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章

概要
この章では、Cisco HX データ プラットフォー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, 1 ページ
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システムのコンポーネント, 2 ページ
• HyperFlex HX シリーズ システムの設定, 4 ページ
• Cisco HyperFlex HX シリーズのシステム管理, 4 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
み合わせたハイパーコンバージド システムで、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、ドライブまたは CPU を追加して
拡張する代わりに、HX シリーズ アプライアンス ノードを 1 つの統合下に追加することでスケー
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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

ル アウトするように設計されたモジュラ システムです。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：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
システムを設定できます。
◦ Cisco HX220c は、1 ラック ユニット（1RU）サーバ アプライアンスです。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 アプライアンスです。
◦ 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サーバ アプライアンスです。
• Cisco HX データ プラットフォーム：Cisco HX データ プラットフォームの構成要素は次のと
おりです。
◦ Cisco HX データ プラットフォーム 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 データ プラットフォーム インス
トーラでは、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。
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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

◦ ストレージ コントローラ VM：HX データ プラットフォーム 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：これにより、vSphere インターフェイス
モニタが統合され、ストレージ クラスタ内のストレージが管理されます。
• 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。
• Cisco Nexus スイッチ
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
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概要
HyperFlex HX シリーズ システムの設定

HyperFlex HX シリーズ システムの設定
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、ノードまたはホストと呼ばれます。
HX クラスタを形成するには、少なくとも 3 つの HX シリーズ アプライアンスが必要です。1 つの
クラスタに最大 8 台の HX アプライアンスを含めることができます。さらに拡張が必要な場合は、
最小で 3 つのノードから開始される別の 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 クラスタには、最大 4 台のブレード サーバ アプライアンスと最大 8 台の HX240c サーバ
アプライアンスを含めることができます。
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 アプライアンス クラスタの設定オプション

Cisco HyperFlex HX シリーズのシステム管理
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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Cisco HyperFlex HX シリーズのシステム管理

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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章

インストールの前提条件
この章には、ご使用の環境に Cisco HyperFlex システムをインストールするために必要な次の情
報が含まれています。
• Cisco HyperFlex システムのインストール前チェックリスト, 8 ページ
• 必要なハードウェア, 9 ページ
• ホスト要件, 10 ページ
• ディスクの要件, 10 ページ
• ブラウザの推奨事項, 12 ページ
• 必須のポート, 12 ページ
• ネットワーク設定, 14 ページ
• VLAN および vSwitch の要件, 16 ページ
• FI IP チェックリスト, 17 ページ
• ハイパーバイザ要件, 18 ページ
• ストレージ クラスタ要件, 19 ページ
• vCenter 設定の要件 , 20 ページ
• システム要件, 21 ページ
• 自動サポートの要件, 22 ページ
• シングル サインオン, 23 ページ
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インストールの前提条件
Cisco HyperFlex システムのインストール前チェックリスト

Cisco HyperFlex システムのインストール前チェックリス
ト
ソフトウェア要件
• UCS Infra Bundle、B バンドルおよび C バンドル バージョン 2.2(6f)
• ESXi 最小 5.5 Update 3b、6.0 Update 1、または 6.0 Update 2
• HXDP ソフトウェア バージョン 1.7.1
• VMware vSphere Enterprise、および Enterprise Plus エディション。

（注）

注意

詳細については、次の vSphere ライセンス要件の項を参照してください。

すべての HyperFlex サーバとファブリック インターコネクトに、2.2(6f) バージョンがプレイン
ストールされていることを確認してください。事前設定された HX サーバに上位または下位
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、必要に応じて特定のバー
ジョンにアップグレードまたはダウングレードします。Cisco TAC に連絡して、サポートを受
けてください。
最初から再インストールする必要がある場合は、上記のバージョンのソフトウェアが HX サー
バにダウンロードされたことを確認します。

物理サーバの要件
• HX220c/HX240c/B200 サーバ用の連続したスペース。環境に応じて、最低 3 つのラック ユ
ニットから 13 のラック ユニットが必要。また、アップストリーム スイッチ用の追加のス
ペースと、サーバの修理と十分なエアーフローのために、サーバ周辺に十分なスペースが必
要です。サーバ内では前面から背面へ空気が流れます。
• 15AMP 回線に接続された 12 の C13/C14 電源接続。

（注）

正確な寸法と電力要件の詳細については、『Cisco HyperFlex Install Guide』を
参照してください。

vCenter の要件
• root レベルの権限とパスワードの設定された管理者アカウント
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必要なハードウェア

• vCenter 6.0 U1、U2、vCenter 5.5U3 または vCenter 5.5 U3b
vSphere ライセンスの要件
オプション

HyperFlex 付きの vSphere ライセ
ンスを購入したか

vSphere ライセンス エディション

1

YES

HX アプライアンスには、Enterprise
または Enterprise Plus エディション ラ
イセンスがプレインストールされて
います。以下の注 #1 を参照してくだ
さい。

2

NO

HX アプライアンスには基本ライセン
スがプレインストールされます。以
下の注 #2 を参照してください。

（注）

オプション 1 の場合：Standard、Essentials Plus および ROBO エディション ライセンス
のプレインストールは提供されません。
オプション 2 の場合：ライセンス タイプは初期設定後に変更できます。サポート対象
のエディションは、Standard、Essentials Plus、および ROBO ですが、vSphere 6.0 バー
ジョンに対してのみです。
現在これらのエディションでは、HX データ プラットフォームのアップグレードをオ
フライン メンテナンス ウィンドウで実行する必要の生じる場合があります。これらの
エディションの詳細については、VMware の Web サイトを確認してください。https://
www.vmware.com/products/vsphere/compare.html

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。
• 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。
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ホスト要件

（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 クラスタには、少なくとも 3 つの HX シリーズ サーバが含まれます。HyperFlex
HX クラスタ内の各サーバは、ホストまたはノードとも呼ばれます。ストレージ クラスタを展開
する前に、それぞれのホストに次の設定がインストールされ設定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。
• すべてのホストは、vCenter サーバ クラスタ内に追加される必要があります。
• すべてのホストは、vCenter データセンターに追加されます。
• 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。
• クラスタ内のすべての ESXi ホストは、HX データ プラットフォームの導入プロセス時に「メ
ンテナンス モード」に設定されます。
• 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ノード間で異なります。コンピュー
ティング ノードは、単に CPU を増やす目的で追加されます。
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。
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インストールの前提条件
ディスクの要件

• 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 サーバではディスク パーティションを削除しないで
ください。

表 1：ディスク サイズ

項目

ESX サーバおよびサイズごとの最小要件

HX220c

ESX インストールでのミラー設定において、2
X 64 GB SD FlexFlash カード。
サーバごとに 2 台のソリッド ステート ディス
ク（SDD）ドライブ。
• 1 X 120 GB SATA SSD
• 1 X 480 GB SATA SSD
6 X 1.2 TB SAS ハード ディスク ドライブ
（HDD）（サーバごと）

HX240c

ESX インストールでのミラー設定において、2
X 64 GB SD FlexFlash カード。
サーバごとに 2 台のソリッド ステート ディス
ク（SDD）ドライブ。
• 1 X 120 GB SATA SSD（背面）
• 1 X 1.6 TB SATA SSD
最大 23 X 1.2 TB SAS ハード ディスク ドライブ
（HDD）（サーバごと）

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。
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インストールの前提条件
ブラウザの推奨事項

（注）

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。

ブラウザの推奨事項
Cisco UCS Manager および HX データ プラットフォーム 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 と HX データ プラットフォーム 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 10.0.19 以降
• Mozilla Firefox 7.0 以降
• Google Chrome 14.0 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。

また、Cisco UCS Manager には以下が必要です。
• 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。
• 注：Cisco UCS Manager に関するブラウザの最新情報については、直近のリリース ノートを
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。
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インストールの前提条件
必須のポート

