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第 1 章

はじめに

•はじめに（1ページ）

はじめに

ESXiでの利用
Hx Workload Profilerは、複数の vCenter展開でホストと VMのサーバ、ストレージ、および
ネットワークの使用量を見積もることができる VMware vCenter特性評価ツールです。ツール
の出力を HxSizer製品に組み込むことで、HyperFlexクラスタの要件をサイジングできます。
ワークロードの要件は、HxProfilerツールによって推定されます。

Hx Workload Profiler主な出力項目:

•ホストレベルでのサーバ利用計測項目の 30日間の履歴サマリー

•すべての vCentersがプロファイリングされたホストとVMの詳細なコンピューティング、
ストレージ、およびネットワーク計測項目

• UIの主要な計測項目の傾向を分析するための詳細な時系列データ

•主要な計測項目の時系列データ全てをダウンロード

この Hx Workload Profilerツールは OVAとして提供され、複数の vCentersを同時にモニタする
ために使用できます。

Hyper-Vでの利用
Hxワークロードプロファイラは、複数のvCenter展開でホストとVMのサーバ、ストレージ、
およびネットワークの使用量を見積もることができるHyper-V特性評価ツールです。ツールの
出力を HyperFlex Sizerに組み込むことで、HyperFlexクラスタの要件をサイジングできます。
ワークロードの要件は、HxProfilerツールによって推定されます。

Hx Workload Profiler主な出力項目:

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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•ホストレベルでのサーバ利用計測項目の 30日間の履歴サマリー

• vCenterでプロファイリングされたすべてのホストとVMの詳細なサーバ、ストレージ、
およびネットワーク計測項目

• UIの主要な計測項目の傾向を分析するための詳細な時系列データ

•主要な計測項目の時系列データ全てをダウンロード

この Hx Workload Profilerツールは VHDXとして提供され、複数の Hyper-Vサーバを同時にモ
ニタするために使用できます。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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第 2 章

システム要件

• ESXi環境で利用する場合のシステム要件（3ページ）
• Hyper-V環境で利用する場合のシステム要件（4ページ）

ESXi環境で利用する場合のシステム要件
説明要件

バージョン 5.5以降ESXiバージョン

• vCPU: 4

• RAM：8 GB

•ディスク: 100 GB (シンプロビジョニングがサポート
されています)。VMの展開時には、シンプロビジョ
ニングを使用することをお勧めします。

OVAサイズ

• vCenter同時展開の最大数: 16

•ホストの最大数

• VMの最大数: 4000

エンドポイントのスケール

•ルート/管理者クレデンシャル資格情報

• Chrome: Chromeバージョン 50以降

• Firefox:サポートされていません

• IE:サポートされていません

• Safari:サポートされていません

ブラウザのサポート

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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Hyper-V環境で利用する場合のシステム要件
説明要件

• vCPU: 4

• RAM：8 GB

•ディスク: 100 GB (ディスクをVHDXとして動的に拡
張)

フォーマット

•ルート/管理者クレデンシャル資格情報

• Chrome: Chromeバージョン 50以降

• Firefox:サポートされていません

• IE:サポートされていません

• Safari:サポートされていません

ブラウザのサポート

•英語

英語以外の言語のオペレーティングシステムで

は、Hyper-VVmのデータの取得に失敗します。
（注）

ホスト OS言語

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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第 3 章

仮想アプライアンスの設定

•プロファイラへのログイン（5ページ）
•仮想マシンの展開（6ページ）
•プロファイラアプリケーションの設定と使用（7ページ）
•プロファイラサービスの使用（8ページ）
•アプリケーションログの検索（10ページ）

プロファイラへのログイン

ESXiプロファイラへのログイン
Hx Workload Profilerユーザーインターフェイス (UI)は認証のシステムクレデンシャルに使用
します。

ステップ 1 UIにアクセスするには、ブラウザウィンドウを起動し、http://<IP> または http://<IP:8000>、
あるいは IPが VMの IPアドレスの場合、http://<IP>/profiler/index.htmlまたは
http://<IP:8000>/profiler/index.htmlと入力します。

ステップ 2 プロンプトが表示されましたら、次のクレデンシャルで UIにログインします。

ユーザー名: monitoring

パスワード: <new password set during the install workflow>

ステップ 3 完了したら、ページの右上にある [ログアウト (Logout)]をクリックして、ユーザーセッションを終了でき
ます。

Hyper-Vプロファイラにログイン
Hx Workload Profilerユーザーインターフェイス (UI)は認証のシステムクレデンシャルに使用
します。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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ステップ 1 UIにアクセスするには、ブラウザウィンドウを起動し、http://<IP> または http://<IP:8000>、
あるいは IPが VMの IPアドレスの場合、http://<IP>/profiler/index.htmlまたは
http://<IP:8000>/profiler/index.htmlと入力します。

ステップ 2 プロンプトが表示されましたら、次のクレデンシャルで UIにログインします。

ユーザー名: monitoring

パスワード: <new password set during the install workflow>

ステップ 3 完了したら、ページの右上にある [ログアウト (Logout)]をクリックして、ユーザーセッションを終了でき
ます。

仮想マシンの展開

ESXi仮想マシンの展開

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにログインします。

ステップ 2 [ファイル (File)] > [OVFテンプレートの展開 (Deploy OVF Template)]を選択します。

ステップ 3 [ファイルまたは URLから展開 (deploy from a file OR URL)]ドロップダウンリストから、展開する OVA
ファイルを選択します。

