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章

概要
この章では、Cisco HyperFlex システムのコンポーネントの概要を示します。
• Cisco HyperFlex HX-Series System （1 ページ）

Cisco HyperFlex HX-Series System
Cisco HyperFlex HX-Series System は、完全内包型の仮想サーバ プラットフォームを通じて、コ
ンピューティング、ストレージ、ネットワークの 3 つのレイヤと強力な Cisco HX Data Platform
ソフトウェア ツールを結合し、シングル ポイント接続による簡素化された管理を実現します。
Cisco HyperFlex HX-Series System は、単一の UCS 管理ドメインに HX ノードを追加することに
よってスケールアウトするように設計されたモジュラ システムです。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。
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章

HyperFlex の自動サポートと Smart Call Home
この章では、Cisco Hyperflex システムの自動サポートと Smart Call Home の情報を提供します。
• Auto Support and Smart Call Home for HyperFlex, on page 3

Auto Support and Smart Call Home for HyperFlex
You can configure the HX storage cluster to send automated email notifications regarding documented
events. You can use the data collected in the notifications to help troubleshoot issues in your HX storage
cluster.

Note

Auto Support (ASUP) and Smart Call Home (SCH) support the use of a proxy server. You can enable the
use of a proxy server and configure proxy settings for both using HX Connect.
Auto Support (ASUP)
Auto Support is the alert notification service provided through HX Data Platform. If you enable Auto
Support, notifications are sent from HX Data Platform to designated email addresses or email aliases that
you want to receive the notifications. Typically, Auto Support is configured during HX storage cluster
creation by configuring the SMTP mail server and adding email recipients.

Note

Only unauthenticated SMTP is supported for ASUP.
If the Enable Auto Support check box was not selected during configuration, Auto Support can be enabled
post-cluster creation using the following methods:
Post-Cluster ASUP Configuration Method

Associated Topic

HX Connect user interface

Configuring Auto Support Using HX Connect, on
page 4

Command Line Interface (CLI)

Configuring Notification Settings Using CLI, on
page 5
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Configuring Auto Support Using HX Connect

Post-Cluster ASUP Configuration Method

Associated Topic

REST APIs

Cisco HyperFlex Support REST APIs on Cisco
DevNet.

Auto Support can also be used to connect your HX storage cluster to monitoring tools.
Smart Call Home (SCH)
Smart Call Home is an automated support capability that monitors your HX storage clusters and then flags
issues and initiates resolution before your business operations are affected. This results in higher network
availability and increased operational efficiency.
Call Home is a product feature embedded in the operating system of Cisco devices that detects and notifies
the user of a variety of fault conditions and critical system events. Smart Call Home adds automation and
convenience features to enhance basic Call Home functionality. After Smart Call Home is enabled, Call
Home messages/alerts are sent to Smart Call Home.
Smart Call Home is included with many Cisco service contracts and includes:
• Automated, around-the-clock device monitoring, proactive diagnostics, real-time email alerts, service
ticket notifications, and remediation recommendations.
• Proactive messaging sent to your designated contacts by capturing and processing Call Home
diagnostics and inventory alarms. These email messages contain links to the Smart Call Home portal
and the TAC case if one was automatically created.
• Expedited support from the Cisco Technical Assistance Center (TAC). With Smart Call Home, if an
alert is critical enough, a TAC case is automatically generated and routed to the appropriate support
team through https, with debug and other CLI output attached.
• Customized status reports and performance analysis.
• Web-based access to: all Call Home messages, diagnostics, and recommendations for remediation
in one place; TAC case status; and up-to-date inventory and configuration information for all Call
Home devices.
To ensure automatic communication among your HX storage cluster, you, and Support, see Configuring
Smart Call Home for Data Collection, on page 6.

Configuring Auto Support Using HX Connect
Typically, Auto Support (ASUP) is configured during HX storage cluster creation. If it was not, you can
enable it post cluster creation using the HX Connect user interface.

ステップ 1 Log in to HX Connect.
ステップ 2 In the banner, click Edit settings (gear icon) > Auto Support Settings and fill in the following fields.
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UI Element

Essential Information

Enable Auto Support (Recommended)
check box

Configures Call home for this HX storage cluster by enabling:
• Data delivery to Cisco TAC for analysis.
• Notifications from Support as part of proactive support.

Send service ticket notifications to field

Enter the email address that you want to receive the notifications.