ポート番号

プロトコル

方向

80

HTTP/TCP

着信

443

HTTPS /TCP

着信

2068

KVM/TCP

着信

22

SSH /TCP

着信/発信

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

着信/発信

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

着信/発信

25

SMTP /TCP

発信

53（外部ルックアップ）

DNS /TCP/UDP

発信

123

NTP / UDP

発信

161

SNMP ポーリング

着信

162

SNMP トラップ

発信

902

UDP/TCP

着信/発信

7444 * デフォルト SSO

HTTPS/TCP

発信

9443

HTTPS/TCP

着信/発信
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13

インストールの前提条件
ネットワーク設定

ヒント

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。
また、詳細については、次の図を参照してください。

図 4： HX インストーラ ファイアウォール ポートの要件

ネットワーク設定
- 各 ESXi ホストには、異なるサブネット/VLAN 上に次の個別のネットワークが必要です。
注：これらの vSwitch は、HX データ プラットフォーム インストーラによって自動的に作成され
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

• 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：
各ホストは、10Gbps ケーブルを使用した UCS ファブリック インターコネクトに直接接続される
必要があります。
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。
UCSM の対応する vNIC テンプレートで VLAN の追加/削除を行い、vSwitch でポート グルー
プを作成できます。

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
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インストールの前提条件
VLAN および vSwitch の要件

（注）

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

図 5：Cisco HyperFlex システムの接続性の詳細

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。
VLAN タイプ

説明

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

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
16

インストールの前提条件
FI IP チェックリスト

VLAN HyperFlex ストレージ トラフィック

VLAN 名：hx-storage-data
VLAN ID
VLAN 名：hx-vmotion

VLAN VM 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 データ プラットフォーム インストーラを使用すると、
このプロセスがシンプル化されます。

FI IP チェックリスト
Cisco UCS ファブリック インターコネクトの要件
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
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インストールの前提条件
ハイパーバイザ要件

Cisco UCS Manager の要件
UCS Manager のホスト名

ホスト名または IP アドレス

Admin Username

username@domain

Admin Password

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 アドレスを提供します。

（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
上で動作する必要があります。
管理ネットワークの 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
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データ ネットワークの IP アドレス

サブネット マスク

インストールの前提条件
ストレージ クラスタ要件

管理ネットワークの IP アドレス
デフォルト ゲートウェ
イ

データ ネットワークの IP アドレス
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 クラスタ要件
ストレージ クラスタは、Cisco HX データ プラットフォームのコンポーネントです。vSphere Web
クライアントで単一のデータストアが容易にプロビジョニングされ、それによりストレージの複
雑さを軽減します。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。
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。
注：これらの IP アドレスは、4 つの IP アドレ
スに加えて、シスコが各ノードに割り当てます
（ハイパーバイザ セクションでの割り当て）。

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
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インストールの前提条件
vCenter 設定の要件

ストレージ クラスタ
<数字 - 2 または 3>

データ レプリケーション係数

HX データ プラットフォームの保持する冗長
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。
デフォルトの係数は 3 です。データを最大限保
護するために 3 つの冗長化した複製が保持され
ます。また、2 を指定して、アクセス ポリシー
を「lenient」に設定し、ストレージ リソースの
消費を抑えることもできます。
注：データ 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。

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データプラットフォー
ム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 データ プラットフォームのネイ
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 Server

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。

Admin User Name

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
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username@domain

インストールの前提条件
システム要件

vCenter の設定
Admin password

パスワード

Datacenter Name

vCenter データセンター名が必要です。

Cluster Name

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

システム要件
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
• 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> または <名前>
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
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21

インストールの前提条件
自動サポートの要件

ネットワーク サービス
<IP アドレス>

NTP サーバ

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
<利用するタイム ゾーン>

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。

（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。

自動サポートの要件
自動サポートの要件
自動サポートは、HX データ プラットフォームを通じて提供されるアラート通知サービスです。
自動サポートを有効にすると、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。実装するには、次の情報が必要です。
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インストールの前提条件
シングル サインオン

自動サポート
自動サポートの有効化

チェックボックスをクリックします
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。

シングル サインオン
サーバでの vCenter シングル サインオンの要件
この情報は、SSO サーバが vCenter サーバにインストールされていない場合にのみ必要です。
シングル サインオン（SSO）
SSO サーバ URL

https://<IP アドレス>:7444/ims/STSservice

注：vCenter SSO サーバのエンドポイントが、「非標準」URL にある場合、ユーザはこの URL
を提供する必要があります。シスコでは、「標準の」SSO URL を
https://<vCenterHost>:7444/ims/STSService と仮定しています。これと異なる場合、ユーザはイ
ンストール時に SSO URL を明示的に指定できるよう準備する必要があります。
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章

Cisco HyperFlex HX サーバ システムのインス
トール
この章は、次の項で構成されています。
• HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング, 25 ページ
• ファブリック インターコネクトの設定, 26 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, 31 ページ

HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング
図 6：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 HyperFlex システム ハードウェアの設置
UCS HX シリーズ サーバには、クラスタ内に 3 ～ 8 台を含められる HX220c サーバ、3 ～ 8 台を
含められる HX240c サーバ、あるいは最大 4 台の UCS B200 サーバと 8 台の HX240c シリーズ サー
バのハイブリッドがあります。
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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
UCS B200 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
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
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
FI の物理的な接続の確認

説明
• 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
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項目

説明

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。

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。
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• 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、[Standalone Mode] オプションを選択します。

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。

[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。
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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、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。
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。

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。
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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。
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
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コマンド

目的

出力の例

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

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。
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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
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 との統合用の正しいスロット
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

HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング, （25 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。
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

Cisco VIC 1227 から FI 上のサーバ ポートにパスを接続します。

ステップ 4

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。
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ステップ 5

ステップ 1 ～ 4 を繰り返し、Hyperflex システム クラスタの残りの HX シリーズ サーバを接続します。

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 7：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 B200 サーバの接続
HyperFlex クラスタの設定後、UCS B200 サーバが接続されます。UCS B200 サーバを検出し、そ
のサーバを HyperFlex クラスタに追加するには、「コンピューティング（B200）ノードの追加に
関する前提条件」の項を参照してください。
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Cisco HyperFlex システムの設定
この章は、次の項で構成されています。
• HX データ プラットフォーム インストーラ OVA の展開, 35 ページ
• HX シリーズ システム用の Cisco UCS Manager の設定, 40 ページ
• ESX サーバの準備, 43 ページ
• HX データ プラットフォームの設定, 49 ページ
• インストール後のタスク, 56 ページ
• 複数のクラスタの設定, 59 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。
https://<Cisco_path>/Cisco-HX-Data-Platform-Installer-<version>.ova
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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。
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。
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。
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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.
*******************************************
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 データ プラットフォーム 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
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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/
Transfer Completed
Powering on VM: rfsi_static_test
Task Completed
Completed successfully

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
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:passwoord@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「HX データ プラットフォーム 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
HX データ プラットフォーム インストーラのウェルカム ページが表示されます。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。[Continue] をクリックします。

ステップ 3

EULA を読んで同意します。[Continue] をクリックします。[Overview] ページに、ネットワーク構成のグ
ラフ ビューとネットワーキング設定のチェックリストが表示されます。
さらに、このページには 4 つのボタンがあります。
• [Configure UCS Manager]：HX サーバに FI ポリシーとプロファイルを適用するには、このボタンをク
リックします。
• [Configure Cluster]：このボタンをクリックすると、空白の [Cluster Configuration] ページが表示される
ので、ここで、ストレージ クラスタを設定するために必要な設定データを手動で入力します。
• [Import Configuration]：インポート ページが表示されるので、必要な設定データが含まれている JSON
ファイルをドラッグするか、選択することができます。
最初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
ルについてシスコの担当者に問い合わせてください。
• [Expand Cluster]：[Expand Cluster] ページが表示されるので、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ためのデータを入力します。参照先： Cisco
HyperFlex システム クラスタの展開, （61 ページ）

HX データ プラットフォーム インストーラの終了
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、ブラウザを閉じます。
新しいブラウザ ウィンドウを開いて再ログインすると、ウェルカム ページに戻ります。
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。HX データ
プラットフォーム インストーラにタイムアウト セッション クロックはありません。
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HX シリーズ システム用の Cisco UCS Manager の設定
FI および UCS サーバの前提条件が完了していることを確認します。「インストールの前提条件」
を参照してください。
次のものが含まれます。
• IP アドレスが FI-A、FI-B および UCS Manager クラスタに割り当てられている。
• 管理ポートが接続され、ネットワークを介してアクセス可能である。
• 必要に応じて、VLAN 情報を入力する。