ステップ 4 [次へ (Next)]をクリックし、OVFテンプレートの詳細を確認してから、[次へ (Next)]をもう一度クリック
します。

ステップ 5 (オプション) [名前とロケーション (Name and Location)]ページで、仮想アプライアンスの名前と場所を指
定し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 6 [プロパティ (Properties)]で、ネットワークプロパティを指定して IPアドレスを設定し、[Next (次へ)]を
クリックします。

VMの DHCPまたは静的 IPアドレスのいずれかを設定できます。

(必須) [システムパスワード (System Password)]フィールドで、デフォルトのユーザーモニタリングのシス
テムパスワードを変更する必要があります。

ステップ 7 [準備の完了 (Ready to Complete)]ページで、展開設定を確認してから [展開後に電源をオン (Power on after
deployment)]を選択し、[終了 (Finish)]をクリックします。

次のタスク

展開タスクが完了するまで待ちます。完了すると、正常な展開メッセージが表示されます。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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Hyper-V仮想マシンの展開

ステップ 1 Hyper-V managerにログインします。

ステップ 2 [アクション (Action)]の [新規 (New)]をクリックして、[仮想マシン (Virtual Machine)]を選択し、[次へ
(Next)]をもう一度クリックします。

ステップ 3 [名前テキスト (Name Text)]ボックスに [VM名 (VM name)]と入力し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 4 [世代 1 (Generation 1)]を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 5 [スタートアップメモリ (Startup memory)]に必要なメモリサイズを入力し、[動的メモリを使用... (Use
Dynamic Mem...)]をクリックしてから、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 6 [接続 (Connection)]オプションから優先ネットワークを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 7 [既存の仮想ハードディスクを使用 (Use an existing virtual hard disk)]を選択して [参照 (Browse)]オプショ
ンを選択し、システムから必要なディスクを選択して [終了 (Finish)]をクリックします。

ステップ 8 [開始 (Start)]をクリックしてVMの電源をオンにし、[接続 (Connect)]をクリックしてコンソールから接
続します。

ステップ 9 コンソールからパスワードを変更します。パスワードを変更する際は、デフォルトのユーザー名とパス

ワードをモニタリング/モニタリングとして使用します。

ステップ 10 最初のログインの際に、端末から静的または DHCP IPを設定します。

端末でプロンプトの指示に従います。

ステップ 11 IPの設定後、端末のプロンプトに従って新しいパスワードを入力します。

DHCPと静的 IP選択で再起動されても、マシンは再起動しません。

ステップ 12 すべての IP設定が変更された後、何らかの変更が必要な場合、または誤ったエントリ IPが入力された
場合は、VIMエディタ: /etc/network/interfacesを使用してインターフェイスファイルを編集します。

ステップ 13 上記のファイルを編集した場合は、Hyper-V managerを使用してマシンを再起動/リセットします。

プロファイラアプリケーションの設定と使用

ESXiプロファイラアプリケーションの設定と使用
Webベースの UIから Hxワークロードプロファイラアプリケーションの設定と操作を実行し
ます。

次の表に、アプリケーションを設定するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

vCenterをESXiプロファイラに追加（13ペー
ジ）

ワークロードまたはノードに対して呼び出し

の追加。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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参照先タスク

ESXiデータプロファイリングの開始（15
ページ）

プロファイリング属性の設定。

ESXiプロファイラサービスの開始（9ペー
ジ）

ポーリング操作を開始します。

Hyper-Vプロファイラアプリケーションの設定と使用
Webベースの UIから Hxワークロードプロファイラアプリケーションの設定と操作を実行し
ます。

次の表に、アプリケーションを設定するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

Hyper-Vをプロファイラに追加（14ページ）ワークロードまたはノードと呼ばれる呼び出

しの追加。

Hyper-Vデータプロファイリングの開始（16
ページ）

プロファイリング属性の設定。

Hyper-Vプロファイラサービスの開始（9
ページ）

ポーリング操作を開始します。

プロファイラサービスの使用

ESXiプロファイラサービスの使用
Hx Workload Profiler開始および停止サービスは、profiler_service.shコマンドを使用します。

次の表に、プロファイルサービスを使用するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

ESXiプロファイラサービスの開始（9ペー
ジ）

プロファイラサービスの開始

ESXiプロファイラサービスの停止（9ペー
ジ）

プロファイラサービスの停止

ESXiプロファイラサービスの再起動（9
ページ）

プロファイラサービスの再起動

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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ESXiプロファイラサービスの開始

プロファイラサービスを開始するには:

次のコマンドを実行します。sudo service hxpmonitor start。

ESXiプロファイラサービスの停止

プロファイラサービスを停止するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor stop。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller stop。

ESXiプロファイラサービスの再起動

プロファイラサービスを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller restart。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor restart。

Hyper-Vプロファイラサービスの使用
Hx Workload Profiler開始および停止サービスは、profiler_service.shコマンドを使用します。

次の表に、プロファイルサービスを使用するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

Hyper-Vデータプロファイリングの開始（16
ページ）

プロファイラサービスの開始

Hyper-Vプロファイラサービスの停止（10
ページ）

プロファイラサービスの停止

Hyper-Vプロファイラサービスの再起動（10
ページ）

プロファイラサービスの再起動

Hyper-Vプロファイラサービスの開始

プロファイラサービスを開始するには:

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
9

仮想アプライアンスの設定

ESXiプロファイラサービスの開始



次のコマンドを実行します。sudo service hxpmonitor start。

Hyper-Vプロファイラサービスの停止

プロファイラサービスを停止するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor stop。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller stop。

Hyper-Vプロファイラサービスの再起動

プロファイラサービスを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller restart。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor restart。