Terms and Conditions check box

End user usage agreement. The check box must be checked to use the
Auto-Support feature.

Use Proxy Server check box

• Web Proxy Server url
• Port
• Username
• Password

ステップ 3 Click OK.
ステップ 4 In the banner, click Edit settings (gear icon) > Notifications Settings and fill in the following fields.
UI Element

Essential Information

Send email notifications for alarms If checked, fill in the following fields:
check box
• Mail Server Address
• From Address—Enter the email address used to identify your HX storage
cluster in Support service tickets, and as the sender for Auto Support
notifications. Support information is currently not sent to this email
address.
• Recipient List (Comma separated)
ステップ 5 Click OK.

Configuring Notification Settings Using CLI
Use the following procedure to configure and verify that you are set up to receive alarm notifications from
your HX storage cluster.

Note

Only unauthenticated SMTP is supported for ASUP.

ステップ 1 Log in to a storage controller VM in your HX storage cluster using ssh.
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ステップ 2 Configure the SMTP mail server, then verify the configuration.
Email address used by the SMTP mail server to send email notifications to designated recipients.
Syntax: stcli

services smtp set [-h] --smtp SMTPSERVER --fromaddress FROMADDRESS

Example:
# stcli services smtp set --smtp mailhost.eng.mycompany.com --fromaddress smtpnotice@mycompany.com
# stcli services smtp show

ステップ 3 Enable ASUP notifications.
# stcli services asup enable

ステップ 4 Add recipient email addresses, then verify the configuration.
List of email addresses or email aliases to receive email notifications. Separate multiple emails with a space.
Syntax: stcli

services asup recipients add --recipients RECIPIENTS

Example:
# stcli services asup recipients add --recipients user1@mycompany.com user2@mycompany.com
# stcli services asup show

ステップ 5 From the controller VM that owns the eth1:0 IP address for the HX storage cluster, send a test ASUP notification to
your email.
# sendasup -t

To determine the node that owns the eth1:0 IP address, log in to each storage controller VM in your HX storage cluster
using ssh and run the ifconfig command. Running the sendasup command from any other node does not return any
output and tests are not received by recipients.
ステップ 6 Configure your email server to allow email to be sent from the IP address of all the storage controller VMs.

Configuring Smart Call Home for Data Collection
Data collection is enabled by default but, during installation, you can opt-out (disable). You can also enable
data collection post cluster creation. During an upgrade, Smart Call Home is set up based on your legacy
configuration. For example, if stcli services asup show is enabled, Smart Call Home is enabled on
upgrade.
Data collection about your HX storage cluster is forwarded to Cisco TAC through https. If you have a
firewall installed, configuring a proxy server for Smart Call Home is completed post cluster creation.

Note

In HyperFlex Data Platform release 2.5(1.a), Smart Call Home Service Request (SR) generation does not
use a proxy server.
Using Smart Call Home requires the following:
• A Cisco.com ID associated with a corresponding Cisco Unified Computing Support Service or Cisco
Unified Computing Mission Critical Support Service contract for your company.
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• Cisco Unified Computing Support Service or Cisco Unified Computing Mission Critical Support
Service for the device to be registered.

ステップ 1 Log in to a storage controller VM in your HX storage cluster.
ステップ 2 Register your HX storage cluster with Support.
Registering your HX storage cluster adds identification to the collected data and automatically enables Smart Call Home.
To register your HX storage cluster, you need to specify an email address. After registration, this email address receives
support notifications whenever there is an issue and a TAC service request is generated.
Upon configuring Smart Call Home in Hyperflex, an email will be sent to the configured address containing
a link to complete registration. If this step is not completed, the device will remain in an inactive state and an
automatic Service Request will not be opened.

Note

Syntax:
stcli services sch set [-h] --email EMAILADDRESS

Example:
# stcli services sch set --email name@company.com

ステップ 3 Verify data flow from your HX storage cluster to Support is operational.
Operational data flow ensures that pertinent information is readily available to help Support troubleshoot any issues
that might arise.
--all

option runs the commands on all the nodes in the HX cluster.