ステップ 1

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。
a) Web ブラウザを開き、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 アドレスまた
はノード名を入力します。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。これは、ス
トレージ クラスタの作成に使用されるものと同じ VM です。
b) ログイン クレデンシャルを入力します。
ユーザ名：root
パスワード：Cisco123
HX データ プラットフォーム インストーラのウェルカム ページが表示されます。

ステップ 2

HX データ プラットフォーム インストーラの [Overview] ページから、[Configure UCS Manager] をクリック
します。[HyperFlex Installer for UCS Service Profiles and Network Policies, UCS Manager] ログイン ページが表
示されます。
[UCS Manager] のログイン セクションで、次の情報を入力します。
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。たとえば 10.193.211.120 と入力します。

[User Name] および [Password]

管理者レベルのクレデンシャル

[Continue] をクリックします。[UCS Manager Configuration] ページに、[Servers]、[LAN Configuration]、
[Advanced] フィールドが表示されます。
ステップ 3

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選択します。HX データ プラット
フォーム インストーラが接続された UCS サーバおよび FI を検出します。関連付けられていない UCS サー
バは、FI HX クラスタへの追加に使用できます。
関連付けられていないサーバがない場合は、次の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.含まれている [Launch UCS
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Manager] ボタンをクリックし、ストレージ クラスタに関連付けられている UCS Manager に直接移動しま
す。
ステップ 4

VLAN、MAC プール、IP アドレス プールの情報を確認します。デフォルトの VLAN ID を使用していない
場合は、サイト固有の値を入力するようにこれらを編集します。詳細については、「付録」を参照してく
ださい。

ステップ 5

MAC プールのプレフィックスを入力し、HX サーバに割り当てることができる MAC アドレスのプールを
割り当てます。詳細については、「付録」を参照してください。

ステップ 6

[LAN Configuration] セクションを展開します。各ネットワークに関する次に示す情報を入力します。リス
トされた VLAN 名のみを使用してください。
デフォルトの VLAN ID が HX クラスタに適していることを確認します。必要に応じて更新します。オプ
ションで、アウトオブバンド CIMC オプション用の IP プールを入力します。
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 vMotion
VLAN name

名前：hx-vmotion

VLAN ID

デフォルトの VLAN ID：3093

VLAN for VM vMotion
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:B5:99:0

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

情報

IP Blocks

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

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

（注）

ステップ 7

ステップ 8

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。

[Advanced] セクションで、次の情報を確認できます。
フィールド

情報

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：2.2(6f)

HyperFlex Cluster Name

UCS Manager を使用して UCS クラスタに割り当て
られる名前。例：「HyperFlex クラスタ」

[Configure] をクリックします。スクリプトはバックグラウンドで開始され、HyperFlex システムのプロファ
イルおよびポリシーを適用します。設定項目は次のとおりです。
• インベントリの確認：各サーバのファームウェア バージョン、UCS ファブリック インターコネク
ト、インバンド CIMC、物理サーバ インベントリ、VLAN、ホスト ファームウェア ポリシー、MAC
アドレス プール。
• ポリシーの適用：QoS ポリシー、ネットワーク制御ポリシー、vNIC テンプレート、LAN 接続ポリ
シー、サーバ ポリシー、サービス プロファイル テンプレート、SD カード設定、SD カード ミラーリ
ング、サービス プロファイルのインスタンス作成と関連付け。
• 検証：HX サーバ、HyperFlex クラスタ。
完了すると、HyperFlex サーバがインストールおよび設定され、ping が到達可能になります。

ステップ 9

タスクの完了後、[Configuration Completed] ページに設定タスクの概要が表示されます。次のオプションが
あります。
• [Show Details]：適用された設定手順の詳細なリストが表示されます。
• [Launch UCS Manager]：別のブラウザ タブが開き、UCS Manager のログイン ページが表示されます。
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• [Configure HX Cluster]：現在のブラウザのタブが HX データ プラットフォーム インストーラの
[Overview] ページを示すように変更され、そのページから、HX データ プラットフォームをインス
トールしてストレージ クラスタの作成に進みます。
• [Back]：[HyperFlex Installer for UCS Service Profiles and Network Policies] 開始ページに戻ります。
[Configure HX Cluster] をクリックし、ESX サーバの準備に進みます。

ESX サーバの準備
ここでは、ESX ホストを設定し、vCenter クラスタを作成する方法について説明します。
注：インターフェイスを経由して移動するため、すべての名前が結び付いています。たとえば、
Rack1 - Server1 - HX1 などです。
サポート対象の vSphere バージョンがあることを確認します。必要に応じて、vSphere、vCenter、
および ESX サーバをアップグレードします。サポート対象のバージョンについては、『Cisco HX
Data Platform Release Notes』を参照してください。
UCS Manager での ESX サーバの設定
UCS サーバは、IP アドレス用に DHCP を使用した設定で出荷されます。HX データ プラットフォー
ムには、UCS サーバ上の ESX サーバに使う静的 IP アドレスが必要です。UCS Manager を使用し
て、ESX サーバに静的 IP アドレスを適用します。
UCS Manager にログインします。

ステップ 1

ブラウザを開いて、UCS Manager のアドレスを入力します。

ステップ 2

[Launch UCS Manager] ボタンをクリックします。

ステップ 3

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

ステップ 4

ログイン クレデンシャルを入力します。
ユーザ名：admin パスワード：Cisco123
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HX サーバへの静的 IP アドレスの適用
HX サーバは、ESX と HX データ プラットフォーム コントローラ VM が搭載された状態で届きま
す。サーバとコントローラ VM には、DHCP を使用する IP アドレスが割り当てられています。実
稼動で使用するためには、これを静的 IP アドレスに変更する必要があります。

ステップ 1

UCS Manager から、[Equipment tab] タブを選択し、HX サーバのリストの表示を展開します。

ステップ 2

各サーバの KVM コンソールを起動してログインします。

ステップ 3

サーバを右クリックし、[KVM Console] を選択します。Java が起動します。サーバが起動します。

ステップ 4

KVM コンソールから、F2 を押してログインします。

ステップ 5

ログイン フィールド間を移動するには矢印キーを使用します。
ユーザ名：root パスワード：Cisco123
KVM コンソールに移動するには、キーボードの [F] キー、[矢印] キー、およびスペース バーを使用しま
す。変更を保存するには、Enter キーを押します。Esc キーを押すと、パネルが終了し、変更は保存されま
せん。KVM 画面の下部に示されるキーに従います。

ステップ 6

[Customize System/View Logs] パネルに入ります。
KVM コンソールで起動したパネルの [KVM Console] タブで、[Customization System/View Logs] を選択し、
F2 を押します。プロンプトが表示されたらログインします。[System Customization] パネルが表示されま
す。

ステップ 7

静的 IPv4 アドレスを使用するように設定します。
a) [Customize System/View Logs] から、[Configure Management Network] > [IPv4 Configuration] の順に選択し
ます。
b) [Set static IPv4 address and network configuration] を選択し、スペース バーを押します。
c) HX クラスタに固有の IPv4 アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイを入力します。
フィールド間でスペース バーを押します。
d) 変更を保存し、Enter キーを押します。[Configure Management Network] パネルに戻ります。

ステップ 8

[Configure Management Network] パネルから、[DNS Configuration] を選択して DNS 設定を確認します。[DNS
Configuration] パネルで、[Hostname] を選択して、入力します。たとえば HX-01 と入力します。変更を保
存し、Enter を押します。[Configure Management Network] パネルに戻ります。

ステップ 9

SSH 設定を確認します。[System Customization] パネルから、[Troubleshooting Options] を選択します。SSH
が無効になっている場合は、[Enable SSH] を選択して Enter を押します。SSH がすでに有効になっている
場合は、Esc を押します。

