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1

章

概要
この章では、Cisco HyperFlex System のコンポーネントの概要を示します。
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システム （1 ページ）
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システム コンポーネント （1 ページ）
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 設定オプション （3 ページ）
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 管理コンポーネント （5 ページ）
• Cisco HyperFlex Connect ユーザ インターフェイスとオンライン ヘルプ （6 ページ）

Cisco HyperFlex HX シリーズ システム
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 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 シリーズ システム 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。ハイパー
コンバージド システムはユーザのワークロード ニーズに基づいて統一されたリソースのプー
ルを提供します。

Cisco HyperFlex HX シリーズ システム コンポーネント
• Cisco HX シリーズ サーバ— 次のサーバのいずれかを使用して Cisco HyperFlex システム
を設定できます。
• コンバージド ノード - オールフラッシュ：Cisco HyperFlex HXAF240c M5、HXAF220c
M5、HXAF240c M4、および HXAF220c M4。
• コンバージド ノード - ハイブリッド：Cisco HyperFlex HX240c M5、HX220c M5、
HX240c M4、および HX220c M4。
• コンピューティングのみCisco B200 M3/M4、B260 M4、B420 M4、B460 M4、B480
M5、C240 M3/M4、C220 M3/M4、C480 M5、C460 M4、B200 M5、C220 M5 および
C240 M5。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
1

概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム コンポーネント

• Cisco HX Data Platform— HX データ プラットフォーム は、次のコンポーネントで構成さ
れています。
• Cisco HX Data Platform インストーラ：ストレージ クラスタに接続されているサーバ
にこのインストーラをダウンロードします。HX データ プラットフォーム インストー
ラ は、Cisco UCS Manager内のサービス プロファイルとポリシーを設定し、コントロー
ラ VM を展開し、ソフトウェアをインストールし、ストレージ クラスタを作成し、
VMware vCenterプラグインを更新します。
• ストレージ コントローラ VM：HX データ プラットフォーム インストーラ を使用し
て、管理対象のストレージ クラスタ内の各コンバージド ノードにストレージ コント
ローラ VM をインストールします。
• Cisco HX Data Platform プラグイン：この統合 VMware vSphere インターフェイスは、
ストレージ クラスタ内のストレージをモニタおよび管理します。
• Cisco UCS ファブリック インターコネクト （FI）
ファブリック インターコネクトは、接続されている Cisco HX シリーズ サーバ にネット
ワーク接続機能と管理機能の両方を提供します。
Cisco HyperFlex システム の一部として購入されて展開された FI は、このドキュメントで
は HX FI ドメインとも呼ばれます。次のファブリック インターコネクトがサポートされ
ます。
• Cisco UCS 6200 シリーズ Fabric Interconnect
• Cisco UCS 6300 シリーズ Fabric Interconnect
• Cisco Nexus スイッチ
Cisco Nexus スイッチによって、高密度で設定可能なポートが提供され、柔軟なアクセス
の展開と移行が可能になります。
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 設定オプション

図 1 : Cisco HyperFlex HX シリーズ システム コンポーネント詳細

Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 設定オプション
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム では、環境内のストレージ機能とコンピューティング機
能を強化する柔軟かつ拡張可能なオプションが用意されています。Cisco HyperFlex システム
にさらにストレージ機能を追加するには、単に Cisco HX シリーズ サーバ を追加します。

（注）

HX クラスタ は HX シリーズ サーバのグループです。クラスタ内の各 HX シリーズ サーバは、
HX ノードまたはホストと呼ばれます。
下の図に示すいずれかの方法で HX クラスタ を設定することができます。
HX クラスタの設定オプション
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 設定オプション

図 2 : Cisco HyperFlex ハイブリッド M5 設定

図 3 : Cisco HyperFlex ハイブリッド M4 設定
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概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 管理コンポーネント

図 4 : Cisco HyperFlex オール フラッシュ M5 設定

図 5 : Cisco HyperFlex オール フラッシュ M4 設定

Cisco HyperFlex HX シリーズ システム 管理コンポーネン
ト
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム は、次のシスコ ソフトウェア コンポーネントを使用し
て管理されます。
Cisco UCS Manager
Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトのペア上に存在する組み込みソフト
ウェアで、Cisco HX シリーズ サーバのすべての設定機能と管理機能を備えています。UCS
Manager にアクセスする最も一般的な方法は、Web ブラウザを使用して GUI を開くことです。
UCS Manager は、ロールベースのアクセス制御をサポートしています。
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概要
Cisco HyperFlex Connect ユーザ インターフェイスとオンライン ヘルプ

