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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クラスタ設定後のタスク

分散仮想スイッチ（DVS）および Cisco Nexus 1000v（N1Kv）

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/Network_External_Storage_Management_Guide/2-0/b_HyperFlexSystems_Network_and_External_Storage_Management_Guide_2_0/b_HyperFlexSystems_Network_and_External_Storage_Management_Guide_2_0_chapter_01.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/vm_fex/vmware/gui/config_guide/2-2/b_GUI_VMware_VM-FEX_UCSM_Configuration_Guide_2_2.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/vm_fex/vmware/gui/config_guide/2-2/b_GUI_VMware_VM-FEX_UCSM_Configuration_Guide_2_2.pdf


• 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

分散仮想スイッチにvMotionネットワークを移行する方法の詳細については、『NetworkandStorage
Management Guide』の「Migrating vMotion Networks to Distributed Virtual Switches (DVS) or Cisco Nexus
1000v (N1Kv)」を参照してください。

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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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/Network_External_Storage_Management_Guide/2-0/b_HyperFlexSystems_Network_and_External_Storage_Management_Guide_2_0/b_HyperFlexSystems_Network_and_External_Storage_Management_Guide_2_0_chapter_01.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/Network_External_Storage_Management_Guide/2-0/b_HyperFlexSystems_Network_and_External_Storage_Management_Guide_2_0/b_HyperFlexSystems_Network_and_External_Storage_Management_Guide_2_0_chapter_01.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-tech-notes-list.html
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クラスタ設定後のタスク

HX Data Platform での vCenter のホスト
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