アプリケーションログの検索

ESXiアプリケーションログの検索
Hx Workload Profilerログは次の場所で確認できます。

表 1 :アプリケーションログ

パスログ

/home/monitoring/monitor/server.logサーバ

/home/monitoring/controller/logs/*コントローラ

/home/monitoring/monitor/monitor/monitor.logモニタ（Monitor）

Hyper-vアプリケーションログの検索
Hx Workload Profilerログは次の場所で確認できます。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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表 2 :アプリケーションログ

パスログ

/home/monitoring/monitor/server.logサーバ

/home/monitoring/controller/logs/*コントローラ

/home/monitoring/monitor/monitor/monitor.logモニタ（Monitor）

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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第 4 章

プロファイラアプリケーションの設定と

使用

•プロファイラへのサーバの追加（13ページ）
•データプロファイリングの開始（15ページ）
•プロファイリングの結果のダウンロード（18ページ）
•サーバからのデータ収集の表示（19ページ）

プロファイラへのサーバの追加

vCenterをESXiプロファイラに追加
Hx Workload Profilerのインストール後の最初のログイン時に、[+ワークロードの追加 (+ Add
Workload)]ワークフローにリダイレクトされます。vCenterを選択することができます。その
後、複数の vCentersを追加できます。

ホストの計測項目を計算するには、プロファイラはホスト上のすべてのVMの計測項目をキャ
プチャします。VMからのデータは、保存を選択している場合にのみ保存されます。デフォル
トでは、すべての VMが選択されます。

ワークフローには次のものが含まれます。

• [ノードの詳細 (Node details)]タブ: vCenterの詳細を記録し、vCenterに接続します。接続が
成功すると、[次へ (Next)]ボタンが表示され、プロファイリングするホストを選択できる
ようになります。

• [ポーリングフィルタ (Poll filter)]タブ:プロファイルするホストを選択するオプションを
使用して、vCenter、データセンター、クラスタ、およびホストの階層に vCenterの詳細を
提供します。デフォルト: vCenter内のすべてのホストが選択されます。

• [プロファイルの生成 (Generate Profile)]タブでは、次のことを提供します。

•クイックプロファイル:クイック概算見積書

•詳細プロファイル:エンドツーエンドのプロファイルの詳細な結果。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
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ステップ 1 プロファイラへログインします。ESXiプロファイラへのログイン（5ページ）を参照してください。

ステップ 2 [ノードの詳細 (Node details)]タブで、次のオプションの値を入力します。

説明項目

追加する vCenterの名前。vCenter名

vCenterのログインクレデンシャルの一部としてユーザーの名前を指定し
ます。

HxProfilerは VMware SDKを使用してさまざまなパフォーマン
スメトリックを収集します。これには、管理者権限またはサー

バマネージャロールを持つユーザーアカウントを使用して

VMware vSphereサーバに接続する必要があります。これには、
パフォーマンスデータを取得するためのアクセス権限がありま

す。

（注）

ユーザー名

vCenterのログインクレデンシャルの一部として設定されたパスワード。[Password]

ポーリングを発生させる間隔。デフォルトは 20秒です。この vCenterで
ポーリングされるホストとVMの数に基づいて、間隔を 20 - 120秒の範囲
で変更できます。

ポーリング間隔

ステップ 3 [接続（Connect）]をクリックします。
接続ステータスが正常に接続されたことを示している場合は、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 4 [ポーリングフィルタ (Poll filter)]タブで、階層値を確認します。

Hyper-Vをプロファイラに追加
Hx Workload Profilerのインストール後の最初のログイン時に、[+ワークフローの追加 (+ Add
workflow)]ワークフローにリダイレクトされます。Hyper-Vを選択して、複数のHyper-Vをプ
ロファイラに追加し、同時にプロファイリングすることができます。

ホストの計測項目を計算するには、プロファイラはホスト上のすべてのVMの計測項目をキャ
プチャします。VMからのデータは、保存を選択している場合にのみ保存されます。デフォル
トでは、すべての VMが選択されます。

ワークフローには次のものが含まれます。

• [ノードの詳細 (Node details)]タブ: Hyper-Vの詳細を記録し、Hyper-Vに接続します。接続
が成功した場合は、[保存 (Save)]ボタンを使用して、ワークロードの追加プロセスを完了
できます。

ステップ 1 プロファイラへログインします。Hyper-Vプロファイラにログイン（5ページ）を参照してください。
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ステップ 2 [ノードの詳細 (Node details)]タブで、次のオプションの値を入力します。

説明項目

Hyper-Vの名前が追加されています。Hyper-Vクラスタ名

Hyper-Vノードの IPアドレス。[追加 (Add)]ボタンを使用すると、複数の
Hyper-Vホスト IPアドレスを追加できます。

Host IP

Hyper-Vのログインクレデンシャルの一部としてのユーザー名。

ユーザー名には、管理者ロールが割り当てられている必要があ

ります。

（注）

ユーザー名

Hyper-Vのログインクレデンシャルの一部として設定されているパスワー
ド。[追加 (Add)]ボタンを使用すると、[ホスト IP (Host IP)]セクション
に記載されているIPのすべてのユーザー名とパスワードを追加できます。

すべての Hyper-Vまたは 2つ以上の Hyper-Vのユーザー名とパ
スワードが同じである場合、それを再度指定する必要はありま

せん。

（注）

[Password]

ポーリングを発生させる間隔。デフォルトは 20秒です。間隔は 20 ~ 120
秒の範囲で変更できます。

ポーリング間隔（秒）（Polling
Interval (seconds)）

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

データプロファイリングの開始

ESXiデータプロファイリングの開始
vCenterサーバが正常に追加された後、[データインベントリ (ホーム) (Data Inventory (home))]
ページに新しい vCenterが表示されます。You configure the profiling attributes by providing the
profile name and duration.