設定情報を 2 台の Cisco UCS ファブリック インターコネクト (FI) 間で複製することにより、
高可用性ソリューションが実現します。一方の FI が使用不能になっても、もう一方が代わり
を務めます。
UCS Manager の主なメリットは、ステートレス コンピューティングという概念です。HX クラ
スタ 内の各ノードには、固有の設定がありません。たとえば、MAC アドレス、UUID、ファー
ムウェア、および BIOS の設定はすべてサービス プロファイル内の UCS Manager で設定され、
すべての HX シリーズ サーバに均一に適用されます。これにより、設定の一貫性が保たれ、再
利用が容易になります。新しいサービス プロファイルを数分以内に適用することができます。
Cisco HX Data Platform
Cisco HX Data Platform は、複数のシスコ サーバをコンピューティング リソースとストレージ
リソースからなる単一のプールに変換するハイパーコンバージド ソフトウェア アプライアン
スです。これにより、ネットワーク ストレージの必要性がなくなり、VMware vSphereおよび
その既存の管理アプリケーションと緊密に統合して、シームレスなデータ管理エクスペリエン
スが提供されます。加えて、ネイティブな圧縮と重複排除により、VM が占有する記憶域が削
減されます。
HX データ プラットフォーム は、vSphereなどの仮想化プラットフォームにインストールされ
てます。仮想マシン、アプリケーション、およびデータ用のストレージを管理します。インス
トール時に Cisco HyperFlex HX クラスタ の名前を指定すると、HX データ プラットフォームは
各ノード上にハイパーコンバージド ストレージ クラスタを作成します。必要なストレージ要
件が増えて HX クラスタ にノードを追加した場合、HX データ プラットフォームはそのスト
レージを追加のリソース全体で分配します。
VMware vCenter 管理
Cisco HyperFlex システム は VMware vCenter ベースの管理を備えています。vCenter サーバは、
仮想化環境を監視するために開発されたデータ センター管理サーバ アプリケーションです。
HX データ プラットフォーム は、すべてのストレージ タスクを実行するために事前設定され
た vCenter サーバからもアクセスされます。vCenter は、VMware vMotion、DRS、HA、vSphere
レプリケーションなどの主要な共有ストレージ機能をサポートしています。VMware スナップ
ショットおよびクローニング機能に代わって、より拡張性の高いネイティブの HX データ プ
ラットフォーム スナップショットとクローンが使用されます。
HX データ プラットフォーム にアクセスするには、別の 1 つのサーバに vCenter がインストー
ルされている必要があります。vCenter にアクセスするには、管理者のラップトップまたは PC
にインストールされた vSphere クライアントを使用します。

Cisco HyperFlex Connect ユーザ インターフェイスとオン
ライン ヘルプ
Cisco HyperFlex Connect（HX 接続）は、Cisco HyperFlexにユーザ インターフェイスを提供しま
す。左側のナビゲーション ペインと右側の作業ペインの 2 つの主要なセクションに分かれてい
ます。
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概要
Cisco HyperFlex Connect ユーザ インターフェイスとオンライン ヘルプ

重要

HX Connect では、ほとんどのアクションの実行に管理者特権が必要です。
表 1 : ヘッダー アイコン

アイコン

名前

説明

メニュー

フルサイズのナビゲーション ペインと、アイコンのみのホバー
オーバー ナビゲーション ペインを切り替えます。

メッセージ

ユーザが開始するアクション（データ ストアの作成やディスク
の削除など）の一覧が表示されます。
すべてのメッセージを削除して、メッセージ アイコンを非表示
にするには、[すべて消去（Clear All）] を使用します。

設定

[サポート（Support）]、[通知（Notification）]、および [クラウ
ド管理（Cloud Management）] の設定にアクセスします。また
[サポート バンドル（Support Bundle）] ページにアクセスするこ
ともできます。

アラーム

現在のエラーまたは警告のアラーム カウントが表示されます。
エラーと警告の両方が存在する場合、カウントはエラー数を示
します。
アラーム情報の詳細については、[アラーム（Alarms）] ページ
を参照してください。

ヘルプ

この状況依存の HX 接続 オンライン ヘルプ ファイルを開きま
す。

ユーザ

タイムアウト設定やログアウトなどの設定にアクセスします。
[ユーザ設定（User Settings）] は管理者にのみ表示されます。

情報

その要素に関する詳細データにアクセスします。

オンライン ヘルプにアクセスするには：
• ユーザ インターフェイスの特定のページで、ヘッダーにある [ヘルプ（Help）] をクリッ
クします。
• ダイアログボックスで、そのダイアログボックスの [ヘルプ（Help）] ボタンをクリックし
ます。
• ウィザードで、[ヘルプ（Help）] をクリックします。
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概要
ダッシュボード ページ

テーブル ヘッダーの共通フィールド
HX Connect 内のいくつかのテーブルには、テーブルに表示される内容を左右する次の 3 つの
フィールドのどれかが表示されます。
UI 要素

基本的な情報

[更新（Refresh）] フィールド HX クラスタ の動的更新では、テーブルが自動的に更新され
とアイコン
ます。タイムスタンプは、テーブルが最後に更新された時刻
を示します。
コンテンツを今すぐ更新するには、円形アイコンをクリック
します。
[フィルタ（Filter）] フィール 入力したフィルタ テキストと一致するリスト項目のみがテー
ド
ブルに表示されます。以下の表の現在のページに一覧表示さ
れている項目は自動的にフィルタ処理されます。入れ子になっ
たテーブルはフィルタ処理されません。
[フィルタ（Filter）] フィールドに選択テキストを入力します。
[フィルタ（Filter）] フィールドを空にするには、[x] をクリッ
クします。
テーブル内の他のページからコンテンツをエクスポートする
には、下部までスクロールし、ページ番号をクリックしてフィ
ルタを適用します。
[エクスポート（Export）] メ
ニュー

テーブル データの現在のページのコピーを保存します。テー
ブル コンテンツは、選択したファイルの種類でローカル マシ
ンにダウンロードされます。リストの項目をフィルタ処理す
ると、フィルタ処理されたサブセット リストがエクスポート
されます。
エクスポート ファイルの種類を選択するには、下向き矢印を
クリックします。ファイルの種類のオプションは、cvs、xls、
および doc です。
テーブル内の他のページからコンテンツをエクスポートする
には、下部までスクロールし、ページ番号をクリックしてエ
クスポートを適用します。

ダッシュボード ページ
重要

読み取り専用ユーザの場合は、ヘルプに記載されているすべてのオプションが表示されないこ
とがあります。HX Connect では、ほとんどのアクションの実行に管理者特権が必要です。
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概要
ダッシュボード ページ

HX ストレージ クラスタのステータスの概要が表示されます。これは、Cisco HyperFlex Connect
にログインしたときに最初に表示されるページです。
UI 要素

