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設置前チェックリスト
ネットワーク要件
• 2 つのアクティブサイト間の 10 Gbps 専用、5 ms RTT レイテンシが必要です。
• アクティブ サイトとウィットネス サイト間の 100 Mbps、200 ms-RTT レイテンシが必要で
す。
• ファブリック インターコネクトが M5 サーバをサポートしている場合は、既存のファブ
リック インターコネクトがサポートされます。
• ユーザー VM は、これらの VM への外部ネットワーク接続に影響を与えることなく、任意
のサイトに対し vMotioning を使用した監視ができる必要があります。
• 通常の HX クラスタと同様に、2 つの別々の IP サブネットが必要です—両方とも Stretch
L2 以上vCenter とウィットネス ノードから到達可能な管理サブネットを持つ、データトラ
フィック用のサブネットと管理トラフィック用のサブネット。
ネットワーク トポロジ
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ウィットネス要件
• すべてのサーバで NTP を設定して有効にします。
• 独立した第 3 のウィットネス サイトが必要です。
• 両方のメイン サイトは、最小の帯域幅 100 MBPS、最大 200 ミリ秒のラウンドトリップ遅
延を持つ第 3 のウィットネス サイトに接続する必要があります。
• サイトには、オープン仮想化フォーマット (OVF) イメージを展開して実行する機能が必要
です。
ファブリック インターコネクト設定要件
• 両方のサイトで対称構成が必要です。
• 各サイトには少なくとも 2 つのコンバージド ノードが必要です。
• 各サイトで最大 8 つのコンバージド ノードがサポートされています。両方のサイトのコン
バージド ノード数が同じであることを確認してください。
• 各サイトには、冗長ファブリック インターコネクト構成が必要です。
• サーバは M5 サーバをサポートする必要があります。
• ファブリック インターコネクト ペアが同じドメイン内の同じモデルであることを確認し
ます。
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• コンピューティング専用ノードはサポートされていません。
vCenter の要件
• vSphere 6.0 U3 または 6.5 U1 バージョンは必須です。
• vSphere Enterprise Plus エディションは必須です。
• 両方のサイトに単一の vCenter を使用します。
• vCenter は、ウィットネス サイトの VM にすることができます。
• 必要に応じて、高可用性のために vCenter を個別に設定する必要があります。
UCS Manager の要件
• 2 つの独立した、マニュアル同期のファブリック インターコネクト ドメインが必要です。
VLAN の要件
• 両サイトのノード用の IP アドレスは必須です。
• 両サイト間でストレッチ VLANが必要です。

ウィットネス ノードの展開
重要

• HyperFlex ウィットネス ノードは、いずれかのサイトで大きな障害が発生した場合、また
はサイト間のネットワーク リンクで障害が発生した場合に、クォーラムを達成するために
拡張されたクラスタ環境では必須です。
• 誤ってウィットネス VM を削除または紛失した場合、ウィットネス VM を交換するには、
Cisco TAC にお問い合わせください。
次の手順では、物理 ESXi ホストにミラーリング ウィットネス ノードを展開する手順を説明し
ます。
始める前に
• 最低 4 つの vCPU、8 GB のメモリ、および 40 GB のストレージを持つ ESXi ホストを選択
します。ミラーリング ウィットネス ノードを展開する際には、スペース全体を事前に割
り当てます。
• 拡張された両方のクラスタ サイトから、この ESXi ホスト上の仮想ネットワークに到達可
能であることを確認します。
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• Download Software からvSphere Web Clientを実行するデスクトップまたはホストに、HyperFlex
ウィットネス ノードをダウンロードします。
Example:
HyperFlex-Witness-1.0.1.ova

• ウィットネス ノードでは、高可用性はオプションです。

ステップ 1 vSphere Web Client にログインします。ミラーリング ウィットネスを展開する ESXi サーバーを選択しま
す。ESXi ホストを右クリックし、[OVFテンプレートの展開 (Deploy OVF Template)] を選択します。
ステップ 2 HyperFlex-Witness.ova ファイルを参照して選択します。[Next] をクリックします。
ステップ 3 [仮想マシン名 (Virtual Machine Name)] フィールドに、ウィットネス ノードの一意の名前を指定します。
ドロップダウンリストから仮想マシンの場所を選択します。[Next] をクリックします。
ステップ 4 [コンピューティングリソースの選択 (Select a compute resource)] ドロップダウンリストから、ウィットネ
ス ノードを展開する ESXiホスト を選択します。[Next] をクリックします。
ステップ 5 [詳細の確認 (Review details)]ウィンドウで、テンプレートの詳細を確認します。[Next] をクリックします。
ステップ 6 [ストレージの選択 (Select Storage)] ペインで、次の操作を行います。
フィールド
[仮想ディスクのフォーマットを選択 (Select virtual
disk format)] ドロップダウン リスト

説明
• Thick Provision Lazy Zeroed
• Thick Provision Eager Zeroed
• [シン プロビジョニング（Thin Provision）]

[VM ストレージ ポリシー (VM Storage Policy]) ド
ロップダウン リスト

データストア デフォルト

仮想マシンが常駐するデータストアを選択します。このデータストアに 80 GB 以上の空き容量があること
を確認します。[Next] をクリックします。
ステップ 7 [ネットワークの選択 (Select Networks)] ペインで、ウィットネス ネットワークが接続する必要がある [宛先
ネットワーク (Destination Network)] ポートグループを選択します。[Next] をクリックします。
ステップ 8 [テンプレートのカスタマイズ (Customize Template)] ページで、構成に関連するフィールドに入力します。
値を入力しない場合、VM は DHCP サーバが提供するネットワーク構成パラメータを使用します。
フィールド

説明

[静的 IP アドレス (Static IP Address)] フィールド

このインターフェイスの IP アドレスです。
DHCP が必要な場合は空白のままにしてください。

[ネットマスク (Netmask)] field

このインターフェイスのネットマスクまたはプレ
フィックス。
DHCP が必要な場合は空白のままにしてください。
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フィールド

説明

[Default Gateway] フィールド

この VM のデフォルトゲートウェイアドレス。
DHCP が必要な場合は空白のままにしてください。

[DNS] フィールド

この VM のドメインネームサーバ (コンマ区切り)。
DHCP が必要な場合は空白のままにしてください。

NTP フィールド

この VM の NTP サーバ (コンマ区切り) で時刻を同
期します。
DHCP が必要な場合は空白のままにしてください。

[Next] をクリックします。
ステップ 9 [準備完了 (Ready to complete)] ページで、入力されたすべての詳細を確認します。[Finish] をクリックしま
す。

次のタスク
ミラーリング ウィットネス ノードを正常に展開すると、拡張クラスタのインストールに進む
ことができます。プロンプトが表示されたら、HyperFlex 拡張クラスタを作成するときに、IP
アドレス] ページにこのウィットネス ノードの IP アドレスを入力します。ウィットネス ノー
ドは、拡張クラスタの構成時に自動的に使用されます。
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