ステップ 10 KVM コンソールを終了して、開始パネルで Esc を押し、クローズ ボックス（x）をクリックします
ステップ 11 すべてのサーバにこの手順を繰り返します。各サーバを選択して、KVM コンソールを開き、編集を行い
ます。すべてのサーバが設定されるまで、次のサーバを選択します。完了したら、サーバを vCenter クラ
スタに追加できます。
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vSphere での ESX サーバの設定
HX データ プラットフォームには、固有の ESX サーバの設定要件があります。インストールのシ
ステム要件を参照してください。この設定の一部は vSphere インターフェイスから行います。次
の手順があります。

ステップ 1

vSphere（シック）クライアントまたは vSphere（シン）Web クライアントを使用して、vSphere にログイ
ンします。vSphere 管理者の指示に従って、ご使用の環境に固有のクレデンシャルを入力します。

ステップ 2

存在しない場合は、データセンターを作成します。
a) [Home] から、[Inventory] > [Hosts and Clusters] の順に選択します。
b) [File] > [New] > [Datacenter] の順に選択します。
c) データセンター名を入力し、[OK] をクリックします。

ステップ 3

vSphere クラスタを作成します。
a) [New Cluster] ウィザードを開始します。データセンターを右クリックし、[New Cluster] を選択します。
b) クラスタ機能を入力します。
• [Name]：vCenter クラスタ名。
• [vSphere HA]：インストール時は、これを無効にします。これは、HX データ プラットフォーム
ストレージ クラスタの作成後に設定します。「インストール後のタスク」を参照してください。
• [vSphere DRS]：インストール時は、これを無効にします。これは、HX データ プラットフォーム
ストレージ クラスタの作成後に設定します。「インストール後のタスク」を参照してください。
c) 次のパネルのデフォルトを受け入れます。[Finish] をクリックします。

ステップ 4

新しい vCenter クラスタにホストを追加します。
a) [Add Host] ウィザードを起動します。新しいクラスタを右クリックし、[Add Host] を選択します。
b) 接続設定を入力します。
• [Host]：KVM コンソールに入力したホストの静的 IP アドレスを入力します。
• [Username and Password]：ホストのクレデンシャルを入力します。クラスタ内のすべてのホスト
は同じログイン クレデンシャルを使用する必要があります。
c) 次のパネルのデフォルトを受け入れます。[Finish] をクリックします。
d) 各ホストに対して、手順を繰り返します。
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NTP が有効になっていることを確認する
NTP サービスはストレージ クラスタを作成する前に必要で、ストレージ クラスタの作成後は継続
的に稼働する必要があります。コンバージドノードまたはコンピューティングノードをストレー
ジ クラスタに追加すると、新しいノードは既存のストレージ クラスタからの NTP 設定を継承し
ます。

ステップ 1

vSphere にログインして、NTP が有効になっていることを確認します。

ステップ 2

[hx-cluster] > [host] > [Configuration] > [Software] > [Time Configuration] > [Properties] の順に選択します。

ステップ 3

NTP を有効にし、[NTP Client Enabled] チェックボックスをクリックします。

ステップ 4

[Options] をクリックします。

ステップ 5

[Startup Policy] > [Start and stop with host] の順に選択します。

ステップ 6

[NTP Settings] > [Add] の順にクリックします。

ステップ 7

IP アドレスを入力します。[OK] をクリックします。

ステップ 8

[Restart NTP service to apply changes] をクリックします。[OK] をクリックします。

ステップ 9

[Time Configuration] ダイアログを終了し、[OK] をクリックします。

ステップ 10 クラスタ内の各ホストに対してステップ 2 ～ 9 を繰り返します。

オプションで、コマンド ラインから NTP サービスを確認します
NTP サービスが正しく設定されていることを確認するには、各ホストで次の CLI コマンドを実行
します。

ステップ 1

コマンド ラインにログインし、NTP サービス ステータスを確認します。#

service ntp status

Response

* NTP server is running

ステップ 2

日付スタンプを確認します。# date
すべてのストレージ コントローラ VM およびホストの日付スタンプが概ね一致している必要があります。
各ストレージ コントローラ VM とホストの間で、コマンドへのログインと実行に要する時間を考慮しま
す。
（注）

コマンドを実行して、すべての ESX ホストが同じ NTP サーバの IP アドレスを指してい
ることを確認します。このコマンドを実行すると、NTP サーバに既知のピアのリストとそれら
の状態の概要が表示されます。
ntpq-p

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
46

Cisco HyperFlex システムの設定
MTU 設定の検証

MTU 設定の検証
Cisco HX データ プラットフォーム インストーラによって、ホストの vSwitch および vNIC、また、
すべてのストレージ コントローラ VM イーサネット データ インターフェイスにストレージ デー
タ ネットワーク用の MTU 9000 が設定されます。9000 以外の MTU 値を設定する必要がある場合
は、シスコ サポートにお問い合わせください。

ステップ 1

必要に応じて、ストレージ データ ネットワーク vSwitch で MTU サイズを 9000 に手動で設定します。
• 各ホストのコマンド ラインからの設定。
# esxcli network vswitch standard set -v vswitch-hx-storage-data -m 9000
# esxcli network vswitch standard set -v vmotion -m 9000
# esxcli network ip interface set -i <vmotion_vmkernel_nic> -m 9000

• vCenter UI からの設定。
- vCenter から、[Home] > [Hosts and Clusters] > [Hosts] > [Manage] > [Networking] > [Virtual Switches] >
[vswitch-hx-storage-data] > [Edit] > [Properties] > [MTU (Bytes)] > [value]。[OK] をクリックします。
- 各物理スイッチと NIC では、製造者の指示に従って、MTU を 9000 に設定します。
ステップ 2

各ホストから、他のすべての ESX ホストに ping を実行します。
MTU がストレージ データ ネットワーク全体で正しく設定されていることを確認するには、ストレージ ク
ラスタ内のすべてのノード間に ping を実行します。その際、MTU 値は 9000 ではなく 8972 を使用しま
す。これは、28 バイトはヘッダーで使用されるためです。
vmkping - I vmk1 -v -s 8972 -d target_IP_address

ステップ 3

HX データ プラットフォームのインストール後、各ストレージ コントローラ VM から、他のすべてのホ
ストとストレージ コントローラ VM に ping を実行します。ping -I ethl -M do -s 8972 target_IP_address
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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

ESX ホストのメンテナンス モードへの設定
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、vCenter クラスタにあり、ストレージ
クラスタに含める予定のすべての 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。

（注）

これは、工場から出荷される新しい HX シリーズ サーバにすでに設定されている必要がありま
す。
vCenter インターフェイスを使用して ESX ホストをメンテナンス モードに設定します

ステップ 1

vSphere から、[Home] > [Hosts and Clusters] > [Hosts] > [host] に移動します。

ステップ 2

[Actions] メニューから、または各ホストを右クリックして、[Cisco HX Maintenance Mode] > [Enter Maintenance
Mode] の順に選択します。
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ESX ホストのコマンド ラインから ESX ホストをメンテナンス モードに設定します

ステップ 1

root

ステップ 2

ESX ホストをメンテナンス モードに移行します。

権限を持つユーザとして、ESX サーバ ホストのコマンド ラインにログインします。

# esxcli system maintenanceMode set -e true

ステップ 3

ESX ホストがメンテナンス モードになっていることを確認します。
# esxcli system maintenanceMode get
Enabled

HX データ プラットフォームの設定
この章では、HX データ プラットフォームのインストールとストレージ クラスタの設定に関する
設定情報の提供方法を説明します。HX データ プラットフォーム インストーラでは、設定情報を
入力する方法が 2 つあります。
• [Configure Cluster]。このオプションでは、[Cluster Configuration] ページが表示され、手動で
クラスタ構成情報を入力できます。
• [Import Configuration]。このオプションでは、[Configuration File] ページが表示され、クラス
タ構成情報を含む以前に保存された、または編集された JSON ファイルをインポートできま
す。

ストレージ クラスタの設定
（注）

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。

ステップ 1

Web ブラウザを開き、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 アドレスまたは
ノード名を入力します。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 2