基本的な情報

[動作ステータス（Operational HX ストレージ クラスタの機能ステータスとアプリケーショ
Status）] セクション
ン パフォーマンスが表示されます。
[情報（Information）]（情報アイコン）をクリックして、HX
ストレージ クラスタ名とステータス データにアクセスしま
す。
[復元力ヘルス（Resiliency
Health）] セクション

HX ストレージ クラスタのデータ ヘルス ステータスと耐障害
性が表示されます。
[情報（Information）]（情報アイコン）をクリックして、復元
力ステータスと、レプリケーションおよび障害データにアク
セスします。

[キャパシティ（Capacity）] セ ストレージ合計の内訳と使用中または未使用のストレージ容
クション
量が表示されます。
また、ストレージの最適化、圧縮による節約、およびクラス
タに格納されているデータに基づく重複排除比率も表示され
ます。
[ノード（Nodes）] セクション HX ストレージ クラスタにおけるノード数と、コンバージド
ノード対コンピューティング ノードの区分が表示されます。
ノード アイコンの上にカーソルを合わせると、ノードの名
前、IP アドレス、ノード タイプが表示されます。また、容
量、使用率、シリアル番号、およびディスク タイプ データに
アクセスできるディスクがインタラクティブに表示されます。
[パフォーマンス
（Performance）] セクション

設定可能な時間の HX ストレージ クラスタのパフォーマンス
スナップショットが表示され、IOPS、スループット、および
遅延データが示されます。
詳細については、パフォーマンス ページを参照してくださ
い。

[クラスタ時間（Cluster Time）] クラスタのシステム日時。
フィールド
テーブル ヘッダーの共通フィールド
HX Connect 内のいくつかのテーブルには、テーブルに表示される内容を左右する次の 3 つの
フィールドのどれかが表示されます。
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[動作ステータス（Operational Status）] ダイアログボックス

UI 要素

基本的な情報

[更新（Refresh）] フィールド HX クラスタ の動的更新では、テーブルが自動的に更新され
とアイコン
ます。タイムスタンプは、テーブルが最後に更新された時刻
を示します。
コンテンツを今すぐ更新するには、円形アイコンをクリック
します。
[フィルタ（Filter）] フィール 入力したフィルタ テキストと一致するリスト項目のみがテー
ド
ブルに表示されます。以下の表の現在のページに一覧表示さ
れている項目は自動的にフィルタ処理されます。入れ子になっ
たテーブルはフィルタ処理されません。
[フィルタ（Filter）] フィールドに選択テキストを入力します。
[フィルタ（Filter）] フィールドを空にするには、[x] をクリッ
クします。
テーブル内の他のページからコンテンツをエクスポートする
には、下部までスクロールし、ページ番号をクリックしてフィ
ルタを適用します。
[エクスポート（Export）] メ
ニュー

テーブル データの現在のページのコピーを保存します。テー
ブル コンテンツは、選択したファイルの種類でローカル マシ
ンにダウンロードされます。リストの項目をフィルタ処理す
ると、フィルタ処理されたサブセット リストがエクスポート
されます。
エクスポート ファイルの種類を選択するには、下向き矢印を
クリックします。ファイルの種類のオプションは、cvs、xls、
および doc です。
テーブル内の他のページからコンテンツをエクスポートする
には、下部までスクロールし、ページ番号をクリックしてエ
クスポートを適用します。

[動作ステータス（Operational Status）] ダイアログボックス
HX ストレージ クラスタの機能ステータスとアプリケーション パフォーマンスが表示されま
す。
UI 要素

基本的な情報

[クラスタ名（Cluster Name）] この HX ストレージ クラスタの名前。
フィールド
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[復元力ヘルス（Resiliency Health）] ダイアログボックス

UI 要素

基本的な情報

[クラスタ ステータス（Cluster
Status）] フィールド

• オンライン：クラスタの準備が整っています。
• オフライン：クラスタの準備が整っていません。
• 読み取り専用：クラスタは、書き込みトランザクション
を受け入れることはできませんが、静的ラスタ情報の表
示を継続することはできます。
• 容量不足：クラスタ全体が容量不足であるか、または 1
つ以上のディスクが容量不足です。いずれの場合も、ク
ラスタは、書き込みトランザクションを受け入れること
はできませんが、静的ラスタ情報の表示を継続すること
はできます。

[休眠データ暗号化対応
（Data-at-rest encryption
capable）] フィールド

• 使用可能
• サポート対象外
[はい（Yes）] と [いいえ（No）] のいずれかを使用できます。

[表示する理由（Reason to
現在のステータスの要因を示すメッセージの数が表示されま
view）] ドロップダウン リスト す。
[閉じる（Close）] をクリックします。

[復元力ヘルス（Resiliency Health）] ダイアログボックス
HX ストレージ クラスタのデータ ヘルス ステータスと耐障害性が表示されます。
名前

説明

[復元力ステータス（Resiliency
Status）] フィールド

• [正常（Healthy）]：クラスタはデータおよび可用性に関
して正常な状態です。
• [警告（Warning）]：データまたはクラスタの可用性に悪
影響が生じています。
• [不明（Unknown）]：クラスタがオンラインになるまでの
遷移状態。
色分けとアイコンを使用して、さまざまなステータスの状態
が示されます。追加情報を表示するには、アイコンをクリッ
クします。

[データ レプリケーション コ
ンプライアンス（Data
Replication Compliance）]
フィールド

• コンプライアンス対応
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[復元力ヘルス（Resiliency Health）] ダイアログボックス

