Cisco HyperFlex システムの設定
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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

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。「インストール要件」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
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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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フィールド

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
するか移動して、変更を行い、クラスタ
を再起動する必要があります。

vCenter が SSO を使用する場合のみの vCenter SSO
サーバの URL
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フィールド

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。

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
19

Cisco HyperFlex システムの設定
HX データ プラットフォームの導入の完了

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、「第 2 章」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。

Cisco HyperFlex システム スタートアップ ガイド
25

Cisco HyperFlex システムの設定
複数のクラスタの設定

（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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