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

ステップ 3

[Overview] ページで、[Configure Cluster] をクリックし、[Cluster Configuration] ページを表示します。

ステップ 4

次のように、ハイパーバイザ管理 IP アドレスとデータ IP アドレスを手動でフィールドに入力します。
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フィールド

情報

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。

[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）

ストレージ クラスタの作成後は、コンピューティング専用ノードのみ追加できま
す。

Subnet

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。

Subnet Mask

管理ネットワークおよび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

Default Gateway

管理ネットワークおよび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
Cisco HX Cluster
Cluster Name
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情報

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
にデータ ネットワークを割り当てるための IP アド
レスを入力します。

Cluster Data IP Address

各 ESX ホスト上のストレージ コントローラ VM 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。
Replication Factor

ドロップダウン メニューから [2] または [3] を選択
します。これにより、Cisco HX データ プラット
フォームが保持するデータの冗長コピーの数が指定
されます。
• デフォルトは 3 で、最大限にデータが保護さ
れ、より多くのストレージ リソースを消費し
ます。また、「Cluster Access Policy」が [Strict]
に設定されます。
• データ レプリケーション係数を 2 に設定する
と、「Cluster Access Policy」が [Lenient] に設
定されます。
クラスタ アクセス ポリシーは、ストレージ クラス
タの展開後に変更できます。

Hypervisor Credentials

管理者ユーザ名を入力します。

Admin username

管理者パスワードを入力します。

Admin Password

注：クラスタ内のすべての ESX ホストに同じログ
イン クレデンシャルを使用します。

Controller VM Credentials

コントローラ VM がコンバージド 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されると、
コントローラ VM にデフォルトの管理者ユーザ名と
パスワードが適用されます。
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。
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フィールド

情報

vCenter Configurations

- vCenter サーバの Web アドレスを入力します。

vCenter Server
Admin Username

- vCenter サーバの管理者用のログインを入力します
（username@domain）。

Admin Password

- 管理者パスワードを入力します。

Datacenter Name

- vCenter データセンター（Cisco Hyperflex クラスタ
用に作成）の名前を入力します。

Cluster Name

- すべてのホストが属している vCenter クラスタ名
を入力します。
System Services
DNS Servers
NTP Servers
Time Zone

各 DNS サーバの IP アドレスをリストします。カン
マで区切ります。
各 NTP サーバの IP アドレスをリストします。カン
マで区切ります。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。
下向き矢印をクリックして、コントローラ VM の
ローカル タイム ゾーンを選択し、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決定しま
す。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。

Mail Server

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

Mail Sender

メール サーバの IP アドレスを入力します

Auto Support

自動サポート電子メール通知の送信に使用する電子
メールを入力します
Advanced Configuration
Virtual Desktop

VDI のみの環境で稼働している場合にのみ、VDI 専
用展開のチェックボックスをオンにします。
（注）

vCenter Single sign on Server
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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
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vCenter が SSO を使用する場合のみの vCenter SSO
サーバの URL
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情報

VLAN - Management

ESX ホストが仮想スイッチを使用している vCenter
に追加されている場合は、管理ネットワークの ESX
VLAN ID を入力します。

VLAN - Data

ESX ホストが仮想スイッチを使用している vCenter
に追加されている場合は、データ ネットワークの
ESX VLAN ID を入力します。

（注）

VLAN は現状、HX データ プラットフォーム インストーラの UI の形式で、プロファイル設定
を介して設定されています。

vSwitch - Management

デフォルトは vswitch-hx-inband-mgmt です

vSwitch - Data

デフォルトは vswitch-hx-storage-data です

Deployment Options

[Deployment Mode] が [Full Deployment] であること
を確認します。これは、唯一サポートされる展開
モードです。

Mode

Disk Partition

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）

Advanced Networking

内部でのみ使用します。シスコの担当者から指示さ
れた場合にのみ設定を変更します。
[Override default settings] をクリックします。管理
ネットワークおよびデータ ネットワーク用の VLAN
タグと vSwitch 名を変更します。

ステップ 5

右下隅の [Save Configuration File] に進みます。ファイルを保存する場所を指定します。ファイル名はデフォ
ルトで、HX データ プラットフォーム クラスタにリストされている名前 cluster_name.config.json に設定
されています。
注：後でこのファイルを使用して、クラスタを展開したり、追加のクラスタを展開したりすることができ
ます。
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ステップ 6

情報の設定が完了したら、[Validate] をクリックします。
「Validating deployment settings」というメッセージが表示されます。検証が完了すると、ページにすべて
緑色のチェック マークが表示されます。

ステップ 7

赤色の X が [Deployment Progress] ページに表示される場合は、[Details] をクリックして詳細なリストを表
示し、設定の問題を特定します。

ステップ 8

[Edit Configuration] をクリックして [Cluster Configuration] ページに戻り、問題を解決します。

ステップ 9

[Validate] をクリックします。

ステップ 10 [Deployment progress] ページにすべて緑色のチェックマークが表示されるまで繰り返します。「HX データ
プラットフォームの導入の完了」の項に進みます。

HX データ プラットフォームの導入の完了
この項では、HX データ プラットフォームをインストールし、ストレージ クラスタを作成する最
後の手順について説明します。

ステップ 1

[Cluster Configuration]、[Configuration File]、または [Deployment Progress] ページから、[Deploy] をクリック
します。
これにより、コントローラ VM が展開され、ストレージ クラスタが設定され、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。
[Deployment Progress] ページには、導入、インストール、設定、およびクラスタの作成が完了したときに
ステータス メッセージが表示されます。
（注）

ステップ 2

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。

任意で、検証とインストールのフェーズをモニタします。これらには、[Details] リンクが含まれています。
• ESXi およびストレージ コントローラ VM のネットワーク（ポート グループ）設定
• データストアの可用性の検証
• クリーン アップ
• ストレージ コントローラ VM の設定
• ストレージ コントローラ VM のネットワーク設定
• ストレージ コントローラ VM の IP アドレスの取得
• ストレージ コントローラ VM での VMware ツールのアップグレード
• インストールのためのストレージ コントローラ VM の初期化
• ストレージ コントローラ VM への予備ソフトウェア パッケージのコピー
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• パッケージの展開
• OS ドライバ パッケージの更新
• ストレージ コントローラ VM へのソフトウェア パッケージのコピー
• パッケージの展開
• ストレージ コントローラ VM へのソフトウェア パッケージのインストール
• ストレージ コントローラ VM のシャットダウン
• ストレージ コントローラ VM の起動
• ストレージ コントローラ VM の再起動待ち
• ストレージ コントローラ VM の準備待ち
• 使用可能なクラスタ サービスの検証
• 導入完了
vSphere ステータス。vSphere クライアントまたは vSphere Web クライアントで、最近のタスクのステータ
ス メッセージをモニタできます。
ステータス バー。HX データ プラットフォーム インストーラでは、右下のメッセージ バーにもメッセー
ジが表示されます。たとえば、クラスタ構成、またはクラスタの作成を検証します。
ポートグループ。初回のインストールでは、次のポート グループ ネットワーク ラベルがネットワーク
vSwitch 用に作成されます。
- ストレージ コントローラ管理ネットワーク
- ストレージ コントローラ データ ネットワーク
- ストレージ ハイパーバイザ データ ネットワーク
ステップ 3

任意で、クラスタの作成フェーズをモニタします。

ステップ 4

完了した [Summary] ページを確認します。[Summary] ページ ボタン オプションは次のとおりです。
• [Launch vSphere Web Client]。インストールが完了したら、ストレージ クラスタの管理を開始します。
• [Expand Cluster]。インストールが完了し、クラスタが作成されました。追加のコンバージド ノード
およびコンピューティング ノードを追加するオプションがあります。
• [Start New Deployment]。導入およびクラスタ作成が成功すると、ウェルカム ページに戻り、同じ HX
データ プラットフォーム インストーラを使用して、新しいクラスタの作成を開始します。現在導入
されているクラスタの設定データは引き継がれません。
• [Print]。 設定情報のコピーを印刷します。
このページからの概要情報を常に表示するには、vSphere Web クライアントの HX データ プラット
フォーム プラグインにログインし、HX データ プラットフォーム プラグインの上部にある [Actions]
メニューを選択するか、サマリー ページ アイコンをクリックします。
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導入時にクラスタ作成が失敗したことを示すメッセージが返された場合は、テクニカル アシスタン
ス センター（TAC）にお問い合わせください。
ステップ 5