名前

説明

[データ レプリケーション ファ HX ストレージ クラスタ全体の冗長なデータ レプリカの数が
クタ（Data Replication Factor）] 表示されます。
フィールド
[許容ノード障害数（Number of HX ストレージ クラスタが処理できるノード中断の数が表示
node failures tolerable）] フィー されます。
ルド
[許容永続デバイス障害数
HX ストレージ クラスタが処理できる永続デバイス中断の数
（Number of Persistent Device が表示されます。
failures tolerable）] フィールド
[許容キャッシングデバイス障 HX ストレージ クラスタが処理できるキャッシュ デバイス中
害数（Number of Caching
断の数が表示されます。
Device failures tolerable）]
フィールド
[表示する理由（Reason to
現在のステータスの要因を示すメッセージの数が表示されま
view）] ドロップダウン リスト す。
[閉じる（Close）] をクリックします。
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2

章

インストールの前提条件
この章では、Cisco HyperFlex Systems のインストールと設定の要件について説明します。
• VMware ESXi のソフトウェア要件 （13 ページ）
• 必要なハードウェア ケーブル （18 ページ）
• ホスト要件 （19 ページ）
• ディスクの要件 （20 ページ）
• ブラウザ要件 （24 ページ）
• ポート要件 （25 ページ）
• ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング （31 ページ）
• ネットワーク設定 （34 ページ）
• VLAN と vSwitch の要件 （36 ページ）
• Cisco UCS の要件 （36 ページ）
• ハイパーバイザ要件 （37 ページ）
• ストレージ クラスタ要件 （38 ページ）
• vCenter 設定要件 （40 ページ）
• システム サービス要件 （41 ページ）
• コントローラ VM の CPU リソース予約 （43 ページ）
• コントローラ仮想マシンのメモリ リソース予約 （43 ページ）
• 自動サポート 要件 （44 ページ）
• シングル サインオンの要件 （45 ページ）

VMware ESXi のソフトウェア要件
ソフトウェア要件には、互換性のあるバージョンの Cisco HyperFlex システム（HX）コンポー
ネントと VMware vSphere コンポーネントを使用していることの確認が含まれます。
HyperFlex ソフトウェアのバージョン
HX コンポーネント、つまり Cisco HX Data Platform インストーラ、Cisco HX Data Platform、お
よび Cisco UCS ファームウェアは、別々のサーバにインストールされます。HX ストレージ ク
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ラスタ で使用される各サーバの各コンポーネントと、その中で使用される各サーバの各コン
ポーネントに互換性があることを確認します。
• 事前に設定された HX サーバに、同じバージョンの Cisco UCS サーバ ファームウェアがイ
ンストールされていることを確認します。Cisco UCS ファブリック インターコネクト（FI）
ファームウェアのバージョンが異なる場合は、ファームウェアのバージョンを調整する手
順について、『Cisco HyperFlex Systems Upgrade Guide』を参照してください。
• M4：新しくハイブリッドまたはオール フラッシュ（Cisco HyperFlex HX240c M4 または
HX220c M4）を導入する場合は、Cisco UCS Manager3.1(3h) 以降がインストールされてい
ることを確認してください。ガイダンスについては、Cisco TAC までご連絡ください。
• M5：新しくハイブリッドまたはオール フラッシュ（Cisco HyperFlex HX240c M5 または
HX220c M5）を導入する場合は、Cisco UCS Manager 3.2(3b) 以降がインストールされてい
ることを確認してください。
• SED ベースの HyperFlex システムの場合、M4 SED システムであれば、A バンドル（イン
フラストラクチャ）と C バンドル（ラック サーバ）が Cisco UCS Manager バージョン
3.1(3h) 以降であることを確認します。M5 SED システムであれば、すべてのバンドルが
Cisco UCS Manager バージョン 3.2(3b) 以降であることを確認します。
• HX サーバを再インストールするには、サポートされていて互換性のあるバージョンのソ
フトウェアをダウンロードしてください。要件と手順については、『VMware ESXi 向け
Cisco HyperFlex System インストール ガイド』を参照してください。
表 2 : M4 サーバ向け HyperFlex ソフトウェアのバージョン

HyperFlex リリース M4 推奨 UCS FI ファームウェア
3.0(1b)

3.2(3b)、3.1(3h)

3.0(1a)

3.2(3a)、3.1(3f)

2.6(1e)

3.2(3a)、3.1(3f)

2.6(1d)

3.2(2d)、3.1(3c)

2.6(1b)

3.2(2d)、3.1(3c)

2.6(1a)

3.2(2d)、3.1(3c)

2.5(1d)

3.1(3c)
SED システムの場合は必須で、非 SED システムの場合は推奨です。

2.5(1c)

3.1(3c)
SED システムの場合は必須で、非 SED システムの場合は推奨です。

2.5(1b)

3.1(3c)
SED システムの場合は必須で、非 SED システムの場合は推奨です。
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HyperFlex リリース M4 推奨 UCS FI ファームウェア
2.5(1a)

3.1(3c)
SED システムの場合は必須で、非 SED システムの場合は推奨です。

2.1(1c)

3.1(2g)

2.1(1b)

3.1(2g)

2.0(1a)

3.1(2f)

1.8(1f)

3.1(2b)

1.8(1e)

3.1(2b)

1.8(1c)

3.1(2b)

1.8(1b)

3.1(2b)

1.8(1a)以降

3.1(2b)

表 3 : M5 サーバ向け HyperFlex ソフトウェアのバージョン

HyperFlex リリース M5 推奨 UCS FI ファームウェア
3.0(1b)

3.2(3b)

3.0(1a)

3.2(3a)

2.6(1c)

3.2(3a)

2.6(1d)

3.2(3a)

2.6(1b)

3.2(2d)

2.6(1a)

3.2(2d)