表 3 :プロファイリング操作オプション

説明項目

過去に追加された vCenterを削除します。削除（ゴミ箱）

ポーリング用にホストを追加または削除するには、vCenter
プロパティを編集します。

編集 (ペン)

後で再開できるようにプロファイリングを停止します。Stop (||記号)
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説明項目

リセット操作を実行します。これにより、新しいプロファイ

ルが作成され、ポーリングが開始されます。リセットをトリ

ガーすると、プロファイラはアクティブ/実行中のプロファイ
ルを停止し、新しいプロファイルを作成します。確認を求め

るプロンプトが表示されます。

リセット (更新記号)

[収集の表示 (View Collection)]ページが開き、プロファイリン
グの一部として収集されたデータを参照して、ホストおよび

VMレベルのデータを確認できます。

収集の表示

ステップ 1 ホームページで新しい vCenterを見つけ、[プロファイルの開始 (START PROFILING)]をクリックしてプ
ロファイルを設定し、プロファイリングを開始します。

ステップ 2 表示するダイアログで次の手順を実行します。

a) プロファイル名を入力します

b) [プロファイリング期間 (Profiling Period)]ドロップダウンリストから期間の値を選択します。
c) [OK]をクリックします。

プロファイルの作成が成功すると、プロファイラは選択したホストとそれらのホスト上のすべての VMの
ポーリングを開始します。ポーリングが開始されると、データコレクタはバックグラウンドプロセスとし

て実行されます。[データセンターインベントリ (Datacenter Inventory)]ページには、ホストの数とポーリン
グのステータスを示す、ホストとポーリングに関する情報が表示されます。

ステップ 3 (オプション)進行中のプロファイリング操作を停止して後で再開できるようにするには、ESXiプロファイ
ラサービスの停止（9ページ）を参照してください。

ステップ 4 (オプション)進行中のプロファイリング操作を停止するには、[リセット (Reset)]を参照してください。そ
の後、新しいものを開始できます。

ステップ 5 (オプション)収集されたデータを参照するには、ESXi収集の表示（23ページ）を参照してください。

ステップ 6 (オプション)プロファイリングデータをダウンロードするには、ESXiプロファイリング結果のダウンロー
ド（18ページ）を参照してください。

Hyper-Vデータプロファイリングの開始
Hyper-Vサーバが正常に追加された後、[データインベントリ (ホーム) (Data Inventory (home))]
ページに新しい Hyper-Vが表示されます。You configure the profiling attributes by providing the
profile name and duration.

表 4 :プロファイリング操作オプション

説明項目

過去に追加された Hyper-Vを削除します。削除（ゴミ箱）
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説明項目

ポーリング用にホストを追加または削除するには、Hyper-V
プロパティを編集します。

編集 (ペン)

後で再開できるようにプロファイリングを停止します。Stop (||記号)

リセット操作を実行します。これにより、新しいプロファイ

ルが作成され、ポーリングが開始されます。リセットをトリ

ガーすると、プロファイラはアクティブ/実行中のプロファイ
ルを停止し、新しいプロファイルを作成します。確認を求め

るプロンプトが表示されます。

リセット (更新記号)

[収集の表示 (View Collection)]ページが開き、プロファイリン
グの一部として収集されたデータを参照して、ホストおよび

VMレベルのデータを確認できます。

収集の表示

ステップ 1 ホームページで新しい Hyper-Vを見つけ、[プロファイルの開始 (START PROFILING)]をクリックしてプ
ロファイルを設定し、プロファイリングを開始します。

ステップ 2 表示するダイアログで次の手順を実行します。

a) プロファイル名を入力します

b) [プロファイリング期間 (Profiling Period)]ドロップダウンリストから期間の値を選択します。
c) [OK]をクリックします。

プロファイルの作成が成功すると、プロファイラは選択したホストとそれらのホスト上のすべての VMの
ポーリングを開始します。ポーリングが開始されると、データコレクタはバックグラウンドプロセスとし

て実行されます。[データセンターインベントリ (Datacenter Inventory)]ページには、ホストの数とポーリン
グのステータスを示す、ホストとポーリングに関する情報が表示されます。

ステップ 3 (オプション)進行中のプロファイリング操作を停止して後で再開できるようにするには、Hyper-Vプロファ
イラサービスの停止（10ページ）を参照してください。

ステップ 4 (オプション)進行中のプロファイリング操作を停止するには、[リセット (Reset)]を参照してください。そ
の後、新しいものを開始できます。

ステップ 5 (オプション)収集されたデータを参照するには、Hyper-V収集の表示（27ページ）を参照してください。

ステップ 6 (オプション)プロファイリングデータをダウンロードするには、Hyper-Vプロファイリング結果のダウン
ロード（18ページ）を参照してください。
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プロファイリングの結果のダウンロード

ESXiプロファイリング結果のダウンロード

ステップ 1 データセンターインベントリページで、ダウンロードするデータがあるプロファイルを検索して選択しま
す。

ステップ 2 ページの右上にある [ダウンロード (Download)]アイコンを右クリックして、次のうちのいずれかをダウン
ロードするように選択します。

説明オプション

vCenterからの過去30日間の情報を収集し、アクティブなポーリングは必
要ありません。ダウンロードではCSV形式の出力が提供され、HxSizerの
計算と容量のワークロードに直接アップロードできます。