# asupcli [--all] ping

If you upgraded your HX storage cluster from HyperFlex 1.7.1 to 2.1.1b, also run the following command:
# asupcli [--all] post --type alert

Contact Support if you receive the following error:
root@ucs-stctlvm-554-1:/tmp# asupcli post --type alert
/bin/sh: 1: ansible: not found
Failed to post - not enough arguments for format string
root@ucs-stctlvm-554-1:/tmp#

ステップ 4 (Optional) Configure a proxy server to enable Smart Call Home access through port 443.
If your HX storage cluster is behind a firewall, after cluster creation, you must configure the Smart Call Home proxy
server. Support collects data at the url: https://diag.hyperflex.io:443 endpoint.
a.

Clear any existing registration email and proxy settings.
# stcli services sch clear

b.

Set the proxy and registration email.
Syntax:
stcli services sch set [-h] --email EMAILADDRESS [--proxy-url PROXYURL] [--proxy-port PROXYPORT]
[--proxy-user PROXYUSER] [--portal-url PORTALURL] [--enable-proxy ENABLEPROXY]
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Syntax Description

Option

Required or Optional Description

--email EMAILADDRESS

Required.

Add an email address for someone to receive email
from Cisco support. Recommendation is to use a
distribution list or alias.

--enable-proxy
ENABLEPROXY

Optional.

Explicitly enable or disable use of proxy.

--portal-url PORTALURL

Optional.

Specify an alternative Smart Call Home portal
URL, if applicable.

--proxy-url PROXYURL

Optional.

Specify the HTTP proxy URL, if applicable.

--proxy-port PROXYPORT Optional.

Specify the HTTP proxy port, if applicable.

Optional.

Specify the HTTP proxy user, if applicable.

--proxy-user PROXYUSER

Specify the HTTP proxy password, when
prompted.
Example:
# stcli services sch set
--email name@company.com
--proxy-url www.company.com
--proxy-port 443
--proxy-user admin
--proxy-password adminpassword

c.

Ping to verify the proxy server is working and data can flow from your HX storage cluster to the Support location.
# asupcli [--all] ping
--all

option runs the command on all the nodes in the HX cluster.

ステップ 5 Verify Smart Call Home is enabled.
When Smart Call Home configuration is set, it is automatically enabled.
# stcli services sch show

If Smart Call Home is disabled, enable it manually.
# stcli services sch enable

ステップ 6 Enable Auto Support (ASUP) notifications.
Typically, Auto Support (ASUP) is configured during HX storage cluster creation. If it was not, you can enable it post
cluster creation using HX Connect or CLI.
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章

Hyperflex Smart Call Home CLI コマンド
この章では、Hyperflex Smart Call Home CLI コマンドに関する参照情報を提供します。
• stcli services sch コマンド （9 ページ）
• stcli services sch clear コマンド （10 ページ）
• stcli services sch disable コマンド （10 ページ）
• stcli services sch enable コマンド （11 ページ）
• stcli services sch ping コマンド （11 ページ）
• stcli services sch set Command, on page 11
• stcli services sch show コマンド （12 ページ）

stcli services sch コマンド
このセクションでは、Cisco Smart Call Home（SCH）コマンドをリストし、説明します。Smart
Call Home は、HX ストレージ クラスタに関する継続的なモニタ、プロアクティブな診断、ア
ラート、サービス チケット通知、および推奨する改善策を指定の ASUP カスタマー コンタク
トに提供します。また、必要に応じて、HTTPS やプロキシ サーバを介して情報を提供するこ
ともできます。

（注）

HX ストレージ クラスタがファイアウォールの背後にある場合、アクセスするにはプロキシ
サーバが必要です。
stcli services sch [-h] {enable | disable | show | ping | clear | set}

構文の説明

オプション

必須またはオプション 説明

clear

セットのいずれかが必 Smart Call Home 設定をクリアします。
要。

disable

いずれか 1 つが必須。 Smart Call Home を無効にします。

enable

いずれか 1 つが必須。 Smart Call Home を有効にします。
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stcli services sch clear コマンド

オプション

必須またはオプション 説明

ping

いずれか 1 つが必須。 Smart Call Home エンドポイントに ping しま
す。

set

いずれか 1 つが必須。 HTTPS アクセス用のプロキシ サーバを含
め、Smart Call Home を登録するためのコマ
ンド

show

いずれか 1 つが必須。 Smart Call Home 設定を表示します。

コマンド デフォルト

なし。セット内の 1 つのオプションが必要。

使用上のガイドライン

stcli services sch

コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[]
で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli services sch clear コマンド
ストレージ クラスタ設定から Smart Call Home メールおよびプロキシ設定を削除します。
stcli services sch clear [-h]
コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch clear コマンドは、ストレージ クラスタ設定から Smart Call Home 通知メー