HyperFlex のライセンス
バージョン 2.6(1a) 以降の HyperFlex は、VMware PAC ライセンシングをサポートします。既存
の VMware 組み込みライセンスは引き続きサポートされます。
バージョン 2.5(1a) 以降の HyperFlex は、スマート ライセンシング メカニズムを使用してライ
センスを適用します。詳細と手順については、「VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System イン
ストール ガイド」を参照してください。
サポートされている VMware vSphere バージョンおよびエディション
各 HyperFlex リリースは、特定のバージョンの vSphere、VMware vCenter、および VMware ESXi
との互換性があります。
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• すべての HX サーバに、互換性があるバージョンの vSphere が事前インストールされてい
ることを確認します。
• vCenter のバージョンが ESXi のバージョンと同じか、またはそれ以降のバージョンである
ことを確認します。
• vCenter の管理者アカウントと root レベルの権限および関連付けられたパスワードがある
ことを確認します。
HyperFlex のバージョ vSphere バージョン
ン

vSphere エディション

3.0(1b)

6.0 U3、6.5 U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

3.0(1a)

6.0 U3、6.5 U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.6(1e)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.6(1d)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.6(1b)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.6(1a)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.5(1d)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.5(1c)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.5(1b)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

2.5(1a)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3、6.5
U1

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO
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HyperFlex のバージョ vSphere バージョン
ン
2.1(1c)

2.1(1b)

2.0(1a)

1.8(1f)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3.

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、6.0 U2 パッチ 4、6.0 U3.

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ
3、 6.0 U2 パッチ 4

Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ 3 Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO
5.5 U3

1.8(1e)

Enterprise、Enterprise Plus

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ 3 Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO
5.5 U3

1.8(1c)

vSphere エディション

Enterprise、Enterprise Plus

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ 3 Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO
5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

1.8(1b)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ 3 Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

1.8(1a)以降

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 パッチ 3 Enterprise、Enterprise Plus、Standard、
Essentials Plus、ROBO

VMware vSphere ライセンス要件
vSphere ライセンスの購入方法によって、HyperFlex システムへのライセンスの適用方法が異な
ります。
• とともに vSphere ライセンスを購入した場合 HyperFlex
各 HyperFlex サーバには Enterprise エディションまたは Enterprise Plus エディションのいず
れかが出荷時にプレインストールされています。
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（注）

• HX ノードには、OEM ライセンスがプレインストールされて
います。HX サーバの受領後にブート ドライブの内容を削除
または上書きすると、出荷時にインストールされたライセン
スも削除されます。
• OEM ライセンス キーは、新しい VMware vCenter 6.0 U1b の
機能です。以前のバージョンは OEM ライセンスをサポート
していません。
• 出荷時にインストールされたすべての HX ノードが同じ OEM
ライセンス キーを使用します。vSphere の OEM キーを使用
すると、[使用率（Usage）] のカウントが [容量（Capacity）]
の値を上回る可能性があります。
• [ホストの追加（Add Host）] ウィザードを使用して HX ホス
トを vCenter に追加する場合は、[ライセンスの割り当て
（Assign license）] セクションで [OEM ライセンス（OEM
license）] を選択します。
実際の vSphere の OEM ライセンス キーは、
0N085-XXXXX-XXXXX-XXXXX-10LHH のように難読化され
ています。
• Standard、Essentials Plus、および ROBO の各エディションは、
HX サーバのプレインストールでは使用できません。

• とともに vSphere ライセンスを購入しなかった場合HyperFlex
HX ノードにvSphere Foundation ライセンスがプレインストールされています。初期設定後
に、サポートされているバージョンの vSphere にライセンスを適用できます。
• vSphere ライセンスを HyperFlex システムなしでシスコから購入した場合
予備の vSphere ライセンスを無償で入手するには、Cisco TAC にご連絡ください。

必要なハードウェア ケーブル
• 6200 シリーズ FI を使用する場合は、サーバごとに少なくとも 2 本の 10 Gb Small Form-Factor
Pluggable（SFP）ケーブルを使用します。6300 シリーズ FI を使用する場合は、サーバご
とに少なくとも 2 本の 40 GbE QSFP ケーブルを使用します。
• ファブリック インターコネクト コンソール ケーブル（CAB-CONSOLE-RJ45）の一方の端
が RJ-45 コネクタで、もう一方の端が DB9 コネクタがあることを確認します。このケー
ブルは、ラップトップ上の RS-232 コンソール接続に接続するために使用します。
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• 標準の電源コードで、電源モジュールとの接続側に IEC C13 コネクタが付いていることを
確認します。オプションのジャンパ電源コードで、電源モジュールとの接続側に IEC C13
コネクタ、IEC C13 コンセントとの接続側に IEC C14 コネクタが付いていることを確認し
ます。
詳細については、『Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect Hardware Guide』を参照して
ください。
• KVM ケーブルは、Cisco HX シリーズ サーバをシステムに接続します。DB9 シリアル コ
ネクタ、モニタ用の VGA コネクタ、およびキーボードとマウス用のデュアル USB 2.0 ポー
トが付いています。このケーブルを使用すると、システムで稼動するオペレーティング シ
ステムや BIOS に直接接続できます。

（注）

この同じ KVM ケーブルが UCS ラック マウント サーバとブレー
ド サーバの両方に使用されます。

M4 または M5 サーバ用のケーブルとご注文情報の詳細については、それぞれ『Cisco HyperFlex
HX-Series Models』と『Cisco UCS B200 Blade Server Installation and Service Note』を参照してく
ださい。