クイックプロファイルの概要

次の形式で選択されたプロファイルのサンプル化データをダウンロード

します。

プロファイラサンプル化デー

タ

•まとめられたホストデータ (CVS)

•まとめられた VMデータ (CVS)

•ホストの時系列データ (圧縮された CSVファイル)

• VMの時系列データ (圧縮された CSVファイル)

ホストとVMの両方の 30日間のホスト概要、時系列とCVSをダウンロー
ドします。

データ収集

PDFのダウンロードプロファイラ概要

Hyper-Vプロファイリング結果のダウンロード

ステップ 1 データセンターインベントリページで、ダウンロードするデータがあるプロファイルを検索して選択しま
す。

ステップ 2 ページの右上にある [ダウンロード (Download)]アイコンを右クリックして、次のうちのいずれかをダウン
ロードするように選択します。

説明オプション

ホストと VMの両方の時系列と CVSをダウンロードします。データ収集
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説明オプション

Hyper-Vからホスト概要情報を収集します。ダウンロードでは、CSV形
式の出力が提供され、HxSizerの計算と容量のワークロードに直接アッ
プロードできます。

クイックプロファイルの概要

次の形式で選択されたプロファイルのサンプル化データをダウンロード

します。

プロファイラサンプル化データ

•まとめられたホストデータ (CVS)

•まとめられた VMデータ (CVS)

•ホストの時系列データ (圧縮された CSVファイル)

• VMの時系列データ (圧縮された CSVファイル)

PDFのダウンロードプロファイラ概要

サーバからのデータ収集の表示

vCenterサーバからの ESXiデータ収集の表示
[収集の表示 (View Collection)]ページにはページの左にホストビューと VMビューの ２ 個の
タブがあります。クリックすると、このセクションで説明されている適切なパラメータを選択

してシナリオの概要データを示します。[収集の表示 (View Collection)]ページでは、概要デー
タ、コンピューティングデータ、ストレージサマリーの 2個のビューを提供します。ページ
の右上近くにあるフィルタアイコンを使用できます。次のセクションでは、フィルタツール

を使用して表示される概要データと、各タブおよびビューで表示される概要データを説明しま

す。

表 5 :ホストビューのフィルタオプション

説明項目

クラスタに基づいてホストをフィルタリングし、クラスタに属

するホストの概要と傾向のみを表示します。デフォルト：[すべ
て（All）]

クラスタ

データストアの選択に基づいてホストをフィルタリングし、そ

のデータストアに接続されているすべてのホストを表示しま

す。デフォルト：[すべて（All）]

Datastore
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説明項目

すべての計測項目または電源がオンになっている (アクティブ)
VMのみのホストとVMを表示するためのフィルタデフォルト:
アクティブな VM (オフになっている VMを無視)

VMアクティビティ

ピークまたは平均的な選択に基づいて、概要を表示するための

フィルタ。選択によって、テーブル計測項目と傾向の表示を決

定します。概要値は次のことを示します。

•ピーク:選択された間隔ですべての計測項目のピーク値

•平均:選択された間隔のすべての値の平均

集約

ホストおよび VM概要計測項目

期間とパラメータ選択に基づいて、プロファイラはコンピューティングおよびストレージ計測

項目をコンピューティングおよび入力します。計測項目は次の値を表示します。

ホストビューコンピューティングテーブル

• Host_Name

•プロセッサタイプ

•クロック（GHz）

• #物理コア

• HT:オン/オフ

• CPU Util (MHz)

• CPU Util (%)

• #VMs

•アクティブ VMs/pCore率の vCPU

• RAM（GB）

• RAM Util（GB）

•ネットワークスループット- Rx (Mbps)

•ネットワークスループット- Tx (Mbps)

ホストビューストレージテーブル

•プロビジョニング済み容量 (TB)

•使用済みストレージ容量 (TB)

•読み取りスループット（Mbps）

•書き込みスループット（Mbps）
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•読み取り (%)

•書き込み (%)

•読み取り IOp

•書き込み IOp

•読み取りブロックサイズ (KB)

•書き込みブロックサイズ (KB)

• Seq (%)

•読み取り遅延 (ms)

•書き込み遅延 (ms)

VMビューコンピューティングテーブル

• VM Name

•ステータス

• Host_Name

• vCPU

• CPU Util (MHz)

• CPU Util (%)

• RAM（GB）

• RAM Util（GB）

•ネットワークスループット- Rx (Mbps)

•ネットワークスループット- Tx (Mbps)

ホストビューストレージテーブル

• VM Name

• Host_Name

•ディスク領域 (GB)

•ディスク使用量（GB）

•読み取りスループット（Mbps）

•書き込みスループット（Mbps）

•読み取り (%)

•書き込み (%)

•読み取り IOp
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•書き込み IOp

•読み取りブロックサイズ (KB)

•書き込みブロックサイズ (KB)

• Seq (%)

•読み取り遅延 (ms)

•書き込み遅延 (ms)

ホストおよび VMの傾向

[収集の表示 (View Collection)]ページでは、コンピューティングおよびストレージパラメータ
両方のホストレベルと VMレベルでさまざまなパラメータの傾向表を示します。テーブルか
らホストまたは VMを選択して、傾向表を表示できます。

次の値の計測項目は、傾向表に表示されます。

ホストビューコンピューティング傾向

• CPU使用量 (MHz)

• CPU Utilization (%)

• CPUオーバープロビジョニング率 (%)

• RAM使用率 (%)

