
概要

HxBenchアプリケーションは、オープン仮想アプライアンス (OVA)パッケージ形式で配信さ
れます。アプリケーションの設定には、仮想マシンの導入、仮想マシンの設定、およびHxBench
アプリケーションの設定が含まれます。

• HxBench仮想アプリケーションの設定（1ページ）
• vCenterコントローラの展開（1ページ）
• Hyper-vコントローラの展開（12ページ）
• Hyper-v導入コントローラへの静的 IPアドレスの割り当て（20ページ）
•仮想マシンの設定（21ページ）
• HxBench Webインターフェイスへのアクセス（22ページ）
• Hyper-Vでのホスト設定（22ページ）
• vCenterのホストの設定（22ページ）
• HxBenchアプリケーションの設定（23ページ）
• vCenterコントローラでのネットワークの検証（24ページ）

HxBench仮想アプリケーションの設定

vCenterコントローラの展開

VCenterコントローラを次のように展開します。

ステップ 1 vSphere Web Clientナビゲータから [ファイル (File)] > [OVFテンプレートの展開 (Deploy OVF Template)]
を選択します。
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ステップ 2 ディスクから展開する OVAファイルを選択します。
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ステップ 3 [OVFテンプレートの詳細 (OVF Template Details)]の詳細を確認して、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 4 VMの名前を指定します。[Next]をクリックします。
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名前は最大 80文字で構成でき、インベントリフォルダ内で固有である必要があります。

ステップ 5 VMを展開するホスト /クラスタを選択します。[Next]をクリックします。
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ステップ 6 [ストレージ (Storage)]の下で、VMを展開するデータストアを選択します。[Next]をクリックします。
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ステップ 7 [ディスク形式 (Disk Format)]を選択します。[Next]をクリックします。
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ステップ 8 [ネットワークマッピング (Network Mapping)]で、[HxBenchプライベート (HxBench Private)]を選択し
ます。
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ステップ 9 [プロパティ (Properties)]を選択して、IPアドレスを設定します。VMに対して DHCPまたは静的 IPア
ドレスを設定できます。
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説明フィールド

DHCPが使用されている場合は、このスペースを空
のままにします。

例: 8.8.8.8

[DNS]フィールド

DHCPが使用されている場合は、このスペースを空
のままにします。

たとえば、10.11.0.1

[パブリックネットワークゲートウェイ (Public
Network Gateway)]フィールド

DHCPが使用されている場合は、このスペースを空
のままにします。

たとえば、10.11.0.120

[パブリックネットワーク IP (Public Network IP)]
フィールド
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説明フィールド

DHCPが使用されている場合は、このスペースを空
のままにします。

例：255.255.0.0

[パブリックネットワークネットマスク (Public
Network Netmask)]フィールド

ドロップダウンリストから、[DHCP]または [静的
(Static)]を選択します。

[パブリックネットワークタイプ (Public Network
Type)]フィールド

選択したオプションを確認して、OVAの展開を開始します。[Next]をクリックします。

ステップ 10 [展開後に起動（Power on after deployment）]をクリックし、[終了 (Finish)]をクリックします。
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次のタスク

展開が完了するまで待ちます。
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完了すると、成功メッセージが表示されます。

Hyper-vコントローラの展開
Hyper-Vコントローラを展開するには:

ステップ 1 zipファイルCisco-HXBench-1.3.8.zipを解凍し、vhdxファイルCisco-HXBench-1.3.8.vhdxをHyperVサー
バにコピーします。

ステップ 2 [HyperVManager]から、HxBenchコントローラを展開するHyperVサーバを選択し、[新規 (New)] > [仮想
マシン (Virtual Machine)]を選択します。

ステップ 3 VMの名前を指定して、[次へ (Next)]をクリックします。
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ステップ 4 VMの生成に [世代 1 (Generation 1)]を選択します。
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ステップ 5 メモリサイズに 8192 MBを指定し、[次へ (Next)]をクリックします。
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ステップ 6 [HxBench VMのパブリックネットワーク (Public Network for HxBench VM)]を選択し、[次へ (Next)]を
クリックします。
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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、コピーした
Cisco-HXBench-1.3.8.vhdxを参照して選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
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ステップ 8 選択したオプションを確認して vhdxの展開を開始し、[終了 (Finish)]をクリックします。
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ステップ 9 VMの展開が完了したら、[VM設定 (VM Settings)]をクリックします。[ハードウェアの追加 (Add
Hardware)]タブで [ネットワークアダプタ (Network Adapter)]を選択し、[追加 (Add)]をクリックしま
す。
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ステップ 10 仮想スイッチで [HXBench VMのパブリックネットワーク (Public Network for HXBench VM)]を選択し
ます。