ホスト要件
1 つの Cisco HyperFlex クラスタには 3 つ以上のコンバージド HyperFlex ノードが含まれていま
す。追加のストレージが必要ない場合に計算能力を高めるために、コンピューティングのみ
ノードを追加するオプションが用意されています。HyperFlex クラスタ内の各サーバは HyperFlex
ノードとも呼ばれます。ストレージ クラスタを展開する前に、各ノードに次の設定がインス
トールされ、構成されていることを確認してください。
詳細については、『Cisco HX240c/220c HyperFlex Node Installation Guides』を参照してくださ
い。
次のホスト要件が満たされていることを確認します。
• クラスタ内のすべてのサーバ（ノードまたはホスト）で同じ VLAN ID を使用する。
• ストレージ クラスタ全体のすべての ESXi サーバで同じ管理者ログイン クレデンシャルを
使用する。
• すべての ESXi ホストで SSH を有効なままにしてください。
• すべてのサーバ上で DNS と NTP を設定する。
• VMware vSphere のインストールおよび設定。
• コンバージド ノードまたはコンピューティング専用ノードに対してのみ、単一の VIC を
使用する。追加の VIC や PCIe NIC はサポートされません。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
19

インストールの前提条件
ディスクの要件

ディスクの要件
コンバージド ノードとコンピューティング専用ノードの間ではディスク要件が異なります。使
用可能な CPU とメモリ容量を増やすには、必要に応じて、コンピューティング専用ノードで
既存のクラスタを拡張できます。このコンピューティング専用ノードによって、ストレージ パ
フォーマンスやストレージ容量が向上するわけではあません。
別の方法として、コンバージド ノードを追加すると、CPU リソースやメモリ リソースだけで
なく、ストレージ パフォーマンスやストレージ容量も増えます。
ソリッド ステート ディスク（SSD）のみを備えたサーバはオールフラッシュ サーバです。SSD
とハード ディスク ドライブ（HDD）の両方を備えたサーバはハイブリッド サーバです。
HyperFlex クラスタ内のすべてのディスクに以下が該当します。
• ストレージ クラスタ内のすべてのディスクに同じストレージ容量が割り当てられます。ス
トレージ クラスタ内のすべてのノードに同じ数のディスクが割り当てられます。
• すべての SSD で TRIM をサポートし、TRIM が有効になっている必要があります。
• すべての HDD を SATA と SAS のどちらかのタイプにすることができます。ストレージ
クラスタ内のすべての SAS ディスクをパススルー モードにする必要があります。
• SSD と HDD からディスク パーミッションを削除する必要があります。パーミッション付
きのディスクは無視され、HX ストレージ クラスタに追加されません。
• オプションで、ディスク上の既存のデータを削除またはバックアップすることができま
す。指定されたディスク上のすべての既存のデータが上書きされます。

（注）

新しいファクトリ サーバは、適切なディスク パーティション設
定で出荷されます。新しいファクトリ サーバからディスク パー
ティションを削除しなくでください。

• Cisco から直接購入したディスクのみがサポートされます。
• 自己暗号化ドライブ（SED）を備えたサーバでは、キャッシュ ドライブと永続ストレージ
（容量）ドライブの両方を SED 対応にする必要があります。このようなサーバは、保管
中のデータの暗号化（DARE）をサポートします。
コンバージドノード数
下の表に示すディスクに加えて、すべての M4 コンバージド ノードに、ESX がインストール
されたミラー化設定の 2 X 64-GB SD FlexFlash カードが実装されています。すべての M5 コン
バージド ノードに、ESXiがインストールされた M.2 SATA SSD が実装されています。
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（注）

1 台のサーバまたはストレージ クラスタで、ストレージ ディスクのタイプやストレージ サイ
ズを混在させないでください。ストレージ ディスク タイプの混在はサポートされません。
• キャッシュ ディスクまたは永続ディスクを交換する際は、元のディスクと同じタイプとサ
イズを常に使用します。
• 永続ドライブを混在させないでください。1 台のサーバでは、すべて HDD または SSD に
して、同じサイズのドライブを使用します。
• ハイブリッド キャッシュ ドライブ タイプとオールフラッシュ キャッシュ ドライブ タイ
プを混在させないでください。ハイブリッド サーバではハイブリッド キャッシュ デバイ
スを使用し、オールフラッシュ サーバではオールフラッシュ キャッシュ デバイスを使用
します。
• 暗号化されたドライブ タイプと暗号化されていないドライブ タイプを混在させないでく
ださい。SED ハイブリッド ドライブまたは SED オールフラッシュ ドライブを使用しま
す。SED サーバでは、キャッシュ ドライブと永続ドライブの両方を SED タイプにする必
要があります。
• すべてのノードで SSD を同じサイズと数量にする必要があります。異なる SSD タイプを
混在させることはできません。
下の表に、HX サーバ タイプごとの互換性のあるドライブを示します。別段の指示がない限
り、ドライブはサーバのフロント スロットに配置されます。リストにある複数のドライブはオ
プションです。サーバあたりの容量に相当する 1 つのドライブ サイズを使用します。コンポー
ネントごとのドライブの最小数と最大数を一覧表示します。
HX240 M5 サーバ
コンポーネン 数量
ト