• RAMオーバープロビジョニング率 (%)

•受信レート (Mbps)

• [Transmit Rate]

VMビューコンピューティング傾向

• CPU使用量 (MHz)

• RAM使用率 (GB)

•受信レート (Mbps)

• [Transmit Rate]

ホストおよび VMビューのストレージ傾向

•読み取りスループット（Mbps）

•書き込みスループット（Mbps）

•読み取り率

•書き込み率

•読み取り IOp
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•書き込み IOp

•読み取り Seq (%)

•書き込み Seq (%)

•読み取り遅延 (ms)

•書き込み遅延 (ms)

•プロビジョニング済み容量 (TB)

•使用済みストレージ容量 (TB)

ヒストグラムチャート

•読み取りブロックサイズのヒストグラム

•書き込みブロックサイズのヒストグラム

傾向の折れ線グラフまたはヒストグラム表から、2つの比較表のストレージパラメータ表をプ
ロットできます。

（注）

ESXi収集の表示

プロファイリング操作の一部として [収集の表示 (View Collections)]ページを使用して、vCenter
で使用可能なホストと VMのコンピューティングおよびストレージパラメータの概要を表示
できます。

You can also use the filter tool in the Hosts and VM views to display only those hosts and VMs you want
to see.

ステップ 1 [データセンターインベントリ (Datacenter Inventory)]ページで、[収集の表示 (View Collection)]をクリック
して、収集したデータを参照します。

ステップ 2 [収集の表示 (View Collection)]ページで、[ホストビュー(Host View)]タブを選択します。

ステップ 3 [VMの選択 (SelectVMs)]タブで、表示するVMのチェックボックスをオンまたはオフにして、[次へ (Next)]
をクリックします。デフォルトでは、すべての VMが選択されます。

ステップ 4 [選択した VM (Selected VMs)]タブをクリックして階層値を確認し、[保存 (Save)]をクリックします。

ステップ 5 異なる期間のデータを表示するには、ヘッダーパネルのドロップダウンリストのオプションから選択しま
す。選択した期間内の特定の時間範囲のデータを表示するには、固定期間の選択の上にある時間スライダ

を使用します。

ステップ 6 ホストまたは VMのビューをフィルタする手順は、次のとおりです。

a) ホストまたは VMビューページのテーブルヘッダーで、必要に応じて、[ホスト名 (Host Name)]また
は [VM名 (VM Name)]の横にある [フィルタ (filter)]アイコンをクリックします。
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b) 表示するホストまたは VMを選択します。

Hyper-Vサーバからデータ収集の表示
[収集の表示 (View Collection)]ページにはページの左にホストビューと VMビューの ２ 個の
タブがあります。クリックすると、このセクションで説明されている適切なパラメータを選択

してシナリオの概要データを示します。[収集の表示 (View Collection)]ページでは、概要デー
タ、コンピューティングデータ、ストレージサマリーの 2個のビューを提供します。ページ
の右上近くにあるフィルタアイコンを使用できます。次のセクションでは、フィルタツール

を使用して表示される概要データと、各タブおよびビューで表示される概要データを説明しま

す。

表 6 :ホストビューフィルタのドロップダウンオプション

説明項目

クラスタに基づいてホストをフィルタリングします。デフォル

ト：[すべて（All）]
クラスタ

すべての計測項目または電源がオンになっている (アクティブ)
VMのみのホストとVMを表示するためのフィルタデフォルト:
アクティブな VM (オフになっている VMを無視)

VMアクティビティ

ピークまたは平均的な選択に基づいて、概要を表示するための

フィルタ。選択によって、テーブル計測項目と傾向の表示を決

定します。

概要値は次のことを示します。

•ピーク:選択された間隔ですべての計測項目のピーク値

•平均:選択された間隔のすべての値の平均

集約

ホストおよび VM概要計測項目

期間とパラメータ選択に基づいて、プロファイラはコンピューティングおよびストレージ計測

項目をコンピューティングおよび入力します。計測項目は次の値を表示します。

ホストビューコンピューティングテーブル

•ホスト名（Host Name）

•プロセッサタイプ

•クロック（GHz）

• #物理コア

•ハイパースレッディング
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• CPU Util (%)

• #VMs

•アクティブ VMs/pCore率の vCPU

• RAM（GB）

• RAM Util（GB）

•ネットワークスループット- Rx (Mbps)

•ネットワークスループット- Tx (Mbps)

ホストビューストレージテーブル

•ホスト名（Host Name）

•ストレージ容量 (TB)

•ストレージ使用率 (TB)

•読み取りスループット（Mbps）

•書き込みスループット（Mbps）

•読み取り (%)

•書き込み (%)

•読み取り IOp

•書き込み IOp

•読み取り遅延 (ms)

•書き込み遅延 (ms)

VMビューコンピューティングテーブル

• VM Name

•ステータス

•ホスト名（Host Name）

• vCPU

• CPU Util (MHz)

• CPU Util (%)

• RAM（GB）

• RAM Util（GB）

•ネットワークスループット- Rx (Mbps)
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•ネットワークスループット- Tx (Mbps)

ホストビューストレージテーブル

• VM Name

•ホスト名（Host Name）

•ディスク領域 (GB)

•ディスク使用量（GB）

•読み取りスループット（Mbps）

•書き込みスループット（Mbps）

•読み取り (%)

•書き込み (%)

•読み取り IOp

•書き込み IOp

•遅延（ms）

ホストおよび VMの傾向

[収集の表示 (View Collection)]ページでは、コンピューティングおよびストレージパラメータ
両方のホストレベルと VMレベルでさまざまなパラメータの傾向表を示します。テーブルか
らホストまたは VMを選択して、傾向表を表示できます。