ステップ 11 [適用 (Apply)]をクリックし、[OK]をクリックします。

ステップ 12 有効になっている場合は、両方のネットワークに VLAN IDを割り当てます。
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ステップ 13 VMの電源をオンにするには、[開始 (Start)]をクリックします。

Hyper-v導入コントローラへの静的 IPアドレスの割り当
て

Hyper-V展開コントローラに IPアドレスを割り当てるには:

ステップ 1 [接続 (Connect)]オプションをクリックしてコンソールに接続します。

ステップ 2 ログインクレデンシャルを使用してログインします。
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ステップ 3 希望のエディタを使用して、インターフェイスファイル sudo vi/etc/network/interfacesを変更
します。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、VMパスワードを入力します。

ステップ 5 コントローラの動的 IPアドレスを設定するには、次の行を追加します。

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

ステップ 6 コントローラの静的 IPアドレスを設定するには、次の行を追加します。

auto eth0
iface eth0 inet static
address <ip address>
netmask <netmask ip>
gateway <gateway ip>
dns-nameservers <dns-server ip>

ステップ 7 次のコマンドを実行します。- sudo ifup eth0.

ステップ 8 HxBenchコントローラおよびHxBenchWebインターフェイスにアクセスするために割り当てられたものと
同じ IPアドレスを使用します。

関連トピック

Hyper-vコントローラの展開（12ページ）

仮想マシンの設定

ステップ 1 仮想マシンの電源をオンにします。

ステップ 2 管理者のクレデンシャルを使用して HxBenchから仮想マシンにログインします。

< appadmin >ユーザー名Username

デフォルトパスワード[Password]

ステップ 3 展開時に [DHCP]を選択した場合、割り当てられた DHCPアドレスで VMが起動すると、HxBenchアプリ
ケーションが実行を開始します。VMに割り当てられている IPアドレスをメモしておきます。

静的 IPアドレスを選択した場合は、同じものを使用して HxBenchコントローラと HxBench Webインター
フェイスにアクセスします。
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HxBench Webインターフェイスへのアクセス
HxBench Webインターフェイスにアクセスするには、ブラウザに http://<IP address of the
VM>:8000または http://<IP address of the VM>:8000/hxbench/index.htmlと入力します。

管理者のクレデンシャルを使用して HxBenchのWebインターフェイスにログインします。

AppAdmin[ユーザ名（Username）]

<admin>パスワードPassword

Hyper-Vでのホスト設定

テストを実行する前に、次のようにホストを設定します。

すべてのホストで次の手順を実行します。（注）

ステップ 1 Powershell CLIから、次のように入力します。
>Set-ExecutionPolicy Unrestricted
>enable-wsmancredssp –role "Server" –Force

ステップ 2 展開された HXBenchコントローラからすべてのWindows HyperVホストに
「/home/appadmin/host_configuration. ps1」をコピーして実行し、Powershellで次のように実行します。
./host_configuration. ps1

ステップ 3 HXBenchコントローラとHXBenchWebインターフェイスにアクセスする場合は、同じ方法を使用します。

HXのベンチはホスト名をピックアップし、同じに Vmを展開しようとします。ホスト名の解決に失敗し
た場合は、VMの展開が失敗します。

この場合、次の手順を実行します。

a) 次のコマンドを使用して、コントローラ内の /etc/hostsファイルにホストの DNS IPおよび FQDNを
追加します。

sudo vi /etc/hosts

<IP-address> <FQDN>

vCenterのホストの設定
HxBenchはホスト名をピックアップし、同じにVMを展開しようとします。ホスト名の解決に
失敗した場合は、VMの展開が失敗します。
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次のコマンドを使用して、コントローラ内の /etc/hostsファイルにホストの DNS IPおよび FQDNを追加
します。