HX データ プラットフォームのインストール後のタスクに進みます。

インストール後のタスク
HX データ プラットフォームを導入し、クラスタを設定した後、次のタスクに進みます。

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
データストアは、ファイル システムと同様の論理コンテナで、物理ストレージの仕様を非表示に
し、VM ファイルを保存するための統一モデルを提供します。ISO イメージおよび VM テンプレー
トの保存にデータストアを使用することもできます。
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HA ハートビートで使用するデータストアを 2 つ作成します。データストアを 2 つ作成しないと、
警告メッセージのみが発生する可能性があります。ストレージ クラスタの機能には影響しませ
ん。

ステップ 1

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] > [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するか、または [Actions] メニューから選択します。

ステップ 3

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、データストア名の上限が 42 文字に制
限されます。各データストアに一意の名前を割り当てます。

ステップ 4

データストアのサイズを指定します。ドロップダウン リストから [GB] または [TB] を選択します。

ステップ 5

変更を受け入れるには [OK] をクリックするか、またはすべての変更をキャンセルするには [Cancel] をク
リックし、ダイアログ ボックスを終了します。

ステップ 6

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。新しいデータストアのマウント ステータ
スを表示するには、[Manage] > [Datastores] > [Hosts] タブをクリックします。
（注）
[vSphere Client application, host] > [Configuration] > [Datastores] からデータストアを確認すると、
[Drive Type] が [Unknown] としてリストされます。これは予期される動作で、vSphere は NFS
データストアを [Unknown] としてリストします。

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。
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クラスタ アクセス ポリシー
ベストプラクティスとして、多数の障害に対する高い耐性を得るために、ストレージクラスタの
作成後、クラスタ アクセス ポリシーを [Lenient] に設定します。
ストレージ クラスタ内の任意のコントローラ VM のコマンド ラインから、次のコマンドを実行し
ます。
# stcli cluster set-cluster-access-policy --name lenient

クラスタ アクセス ポリシーの追加情報については、『Cisco HyperFlex Systems Administration Guide』
を参照してください。

分散型仮想スイッチ（DVS）
（注）

• 分散型仮想スイッチの使用はオプションで、必須ステップではありません。
• 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。
ご使用の環境に Enterprise Plus ライセンスが供与されている場合は、vMotion ネットワークに対
し、標準の vSwitch もしくは分散型スイッチの使用を選択できます。vMotion ネットワークは、さ
まざまなコンポーネントから構成される複合的な構成になります。各コンポーネントは、クラス
タ内の各ホストで同一になるように設定する必要があります。分散型スイッチは、その一貫性を
維持する上で役立ちます。これにより、特に設定とトラブルシューティング時の多くの労力が削
減でき、各ホストが同じ設定を使用できるようになります。また、DVS によって、トラフィック
に優先順位を付け、アクティブな vMotion トラフィックの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ツールが提供されます。
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
• 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
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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」セクションを参照してください。

複数のクラスタの設定
各 HyperFlex クラスタには、最大 8 つのコンバージド ノードと 4 つのコンピューティング ノード
を設定できます。8 つのコンバージド ノードと 4 つのコンピューティング ノードに加えてさらに
HX データ プラットフォームを拡張する場合は、最大 4 つの HyperFlex クラスタを UCS ファブリッ
ク インターコネクトに接続できます。つまり、ファブリック インターコネクトの各ペアに最大
32 のコンバージド ノードと 16 のコンピューティング ノードを設定できます。
新しい HyperFlex クラスタを作成するには、「インストールの前提条件」に記載されているすべ
ての要件が満たされ、「Cisco HyperFlex システムの設定」と同じプロセスをたどる必要がありま
す。手順の概要を次に示します。
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（注）

• HX データ プラットフォーム インストーラ OVA がすでに導入されています。
• Cisco UCS Manager では、同じ sub-org（hx-cluster）が使用されます。すべての HX クラス
タは同じポリシーとサービス プロファイル テンプレートを使用する必要があります。
• 各 HX クラスタには一意の名前が必要です。新しい HX クラスタの名前を決めます（例：
「HX クラスタ 2」）。
• マルチクラスタ構成では、追加の HX クラスタは最初のクラスタと同じ VLAN を使用し
ます。
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 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。

ステップ 2

[Configure UCS Manager] をクリックしてログインし、新しい HyperFlex クラスタに含める HX サーバを選
択します。

ステップ 3

ウィザードを使用して、新しいノードに Cisco UCS Manager のサービス プロファイルとポリシーを設定し
ます。

ステップ 4

新しい vCenter クラスタを作成します。「vSphere での ESX サーバの設定」の項の手順 3 と同じプロセス
に従い、新しい vCenter クラスタを作成します。複数の vCenter クラスタを同じ vCenter データセンターに
設定できます。
（注）
新しいデータセンターは作成しないでくださ
い。

ステップ 5

HX サーバに静的 IP アドレスを適用します。「ESX サーバの準備」の項と同じプロセスに従い、各 ESXi
ホストに管理 IP アドレスを割り当てます。
（注）
IP アドレスはすべて新しく、最初のクラスタにあるアドレスと同じものはありませ
ん。

ステップ 6

HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタが作成されるまで、HA および DRS を無効にします。
新しい vCenter クラスタに ESX ホストをそれぞれ追加します。「vSphere での ESX サーバの設定」の項の
手順 4 と同じプロセスに従い、ESXi ホストを vCenter クラスタに追加します。

ステップ 7

NTP がイネーブルになっていることを確認します。

ステップ 8

MTU 設定を検証します。

ステップ 9

リモート システム ログを設定します。

ステップ 10 新しい ESX ホストをメンテナンス モードに設定します。
ステップ 11 インストーラ UI に戻り、ウィザードを使用して HX データ プラットフォームの設定と展開を行います。
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Cisco HyperFlex システム クラスタの展開
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, 61 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, 61 ページ
• コンバージド ノードの準備, 62 ページ
• 既存のクラスタへのコンバージド ノードの追加, 63 ページ
• コンピューティング（B200）ノードの追加に関する前提条件, 65 ページ
• Cisco HyperFlex システム クラスタへの UCS B200 ノードの追加, 70 ページ
• クラスタ展開の障害の解決, 72 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 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。
• ストレージ クラスタの状態が正常であること。
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• 新しいノードが、ネットワークとディスクの要件を含む、インストールの前提条件, （7
ページ） にリストされた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。
◦ 新しいノードは、ストレージ クラスタの設定時にメンテナンス モードである必要があ
ります。
◦ 新しいノードは、vCenter クラスタのメンバーであり、vCenter データセンターに追加さ
れる必要があります。
◦ 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 データ プラットフォームのソフトウェア 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 Cisco HX データ プラッ
トフォーム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

「Cisco UCS Manager HX シリーズ システムの設定」の項にある手順を完了し、関連付けられていないサー
バに、HX データ プラットフォーム ネットワーク ポリシーを適用します。
（注）
UCSM 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 クラスタにノードを追加している場合は、プロファイルとテンプレートがすでに存在してい
ます。すでに存在する適切なテンプレートを選択し、サービス プロファイルを関連付けます。
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ステップ 3

「ESX サーバの準備」の項にあるタスクを完了し、必要な ESX サーバの構成時の設定を適用します。

ステップ 4

「 既存のクラスタへのコンバージド ノードの追加」に進みます。

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 シリーズ サーバを追加するには、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 データ プラットフォーム 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）

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。

ステップ 4

「概要」が記載された [Deployment] ページが表示されます。ページの最下部までスクロールし、[Expand
Cluster] をクリックします。[Configuration] タブが表示されます。単一ノードの追加に必要なフィールドが
提供されます。