次の値の計測項目は、傾向表に表示されます。

ホストビューコンピューティング傾向

• CPUオーバープロビジョニング率 (%)

• RAM使用率 (GB)

• RAMオーバープロビジョニング率 (%)

•受信レート (Mbps)

• [Transmit Rate]

VMビューコンピューティング傾向

• RAM使用率 (GB)

•受信レート (Mbps)

• [Transmit Rate]

ホストビューストレージ傾向

•読み取りスループット（Mbps）
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•書き込みスループット（Mbps）

•読み取り率

•書き込み率

•読み取り IOp

•書き込み IOp

•読み取り Seq (%)

•書き込み Seq (%)

•読み取り遅延 (ms)

•書き込み遅延 (ms)

VMビューストレージ傾向

•読み取りスループット（Mbps）

•書き込みスループット（Mbps）

•読み取り率

•書き込み率

•読み取り IOp

•書き込み IOp

傾向の折れ線グラフから、2つの比較表のストレージパラメータ表をプロットできます。（注）

Hyper-V収集の表示

プロファイリング操作の一部として [収集の表示 (View Collections)]ページを使用して、Hyper-V
で使用可能なホストと VMのコンピューティングおよびストレージパラメータの概要を表示
できます。

You can also use the filter tool in the Hosts and VM views to display only those hosts and VMs you want
to see.

ステップ 1 [データセンターインベントリ (Datacenter Inventory)]ページで、[収集の表示 (View Collection)]をクリック
して、収集したデータを参照します。

ステップ 2 [収集の表示 (View Collection)]ページで、[ホストビュー(Host View)]タブを選択します。

ステップ 3 [VMの選択 (SelectVMs)]タブで、表示するVMのチェックボックスをオンまたはオフにして、[次へ (Next)]
をクリックします。デフォルトでは、すべての VMが選択されます。

ステップ 4 [選択した VM (Selected VMs)]タブをクリックして階層値を確認し、[保存 (Save)]をクリックします。
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ステップ 5 別の期間のデータを表示するには、ヘッダーパネルのドロップダウンリストのオプションから選択します。
選択した期間内の特定の時間範囲のデータを表示するには、固定期間の選択の上にある時間スライダを使

用します。

ステップ 6 ホストまたは VMのビューをフィルタする手順は、次のとおりです。

a) ホストまたは VMビューページのテーブルヘッダーで、必要に応じて、[ホスト名 (Host Name)]また
は [VM名 (VM Name)]の横にある [フィルタ (filter)]アイコンをクリックします。

b) 表示するホストまたは VMを選択します。
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第 5 章

モニタリングアプローチ

•クイックプロファイル (30日間)のESXホストサマリーの統計情報とデータのダウンロー
ド（29ページ）

•プロファイラデータ収集のアーキテクチャ（29ページ）
•プロファイラ VMのクリーンアップの実行（30ページ）

クイックプロファイル (30日間)の ESXホストサマリー
の統計情報とデータのダウンロード

[プロファイラホームページ (Profiler Home page)] > [ダウンロード結果 (Download Results)]オ
プションから、クイックプロファイル (30日間) ESXホストサマリー統計/データレポートを
ダウンロードできます。このモニタリングオプションを使用するには、ESXiのESXiプロファ
イリング結果のダウンロード（18ページ）および Hyper-Vの Hyper-Vプロファイリング結果
のダウンロード（18ページ）を参照してください。

レポートの特性:

•ホストレベルのコンピューティングとストレージ容量のメトリックのみが含まれます。

•ディープストレージまたは個々のVMのコンピューティングメトリックあるいはメトリッ
クは含まれません。

•データはCSV形式でダウンロードされ、Hxサイジングツールのコンピューティングおよ
び容量のワークロードにアップロードできます。

プロファイラデータ収集のアーキテクチャ

ESXiプロファイラデータ収集のアーキテクチャの理解
プロファイラは、ルート管理者クレデンシャルを使用して vCenterに接続します。

アーキテクチャの特性:
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•プロファイラは、vCenterインベントリ情報 (データセンター、データストア、クラスタ、
ホスト、VM、および基本メトリック)と、vCenter自体からのコンピューティングメト
リックを直接収集します。

•また、プロファイラは各 VMのディープストレージメトリックを収集し、ホストレベル
でこれらのメトリックを集約します。

• VCenterは、ディープストレージメトリックを直接維持しません。プロファイラソフト
ウェアは、各VMの詳細データを取得するために、個々のホスト (vSCSIを使用して)から
このデータを取得するためにvCenterを呼び出します。次に、プロファイラはすべてのVM
のデータを集約して、ホストレベルのサマリーを作成します。たとえば、ソフトウェアは

遅延などのメトリックの最大、最小、および平均値を取得します。これには、IOPS (合計
ブロック/間隔)とスループット (合計バイト/間隔)の平均値のみが使用されます。

Hyper-Vプロファイラデータ収集のアーキテクチャの理解
プロファイラは、ルート管理者クレデンシャルを使用して Hyper-Vに接続します。

Architecture characteristics:

•プロファイラは、Hyper-Vインベントリ情報 (ホスト、VM、基本計測項目)と、Hyper-V
自体からのコンピューティングメトリックを直接収集します。

•また、プロファイラは各 VMのディープストレージメトリックを収集し、ホストレベル
でこれらのメトリックを集約します。

• Hyper-Vは、ディープストレージメトリックを直接維持しません。プロファイラソフト
ウェアは、各VMの詳細データを取得するために、個々のホスト (WMICおよびpowershell
cmdletsを使用して)からこのデータを取得するためにHyper-Vを呼び出します。次に、プ
ロファイラはすべてのVMのデータを集約して、ホストレベルのサマリーを作成します。
たとえば、ソフトウェアは遅延などのメトリックの最大、最小、および平均値を取得しま