sudo vi /etc/hosts

<IP-address> <FQDN>

HxBenchアプリケーションの設定
インストール後のHxBenchアプリケーションへの初回ログイン時に、次の手順を実行します。

ステップ 1 Vdbenchソフトウェアを HxBenchコントローラにアップロードします。

a) OracleのWebサイトから Vdbenchソフトウェアバージョン5.04.06をダウンロードします。リンクか
ら vdbench50406.zipファイルをダウンロードします。http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/
vdbench-downloads-1901681.html。

b) [Start]をクリックします。[アップロード (Upload)]ボタンを使用して、 vdbench50406.zipファイルを
HxBenchコントローラにアップロードします。

HxBenchコントローラへの Vdbenchソフトウェアのアップロードは、1回限りのアクティビ
ティです。

（注）

ステップ 2 Vnchソフトウェアのアップロードが正常に完了したら、[次へ (Next)]をクリックします。テストを実行す
るサーバの詳細 (vCenterまたは Hyper-vV(次のように表示されます)を指定します。必要に応じてフィール
ドに入力し、[保存 (Save)]をクリックします。

管理者権限を持つアカウントを使用して、仮想マシンを作成または削除します。（注）

表 1 : vCenterサーバの詳細

説明フィールド

vCenterのホスト名[Host Name]

<admin>ユーザ名[ユーザ名（User Name）]

<admin>パスワードPassword

表 2 : Hyper-vサーバの詳細

説明フィールド

Hyper-Vクラスタの名前ノード名
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説明フィールド

Hyper-Vホスト名 (さらにホストを追加するには [追
加 (Add)]オプションを使用)

[Host Name]

<admin>ユーザ名[ユーザ名（User Name）]

<admin>パスワードPassword

ホストのユーザーは、そのホストに対するすべてのアクセス権を持っている必要があります。ま

た、powershellからセッションを作成することもできます。
（注）

次のタスク

vCenterが正常に追加されると、[テストの実行 (RunTest)]ワークフローにリダイレクトされま
す。

vCenterコントローラでのネットワークの検証
vCenterサーバを追加した後、次のチェックを実行してネットワーク設定を検証します。

• HxBenchコントローラの NIC2のネットワークポートグループの詳細を照会します。

•ポートグループが関連付けられているスイッチのタイプを確認します。

•ポートグループが仮想分散スイッチ (VDS)に接続されている場合は、クラスタ内のすべ
てのホストがVDSおよびNIC2ポートグループに接続されているかどうかを確認します。

ホストが VDSに接続されていない場合は、ネットワーク設定が
一部のみであることを示す警告が表示されます。このような場

合、テストVMは、ネットワーク設定が完了した後にのみホスト
に展開されます。設定を手動で更新して、すべてのホストを特定

のポートグループおよび VDSに接続することができます。

（注）

•ポートグループが仮想標準スイッチ (VSS)に接続されている場合、検証チェックによっ
て、すべてのホストスイッチのネットワークおよび VLANの詳細が照会されます。

•すべてのホストが同じポートグループと VLAN IDを使用して設定されている場合検
証は成功し、HxBenchコントローラは実行テストワークフローにリダイレクトしま
す。

•ホストの一部が同じポートグループと VLAN IDで設定されていない場合、検証ス
テータスは [一部 (PARTIAL)]としてマークされます。引き続き部分的な設定を使用
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するか、すべてのホストで新しいネットワーク設定を作成することができます。[キャ
ンセル (Cancel)]をクリックして、部分的な設定を使用します。

すべてのホストで新しいネットワーク設定を作成する場合は、次の詳細情報を入力

し、[ネットワークの作成 (Create Network)]をクリックします。

説明フィールド

ネットワークスイッチが特定のVLANID
からのトラフィックを許可するように設

定されている場合は、必ずこの VLAN ID
を設定に対して更新してください。

[VLAN ID]

たとえば、 10.11.1.xxx[Host Name]

ドロップダウンリストから vSwitchを選
択します。

スイッチ

•コントローラHxBenchは、すべてのテスト仮想マシンに静的 IPアドレスを割り当てます。
静的 IPアドレスは、169.254.0.xxxのプライベート IPアドレス範囲から割り当てられます。
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