ルおよびプロキシ設定を削除するために実行します。

# stcli services sch clear

stcli services sch disable コマンド
HX Smart Call Home を無効にします。
stcli services sch disable [-h]
コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch disable

コマンドを実行します。

# stcli services sch disable
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stcli services sch enable コマンド

stcli services sch enable コマンド
HX Smart Call Home を有効にします。通知メール アドレスを設定するには、「stcli
sch set」を参照してください。

services

stcli services sch enable [-h]
コマンド デフォルト

他にオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch enable

コマンドを実行します。

# stcli services sch enable

stcli services sch ping コマンド
Smart Call Home エンドポイントに ping します。
stcli services sch ping [-h]
コマンド デフォルト

オプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch ping

コマンドを実行します。

次に例を示します。
# stcli services sch ping
ping to callhome endpoint was successful

stcli services sch set Command
Configures the smart call home service required contact and proxy server.

Important

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
stcli services sch set [-h] --email EMAILADDRESS [--proxy-url PROXYURL] [--proxy-port
PROXYPORT] [--proxy-user PROXYUSER] [--portal-url PORTALURL] [--enable-proxy
ENABLEPROXY]
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stcli services sch show コマンド

Syntax Description

Option

Required or Optional Description

--email EMAILADDRESS

Required.

Add an email address for someone to receive email
from Cisco support. Recommendation is to use a
distribution list or alias.

--enable-proxy
ENABLEPROXY

Optional.

Explicitly enable or disable use of proxy.

--portal-url PORTALURL

Optional.

Specify an alternative Smart Call Home portal
URL, if applicable.

--proxy-url PROXYURL

Optional.

Specify the HTTP proxy URL, if applicable.

--proxy-port PROXYPORT Optional.

Specify the HTTP proxy port, if applicable.

--proxy-user PROXYUSER Optional.

Specify the HTTP proxy user, if applicable.
Specify the HTTP proxy password, when
prompted.

Command Default

None. Email address is required. Proxy server is not configured by default.

Usage Guidelines

Accompany the stcli services sch set command with an email recipient address. Set the proxy server
if your HX storage cluster is behind a firewall.
To use the smart call home service, ensure it is enabled. See the stcli
services sch enable commands.

services sch show

and stcli

# stcli services sch set --email alias@mycompany.com

stcli services sch show コマンド
Smart Call Home 設定を表示します。これには設定した通知メールとプロキシの設定が含まれ、
さらに Smart Call Home は有効か無効かが示されます。
stcli services sch show [-h]
コマンド デフォルト

他に指定できるオプションはありません。

使用上のガイドライン

stcli services sch show

コマンドは、適用されている Smart Call Home 設定をリストするため

に実行します。

この応答例では、Smart Call Home は有効になっているものの、電子メール アドレスと
プロキシ設定は設定されていないことを示しています。
# stcli services sch show
proxyPort: 0
proxyUser:
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stcli services sch show コマンド

enabled: True
proxyPassword:
cloudEnvironment: production
proxyUrl:
emailAddress:
portalUrl:
cloudAsupEndpoint: https://diag-hyperflex.io/
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stcli services sch show コマンド
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章

HX Smart Call Home データ コレクションの
構成
この章では、Cisco Hyperflex システムの Smart Call Home データ コレクションの設定方法につ
いて説明します。
• データ コレクションの Smart Call Home の構成 （15 ページ）

データ コレクションの Smart Call Home の構成
データ コレクションはデフォルトで有効にされますが、インストール時にオプトアウト（無効
化）することができます。クラスタ作成後のデータ コレクションを有効にすることもできま
す。アップグレード中に、Smart Call Home がレガシー構成に基づいて設定されます。たとえ
ば、stcli services asup show を有効にすると、アップグレード時に Smart Call Home が有効
になります。
HX ストレージ クラスタに関するデータ コレクションは、https を介して Cisco TAC に転送さ
れます。インストールされているファイアウォールがある場合、Smart Call Home のプロキシ
サーバの構成は、クラスタ作成の後に完了します。