ステップ 5

[Add] をクリックして、新しいコンバージド ノードを追加します。

ステップ 6

次の表で説明されているように、フィールドに手動で情報を入力できます。
フィールド

入力

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。コンバージド ノードのみです。

Management Storage
Controller

HX データ プラットフォーム コントローラ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

コンバージド ノードのみを対象としたハイパーバイザ 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

HX データ プラットフォーム コントローラ 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。

Cisco HX Cluster
Management IP Address

ストレージ管理ネットワークの IP アドレスを入力します。
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フィールド

入力

Hypervisor Credentials

管理者ユーザ名と管理者パスワードを入力します。

Controller VM Credentials

コントローラ VM がコンバージド ノードまたはコンピューティング ノード
にインストールされると、コントローラ VM にデフォルトの管理者ユーザ名
とパスワードが適用されます。
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。

Disk Partition

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。
（注）

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。
vCenter Configuration

vCenter サーバの Web アドレスおよび vSphere 管理者ユーザ名と管理者パス
ワードを入力します。

ステップ 7

[Validate] をクリックします。
「Validating deployment settings」というメッセージが表示されます。検証が完了すると、ページにすべて
緑色のチェック マークが表示されます。

ステップ 8

赤色の X が [Deployment Progress] ページに表示される場合は、[Details] をクリックして詳細なリストを表
示し、設定の問題を特定します。

ステップ 9

[Edit Configuration] をクリックして [Cluster Configuration] ページに戻り、問題を解決します。

ステップ 10 [Validate] をクリックします。
ステップ 11 [Deployment progress] ページにすべて緑色のチェックマークが表示されるまで繰り返します。導入時にス
トレージ クラスタの展開が失敗したことを示すメッセージが返された場合は、テクニカル アシスタンス
センター（TAC）にお問い合わせください。
ステップ 12 [Deploy] をクリックします。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。
（注）
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。
ステップ 13 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。
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（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 時間の再調整スケジュールごとに行われます。また、ノードに障害が発生し
た場合の 2 時間後、またはストレージ クラスタの領域が不足している場合にも行われます。
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 14 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（B200）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 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。UCS B200
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。

（注）

B200-M4 ノードは、HX240c-M4 ノードを持つ既存のクラスタにのみ追加できます。HX220c-M4s
の HX クラスタへの B200-M4 コンピューティング ノードの追加はサポートされていません。
UCS B200 サーバの追加を開始する前に、次のことを確認します。
• 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む、インストールの前提条件, （7
ページ） にリストされたコンピューティング 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。
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◦ 新しいノードは、ストレージ クラスタの設定時にメンテナンス モードである必要があ
ります。
◦ 新しいノードは、vCenter クラスタのメンバーであり、vCenter データセンターに追加さ
れる必要があります。
◦ 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 データ プラットフォームのソフトウェア 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 データ プラットフォーム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 ノードの準備

ステップ 1

サーバがサポート対象のブレード 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

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 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 FI 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 ノードへの HX プロファ
イルの適用
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 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

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 2

[Servers] > [Go to 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 ノードでは、[Service Template compute-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-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。
• 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。
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• 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、新しいプロファイルについて確認します。
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 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] ダイアログから、[Server Assignment] メニューで、[elect existing ServerS] 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 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 サーバを起動します。
a) 関連付けられたプロファイルを選択します。
b) [General] タブ > [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。
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。
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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。

Cisco HyperFlex システム クラスタへの UCS B200 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 データ プラットフォーム 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
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（注）

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。

ステップ 4

「概要」が記載された [Deployment] ページが表示されます。ページの最下部までスクロールし、[Expand
Cluster] をクリックします。[Configuration] タブが表示されます。単一ノードの追加に必要なフィールドが
提供されます。

ステップ 5

[Add] をクリックして、新しいコンピューティング ノードを追加します。
コンピューティング 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。

ステップ 6

次のように、手動でコンピューティング ノードの情報をフィールドに入力します。
フィールド

入力

Hypervisor

コンピューティング ノードのみを対象としたハイ
パーバイザ管理ネットワーク トラフィックを処理
する静的 IP アドレスを入力します。

Data Hypervisor

コンピューティング ノードのみを対象としたハイ
パーバイザ データ ネットワーク トラフィックを処
理する静的 IP アドレスを入力します。

Cisco HX Cluster Management IP Address

ストレージ管理ネットワークの IP アドレスを入力
します。

Hypervisor Credentials

管理者ユーザ名と管理者パスワードを入力します。

Controller VM Credentials

コントローラ VM がコンバージド 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されると、
コントローラ VM にデフォルトの管理者ユーザ名と
パスワードが適用されます。
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。デフォルトのコン
トローラ VM のログイン クレデンシャルを使用す
るには、フィールドを空白のままにします。

vCenter Configuration

vCenter サーバの Web アドレスおよび vSphere 管理
者ユーザ名と管理者パスワードを入力します。

ステップ 7

[Validate] をクリックします。
「Validating deployment settings」というメッセージが表示されます。検証が完了すると、ページにすべて
緑色のチェック マークが表示されます。

ステップ 8

赤色の X が [Deployment Progress] ページに表示される場合は、[Details] をクリックして詳細なリストを表
示し、設定の問題を特定します。
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ステップ 9

[Edit Configuration] をクリックして [Cluster Configuration] ページに戻り、問題を解決します。

ステップ 10 [Validate] をクリックします。
ステップ 11 [Deployment progress] ページにすべて緑色のチェックマークが表示されるまで繰り返します。導入時にス
トレージ クラスタの展開が失敗したことを示すメッセージが返された場合は、テクニカル アシスタンス
センター（TAC）にお問い合わせください。
ステップ 12 [Deploy] をクリックします。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。
（注）
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。
ステップ 13 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 14 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

[Edit Configuration]：[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

[Start Over]：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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Cisco HyperFlex システムのアップグレード
• 概要, 73 ページ
• vSphere のアップグレード, 74 ページ

概要
この章では、Cisco HyperFlex システムの各種コンポーネントのアップグレード方法について説明
します。対象となるコンポーネントは次のとおりです。
• Cisco UCS Manager
• Cisco HX データ プラットフォーム
• ESX
Cisco UCS Manager のアップグレード プロセス
オンラインのアップグレード ガイドが、UCS Manager バージョン 2.2 (6f) 以降のリリースで利用
可能です。
Cisco HX データ プラットフォームのアップグレード プロセス
HX データ プラットフォームを 1.7.1 以前のバージョンからアップグレードするには、テクニカル
アシスタンス センター（TAC）にお問い合わせください。今後のリリースでは、オンライン アッ
プグレードが利用可能になります。
vSphere のアップグレード プロセス
ESX サーバをノードとして HX データ プラットフォームのストレージ クラスタに追加する前に
ESX サーバをアップグレードするには、次の手順を適用します。
HX データ プラットフォームのストレージ クラスタ内のすべての vSphere コンポーネントが同じ
バージョンである必要があります。これは、vCenter サーバと ESX サーバが同じバージョンであ
る必要があることを意味します。
vSphere をアップグレードする際は、vCenter サーバを最初にアップグレードし、次に ESX ホスト
をアップグレードします。
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VMware のプラクティスに従って vCenter サーバをアップグレードします。
VMware のプラクティスに従って ESX ホストをアップグレードします。

vSphere のアップグレード
vCenter または ESX を含む、vSphere をアップグレードする必要がある場合は、TAC に問い合わせ
てください。

（注）

• HX データ プラットフォームの HX ストレージ クラスタ内のすべての vSphere コンポーネ
ントが、同じバージョンの vSphere 上にある必要があります。これは、vCenter サーバと
ESX サーバが同じバージョンである必要があることを意味します
• vSphere をアップグレードする際は、vCenter サーバを最初にアップグレードし、次に ESX
ホストをアップグレードします。一度に 1 つのサーバで ESX ホストをアップグレードし
ます。クラスタが正常になるまで待機します。その後、次の ESX ホストをアップグレー
ドします。
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再インストールのための HX シリーズ サー
バの準備
この章は、次の項で構成されています。
• HyperFlex HX シリーズ サーバの手動での準備に関する概要, 75 ページ
• VMware ESXi のインストール, 76 ページ
• 再インストール後のステップ , 79 ページ