す。これには、IOPS (合計ブロック/間隔)とスループット (合計バイト/間隔)の平均値のみ
が使用されます。

プロファイラ VMのクリーンアップの実行

ESXiプロファイラ VMのクリーンアップの実行
プロファイリングアクティビティが完了したら、プロファイラ VMのクリーンアップを実行
するベストプラクティスに従って、プロファイラの完全なシャットダウンと終了を行います。

ステップ 1 次の手順で、プロファイリングされたデータをダウンロードします。

a) プロファイラアプリケーションを起動します。
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b) ホームページからデータ (CSV形式)をダウンロードします。ESXiプロファイリング結果のダウンロー
ド（18ページ）を参照してください。

c) 詳細な分析のために CSVを保存します。

ステップ 2 プロファイラサービスを停止するには、次のコマンドを実行します。
a) sudo service hxpmonitor stop
b) sudo service hxpcontroller stop

ステップ 3 VMをシャットダウンします。

ステップ 4 環境のデータのプロファイリングが不要になった場合は、VMを削除します。

Hyper-Vプロファイラ VMのクリーンアップの実行
プロファイリングアクティビティが完了したら、プロファイラ VMのクリーンアップを実行
するベストプラクティスに従って、プロファイラの完全なシャットダウンと終了を行います。

ステップ 1 次の手順で、プロファイリングされたデータをダウンロードします。

a) プロファイラアプリケーションを起動します。

b) ホームページからデータ (CSV形式)をダウンロードします。Hyper-Vプロファイリング結果のダウン
ロード（18ページ）を参照してください。

c) 詳細な分析のために CSVを保存します。

ステップ 2 プロファイラサービスを停止するには、次のコマンドを実行します。

a) sudo service hxpmonitor stop。
b) sudo service hxpcontroller stop。

ステップ 3 VMをシャットダウンします。

ステップ 4 環境のデータのプロファイリングが不要になった場合は、VMを削除します。
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第 6 章

•トラブルシューティング（33ページ）

トラブルシューティング

vCenterのトラブルシューティング

1. 選択されたホストが到達不能の場合、次の手順を実行します。

• vCenterのホストの接続ステータスを確認します。

•選択したすべてのホストの接続ステータスが [接続済み (Connected)]になっているこ
とを確認します。

2. プロファイラ VMのパスワードを忘れた場合は、次の手順を実行します。

•以前に展開したマシンを削除し、新しいマシンを再展開します。

Hyper-vのトラブルシューティング

1. プロファイラ VMのパスワードを忘れた場合は、次の手順を実行します。

•以前に展開したマシンを削除し、新しいマシンを再展開します。

Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
33



Cisco HyperFlexワークロードプロファイラ
34

トラブルシューティング


	Cisco HyperFlex ワークロード プロファイラ
	目次
	Full Cisco Trademarks with Software License
	はじめに
	はじめに
	ESXi での利用
	Hyper-V での利用


	システム要件
	ESXi 環境で利用する場合のシステム要件
	Hyper-V 環境で利用する場合のシステム要件

	仮想アプライアンスの設定
	プロファイラへのログイン
	ESXi プロファイラへのログイン
	Hyper-V プロファイラにログイン

	仮想マシンの展開
	ESXi 仮想マシンの展開
	Hyper-V 仮想マシンの展開

	プロファイラ アプリケーションの設定と使用
	ESXi プロファイラ アプリケーションの設定と使用
	Hyper-V プロファイラ アプリケーションの設定と使用

	プロファイラ サービスの使用
	ESXi プロファイラ サービスの使用
	ESXi プロファイラ サービスの開始
	ESXi プロファイラ サービスの停止
	ESXi プロファイラ サービスの再起動

	Hyper-V プロファイラ サービスの使用
	Hyper-V プロファイラ サービスの開始
	Hyper-V プロファイラ サービスの停止
	Hyper-V プロファイラ サービスの再起動


	アプリケーション ログの検索
	ESXi アプリケーション ログの検索
	Hyper-v アプリケーション ログの検索


	プロファイラ アプリケーションの設定と使用
	プロファイラへのサーバの追加
	vCenter をESXi プロファイラに追加
	Hyper-Vをプロファイラに追加

	データ プロファイリングの開始
	ESXi データ プロファイリングの開始
	Hyper-V データプロファイリングの開始

	プロファイリングの結果のダウンロード
	ESXi プロファイリング結果のダウンロード
	Hyper-V プロファイリング結果のダウンロード

	サーバからのデータ収集の表示
	vCenter サーバからの ESXi データ収集の表示
	ESXi 収集の表示

	Hyper-V サーバからデータ収集の表示
	Hyper-V 収集の表示



	モニタリング アプローチ
	クイック プロファイル (30 日間) の ESX ホスト サマリーの統計情報とデータのダウンロード
	プロファイラ データ収集のアーキテクチャ
	ESXi プロファイラ データ収集のアーキテクチャの理解
	Hyper-V プロファイラ データ収集のアーキテクチャの理解

	プロファイラ VM のクリーンアップの実行
	ESXi プロファイラ VM のクリーンアップの実行
	Hyper-V プロファイラ VM のクリーンアップの実行


	トラブルシューティング