ハイブリッド

オール フラッ
シュ

ハイブリッド
SED

オールフラッシュ
SED

ハウスキーピ 1
ング SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

キャッシュ
SSD

1.6 TB SSD

1.6 TB NVMe

1.6 TB SSD

800 GB SSD

1.2 TB HDD

800 GB SSD

1
（戻
る）

400 GB SSD

永久的
6 ～ 23
（Persistent）

1.2 TB HDD

960 GB SSD

1.8 TB HDD

3.8 TB SSD

960 GB SSD
3.8 TB SSD

HX240 M4 サーバ

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
21

インストールの前提条件
ディスクの要件

コンポーネン 数量
ト

ハイブリッド

オール フラッ
シュ

ハイブリッド
SED

オールフラッ
シュ SED

ハウスキーピ 1
ング SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

キャッシュ
SSD

1.6 TB SSD

1.6 TB NVMe

1.6 TB SSD

1.6 TB NVMe

1

400 GB SSD

永久的
6 ～ 23
（Persistent）

1.2 TB HDD

960 GB SSD

1.8 TB HDD

3.8 TB SSD

800 GB SSD
1.2 TB HDD

800 GB SSD
960 GB SSD
3.8 TB SSD

HX220 M5 サーバ
コンポーネ
ント

数量

ハイブリッド

オール フラッ
シュ

ハイブリッドSED オールフラッ
シュ SED

ハウスキー
ピング SSD

1

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

キャッシュ
SSD

1

480 GB SSD

1.6 TB NVMe

800 GB SSD

800 GB SSD

800 GB SSD

400 GB SSD

1.2 TB HDD

960 GB SSD

1.2 TB HDD

800 GB SSD

1.8 TB HDD

3.8 TB SSD

永久的
6～8
（Persistent）

960 GB SSD
3.8 TB SSD

HX 220 M4 サーバ
コンポーネ
ント

数量

ハイブリッド

オール フラッ
シュ

ハイブリッド
SED

オールフラッシュ
SED

ハウスキー
ピング SSD

1

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

キャッシュ
SSD

1

480 GB SSD

400 GB SSD

800 GB SSD

800 GB SSD

6
永久的
（Persistent）

1.2 TB HDD

960 GB SSD

1.2 TB HDD

800 GB SSD

1.8 TB HDD

3.8 TB SSD

960 GB SSD
3.8 TB SSD

エッジ クラスタの HX220 M5 サーバ
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コンポーネ
ント

数量

ハイブリッド

オール フラッ
シュ

ハイブリッドSED オールフラッ
シュ SED

ハウスキー
ピング SSD

1

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

キャッシュ
SSD

1

480 GB SSD

1.6 TB NVMe

800 GB SSD

800 GB SSD

800 GB SSD

400 GB SSD

1.2 TB HDD

960 GB SSD

1.2 TB HDD

800 GB SSD

永久的
3～8
（Persistent） 台

3.8 TB SSD

960 GB SSD
3.8 TB SSD

エッジ クラスタの HX 220 M4 サーバ
コンポーネ
ント

数量

ハイブリッド

オール フラッ
シュ

ハイブリッド
SED

オールフラッシュ
SED

ハウスキー
ピング SSD

1

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

キャッシュ
SSD

1

480 GB SSD

400 GB SSD

800 GB SSD

800 GB SSD

1.2 TB HDD

960 GB SSD

1.2 TB HDD

800 GB SSD

永久的
3～6
（Persistent）

3.8 TB SSD

960 GB SSD
3.8 TB SSD

コンピューティング専用ノード
次の表に、コンピューティング専用機能にサポートされるコンピューティング専用ノードの構
成を示します。コンピューティング専用ノード上のストレージは、ストレージクラスタのキャッ
シュまたはキャパシティに含まれません。

（注）

HyperFlex クラスタにコンピューティング ノードを追加すると、コンピューティング専用サー
ビス プロファイル テンプレートにより、そのノードが SD カードから起動されるように自動
的に構成されます。別の形式のブート メディアを使用する場合は、ローカル ディスク構成ポ
リシーを更新する必要があります。サーバ関連のポリシーについては、『Cisco UCS
ManagerServer Management Guide』を参照してください。
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サポートされているコンピューティング専 サポートされているブート方法 ESXi
用ノード サーバ
• Cisco B200 M3/M4/M5

任意の方法を選択します。

• B260 M4

重要

• B420 M4
• B460 M4
• C240 M3/M4/M5

ESXi インストールでサーバに 1 つの形
式のブート メディアだけが公開されて
いることを確認します。インストール後
に、さらにローカル ディスクまたはリ
モート ディスクを追加できます。
HX コンピューティング専用ノードの
USBブートはサポートされていません。

• C220 M3/M4/M5
• C460 M4

• ESXi では、ミラー構成の SD カードがインス
トールされます。

• C480 M5
• B480 M5

• ローカル ドライブの HDD または SSD。
• SAN ブート
• M.2 SATA SSD ドライブ。

ブラウザ要件
一覧表示された HyperFlex コンポーネントを実行するには、次のブラウザのいずれかを使用し
てください。これらのブラウザはすでにテストされ、承認済みです。他のブラウザも動作する
可能性がありますが、すべての機能がテストされ、確認されているわけではありません。
表 4 : サポートされるブラウザ

ブラウザ

Cisco UCS Manager

HX データ プラット
HX 接続
フォームインストーラ

Microsoft Internet
Explorer

9 以降

サポート対象外

11 以降

Google Chrome

14 以降

52 以降

54 以降

Mozilla Firefox

7 以降

54 以降

52 以降

注記
• Cisco HyperFlex Connect
推奨される最小解像度は 1024 X 768 です。
• Cisco HX Data Platform プラグイン
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Cisco HX Data Platform プラグイン は vSphere で動作します。VMware Host Client システム
のブラウザ要件については、https://www.vmware.com/support/pubs/ で VMware のマニュア
ルを参照してください。
• Cisco UCS Manager
ブラウザは以下をサポートしている必要があります。
• Java ランタイム環境 1.6 以降
• 一部の機能には、Adobe Flash Player 10 以降が必要です。
Cisco UCS Manager に関するブラウザの最新情報については、最新の『Cisco UCS Manager
Getting Started Guide』を参照してください。

ポート要件
ネットワークがファイアウォールの背後にある場合、標準的なポート要件の他に、VMware は
VMware ESXi とVMware vCenter 用のポートを推奨します。
• CIP-M は、クラスタ管理 IP に使用します。
• SCVM は、コントローラ VM の管理 IP です。
• ESXi は、ハイパーバイザの管理 IP です。
次のファイアウォール ポートが開いていることを確認します。
タイム サーバ
ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