HyperFlex HX シリーズ サーバの手動での準備に関する概
要
この章では、HX サーバを HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタにノードとして組み
込むことができるように、インストール手順に進む前に、HX サーバを手動で準備するプロセスに
ついて説明します。
図 8：Cisco HX シリーズ サーバの再インストールのワークフロー
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これらの作業手順は、B200 サーバをクラスタに追加したい場合や、構築に失敗したためにすべて
を再インストールする必要があるなどの事例の際に使用できます。
実行するタスクは基本的に、システムの導入時に工場で事前設定されるものと同じです。システ
ムが事前設定されない場合のみに必要となる新しいタスクは、VMware ESXi のインストールで
す。
すべての未構成の HX サーバは、以下の一連のタスクを実行する必要があります。
• 第 2 章にあるインストール用のすべての要件を満たしている必要があります。
• インストーラ OVA をダウンロードします。
• HX データ プラットフォーム インストーラをインストールします
• HX シリーズ用の Cisco UCS Manager を設定します
• VMware ESXi をインストールします。
• 第 4 章の説明に従って、ESX サーバを準備します。

（注）

サーバはサポート対象モデルのいずれかで、「インストールの前提条件」の項に示されている
要件を満たしている必要があります。

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。
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。
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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) 以前に設定したログイン クレデンシャルを入力します。ユーザ名：admin パスワード：Cisco123

ステップ 4

HX サーバを選択して、KVM コンソール セッションを起動してログインします。
a) UCSM で、サーバを右クリックし、[KVM Console] を選択します。
b) KVM コンソールから、F2 を押してログインします。
c) ログイン フィールド間を移動するには矢印キーを使用します。
ユーザ名：root パスワード：Cisco123
パスワードを変更した場合は、Cisco123 がデフォルトのパスワードです
KVM コンソールに移動するには、キーボードの [F] キー、[矢印] キー、およびスペース バーを使用し
ます。変更を保存するには、Enter キーを押します。Esc キーを押すと、パネルが終了し、変更は保存
されません。KVM 画面の下部に示されるキーに従います。

ステップ 5

HX 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。
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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。
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

（注）

ステップ 9

F11 を押して、再度再起動し、シスコ ロゴが表示されるのを待ちます。

再構築する予定のサーバがまだ動作中の場合は、この手順を使用してシャットダウンできま
す。
HX サーバを再起動します。F12 を押してログインします。
[Forcefully terminate VMs] のチェックボックスをオンにします。

ステップ 10 ESX サーバの .iso イメージ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 11 ブート パスを [CiscoVD Hypervisor] に変更します。これは新しくインストールされた ESX サーバです。
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、[CiscoVD Hypervisor] 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。
d) KVM コンソールを終了します。
ステップ 12 HX データ プラットフォーム インストーラが新しく準備された HX サーバを識別できるように、サーバの
関連付けを解除します。
a) UCS Manager から、[Servers] > [Service-Profiles] > [root_server] の順に選択します。
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b) 右側のパネルで、[General] タブ > [Actions] > [Disassociate server] の順に選択し、確認ポップアップで
[Yes] をクリックします。
ステップ 13 各サーバにこの手順を繰り返します。

再インストール後のステップ
ESX サーバを準備するためのタスクが完了すれば、HyperFlex システムのインストールと設定を続
行する準備が整ったことになります。
• HX データ プラットフォームの設定
a：ストレージ クラスタを設定します
b：HX データ プラットフォームの導入を完了します
• 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
• ストレージ クラスタでのデータストアの追加
• HA ハートビートの設定
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• HX サーバ QoS システム クラスの設定, 81 ページ
• HX サーバ用の VLAN の作成, 83 ページ
• MAC アドレス プールの作成, 84 ページ
• QoS ポリシーの作成, 86 ページ
• HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成, 87 ページ
• vSwitch の設定, 92 ページ
• HyperFlex HX シリーズ サーバ ディスクの詳細, 93 ページ
• 分散型仮想スイッチ（DVS）への vMotion ネットワークの移行, 94 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。

ステップ 7

プライオリ
ティ

イネーブル

CoS

パケット ド
ロップ

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

Yes

4

標準

no

Gold

4

Yes

4

9216

no

Silver

2

Yes

ベスト エ
フォート

標準

yes

Bronze

1

Yes

ベスト エ
フォート

9216

no

ベスト エ
フォート

任意

Yes

ベスト エ
フォート

標準

no

ファイバ チャ
ネル

3

No

5

fc

該当なし

[Save Changes] をクリックします。
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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

HyperFlex

任意*

• 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

既存の VLAN 名を挿入 次で使用されます。
• VM データ トラフィック

（注）
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• 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。

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。
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

Sequential

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

hv-mgmt-b

HyperFlex システム用 MAC プール

Sequential

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

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

Sequential

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

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

Sequential

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

vm-network-a HyperFlex システム用 MAC プール

Sequential

00:25:B5:XX:05:01-64
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vm-network-b HyperFlex システム用 MAC プール

Sequential

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

hv-motion-a

HyperFlex システム用 MAC プール

Sequential

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

hv-motion-b

HyperFlex システム用 MAC プール

Sequential

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

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。
• 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。
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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 2：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。

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）
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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。
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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

Platinum

10240

ライン レート

none

Gold

Gold

10240

ライン レート

none

Silver

Silver

10240

ライン レート

none

Bronze

Bronze

10240

ライン レート

none

ベスト エフォー
ト

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。

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
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• 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。
vNIC テン ファ VLAN
プレート名 ブ
リッ
ク
ID

ネイ
ティ
ブ
VLAN

MAC アドレ
ス プール

hv-mgmt-a A

hx-inband-mgmt Yes

hv-mgmt-a

hv-mgmt-b B

hx-inband-mgmt Yes

hv-mgmt-b

MTU QoS
ポリ
シー

ネットワー
ク制御ポリ
シー

説明

1500 Silver ネットワー 次で使用されます。
ク制御ポリ
• 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。

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
88

付録
HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成

vNIC テン ファ VLAN
プレート名 ブ
リッ
ク
ID

ネイ
ティ
ブ
VLAN

storage-data-a A

storage-data Yes

storage-data-b B

storage-data Yes

MAC アドレ
ス プール

MTU QoS
ポリ
シー

ネットワー
ク制御ポリ
シー

説明

storage-data-a 9000 Platinum ネットワー 次で使用されます。
ク制御ポリ
• ESXi NFS クライアン
storage-data-b
シー：
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

（カスタ
マー vlan
名）

Yes

vm-network-a 1500 Gold

vm-network-b B

（カスタ
マー vlan
名）

Yes

vm-network-b

ネットワー 次で使用されます。
ク制御ポリ
• VM データ トラ
シー：
フィック（VDI、デー
hyperflex-vm
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。

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
89

付録
HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成

vNIC テン ファ VLAN
プレート名 ブ
リッ
ク
ID

ネイ
ティ
ブ
VLAN

hv-vmotion-a A

hv-motion-a Yes

hv-vmotion-b B

hv-motion-b Yes

MAC アドレ
ス プール

MTU QoS
ポリ
シー

ネットワー
ク制御ポリ
シー

説明

hv-vmotion-a 9000 Bronze ネットワー 次で使用されます。
ク制御ポリ
• 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。
フェールオーバー

Disabled

Target

アダプタ

[Template Type]

Updating

PIN グループ

not set

統計しきい値ポリシー

デフォルト

ダイナミック vNIC 接続ポ
リシー

not set

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されます
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表 3：vNIC テンプレートに設定された VLAN

vNIC 名

VLAN

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
• ネイティブ VLAN として設定します
• VLAN ID をデフォルトで 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「Storage Controller Management network」
で、後ろに VLAN「hx-inband-mgmt」が続きます。
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
• VLAN ID をデフォルトで 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-iband-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

VLAN

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
• VLAN ID はデフォルトで 3094 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 --vswitch-name=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。

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。
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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 2 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

分散型仮想スイッチ（DVS）へのvMotionネットワークの
移行
HX 非依存 vSwitch と関連するポート グループを DVS 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 つアップリンクを使用して各 DVSwitch 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。
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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、この移行の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。
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。
（注）
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。
ステップ 3

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。
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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。
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