（注）

Smart Call Home HX クラスタからの発信接続がプロキシ サーバを通過する必要がある展開で
は、プロキシ サーバの使用をサポートしていません。

（注）

HyperFlex Data Platform リリース 2.5(1.a) では、Smart Call Home Service Request（SR）の生成で
プロキシ サーバは使用されません。
Smart Call Home を使用するには次が必要です。
• 対応する Cisco Unified Computing Support Service 契約または Cisco Unified Computing Mission
Critical Support Service 契約と関連付けられた Cisco.com ID
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• 登録されるデバイス用の Cisco Unified Computing Support Service または Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Service

ステップ 1 HX ストレージ クラスタ内のストレージ コントローラ VM にログインします。
ステップ 2 サポート付きの HX ストレージ クラスタを登録します。
HX ストレージ クラスタを登録すると、収集されたデータに ID を追加し、Smart Call Home を自動的に有
効にします。HX ストレージ クラスタを登録するには、電子メール アドレスを指定する必要があります。
登録後、このメール アドレスは、問題があり TAC のサービス要求が生成されるたびにサポート通知を受
け取ります。
構文：
stcli services sch set [-h] --email EMAILADDRESS

例:
# stcli services sch set --email name@company.com

ステップ 3 HX ストレージ クラスタからサポートへのデータ フローが稼働していることを確認します。
稼働しているデータ フローにより、生じる可能性のある問題のトラブルシューティングをサポートできる
関連情報をすぐに利用できます。
-すべて

オプションの HX クラスタ内のすべてのノードのコマンドを実行します。

# asupcli [--all] ping

HX ストレージ クラスタを HyperFlex 1.7.1 から 2.1.1b にアップグレードする場合は、次のコマンドも実行
します。
# asupcli [--all] post --type alert

次のエラーが表示される場合はサポートに問い合わせてください。
root@ucs-stctlvm-554-1:/tmp# asupcli post --type alert
/bin/sh: 1: ansible: not found
Failed to post - not enough arguments for format string
root@ucs-stctlvm-554-1:/tmp#

ステップ 4 （省略可能）ポート 443 を介した Smart Call Home のアクセスを有効にするためにプロキシ サーバを設定
します。
クラスタの作成後、HX ストレージ クラスタがファイアウォールの背後にある場合は、Smart Call Home プ
ロキシ サーバを構成する必要があります。サポートは、url: https://diag.hyperflex.io:443 エンドポイ
ントでデータを収集します。
1.

既存の登録メールとプロキシ設定をすべてクリアします。
# stcli services sch clear

2.

プロキシと登録メールを設定します。
構文：
stcli services sch set [-h] --email EMAILADDRESS [--proxy-url PROXYURL] [--proxy-port PROXYPORT]
[--proxy-user PROXYUSER] [--portal-url PORTALURL] [--enable-proxy ENABLEPROXY]
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構文の説明

Option

Required or Optional Description

--email EMAILADDRESS

Required.

Add an email address for someone to receive email
from Cisco support. Recommendation is to use a
distribution list or alias.

--enable-proxy
ENABLEPROXY

Optional.

Explicitly enable or disable use of proxy.

--portal-url PORTALURL

Optional.

Specify an alternative Smart Call Home portal
URL, if applicable.

--proxy-url PROXYURL

Optional.

Specify the HTTP proxy URL, if applicable.

--proxy-port PROXYPORT Optional.

Specify the HTTP proxy port, if applicable.

Optional.

Specify the HTTP proxy user, if applicable.

--proxy-user PROXYUSER

Specify the HTTP proxy password, when
prompted.
例:
# stcli services sch set
--email name@company.com
--proxy-url www.company.com
--proxy-port 443
--proxy-user admin
--proxy-password adminpassword

3.

プロキシ サーバが動作しており、データが HX ストレージ クラスタからサポート ロケーションに流れ
ることを確認するために Ping を送信します。
# asupcli [--all] ping
-すべて

オプションが HX クラスタ内のすべてのノードで、コマンドを実行します。

ステップ 5 Smart Call Home が有効になっていることを確認します。
Smart Call Home の設定が set の場合、自動的に有効になります。
# stcli services sch show

Smart Call Home が無効の場合は手動で有効にします。
# stcli services sch enable

ステップ 6 自動サポート（ASUP）通知を有効にします。
通常は、HX ストレージ クラスタの作成中に Auto Support （ASUP）が設定されます。設定されなかった場
合、HX Connect または CLI を使用してクラスタ作成後の設定を有効にすることができます。
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