123

NTP/UDP

各 ESXi ノード

タイム サーバ

双方向

各 SVCM ノード
UCSM
HX データ プラッ
トフォーム イン
ストーラ
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HX データ プラットフォーム インストーラ
ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

22

SSH/TCP

HX データ プラッ 各 ESXi ノード
トフォーム イン
各 SVCM ノード
ストーラ

80

443

HTTP/TCP

HTTPS/TCP

ポート接続先

管理アドレス
クラスタ管理

UCSM

UCSM 管理アドレ
ス

HX データ プラッ 各 ESXi ノード
トフォーム イン
各 SVCM ノード
ストーラ

管理アドレス
管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

UCSM

UCSM 管理アドレ
ス

HX データ プラッ 各 ESXi ノード
トフォーム イン
各 SVCM ノード
ストーラ

管理アドレス
管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

UCSM

UCSM 管理アドレ
ス

8089

vSphere SDK/TCP HX データ プラッ 各 ESXi ノード
トフォーム イン
ストーラ

902

ハートビー
ト/UDP/TCP

HX データ プラッ vCenter
トフォーム イン
ストーラ

ICMP

HX データ プラッ ESXi IP
トフォーム イン CVM IP
ストーラ

クラスタ イベントへの電子メール サブスクリプションのオプション。
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基本的な情報

管理アドレス

管理アドレス
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ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

25

SMTP/TCP

各 SVCM ノード

メール サーバ

オプション

CIP-M
UCSM
監視
UCS インフラストラクチャをモニタするためのオプション。
ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

161

SNMP ポーリン
グ/UDP

監視サーバ

UCSM

オプション

162

SNMP トラッ
プ/UDP

UCSM

監視サーバ

オプション

ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

53（外部ルック
アップ）

DNS/TCP/UDP

各 ESXi ノード

DNS

管理アドレス

各 SVCM ノード

DNS

管理アドレス

CIP-M

DNS

クラスタ管理

UCSM

DNS

DNS サーバ

vCenter
ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

80

HTTP/TCP

vCenter

各 SCVM ノード

双方向

CIP-M
443

HTTPS（プラグイ vCenter
ン）/TCP

各 ESXi ノード

双方向

各 SVCM ノード
CIP-M
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インストールの前提条件
ポート要件

ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

7444

HTTPS（VC
SSO）/TCP

vCenter

各 ESXi ノード

双方向

各 SVCM ノード
CIP-M

9443

HTTPS（プラグイ vCenter
ン）/TCP

各 ESXi ノード

双方向

各 SVCM ノード
CIP-M

5989

CIM サーバ/TCP

vCenter

各 ESXi ノード

902

ハートビート/TCP vCenter
または UDP

各 ESXi ノード

ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

22

SSH/TCP

ユーザ

各 ESXi ノード

管理アドレス

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

ユーザ

HX データ プラッ
トフォーム イン
ストーラ
UCSM

vCenter
SSOサーバ
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UCSM 管理アドレ
ス

インストールの前提条件
ポート要件

ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

80

HTTP/TCP

ユーザ

各 SVCM ノード

管理アドレス

CIP-M

クラスタ管理

UCSM
HX データ プラッ
トフォーム イン
ストーラ
vCenter
443

HTTPS/TCP

ユーザ

各 SVCM ノード
CIP-M
UCSM

UCSM 管理アドレ
ス

HX データ プラッ
トフォーム イン
ストーラ
vCenter
7444

HTTPS
（SSO）/TCP

ユーザ

vCenter
SSOサーバ

9443

HTTPS（プラグイ ユーザ
ン）/TCP

vCenter

2068

仮想キーボード/
ビデオ/マウス
（vKVM）/TCP

ユーザ

UCSM

UCSM 管理アドレ
ス

ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

7444

HTTPS
（SSO）/TCP

SSOサーバ

各 ESXi ノード

双方向

SSOサーバ

各 SCVM ノード
CIP-M
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インストールの前提条件
ポート要件

ストレッチ補助
ストレッチ クラスタ HyperFlex を展開する場合にのみ必要。
ポート番号

サービス/プロト
コル

2181

ソース

ポート接続先

基本的な情報

Witness Node/TCP Witness

各 CVM ノード

双方向、管理アド
レス

8180

Witness Node/TCP Witness

各 CVM ノード

双方向、管理アド
レス

80

HTTP/TCP

Witness

各 CVM ノード

潜在的な将来の要
件

443

HTTPS/TCP

Witness

各 CVM ノード

潜在的な将来の要
件

2888
3888

レプリケーション
ネイティブ HX 非同期クラスタ間レプリケーションを構成する場合にのみ必要です。
ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

9338

データ サービス
マネージャ ピ
ア/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

9339

データ サービス
マネージャ/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

3049

CVM/TCP のレプ 各 CVM ノード
リケーション

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

4049

クラスタ マッ
プ/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

4059

NR NFS/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）
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インストールの前提条件
ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング

ヒント

ポート番号

サービス/プロト
コル

ソース

ポート接続先

基本的な情報

9098

複製サービス

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

8889

コーディネーショ 各 CVM ノード
ン/TCP の NR マ
スター

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

9350

ハイパーバイザ
サービス/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

443

HTTPS/TCP

各 CVM ノード

各 CVM ノード

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

標準設定がなく、異なるポート設定が必要な場合は、環境のカスタマイズについて、表C-5ポー
トのリテラル値を参照してください。

ファブリックインターコネクトのアップリンクのプロビ
ジョニング
HyperFlex クラスタをセットアップする前に、最適なネットワーク トラフィック管理のために
アップストリーム帯域幅の容量を計画します。これにより、コンポーネントの障害や部分的な
ネットワーク停止が発生してもフローの安定状態が保証されます。
デフォルトでは、hx-vm-network vSwitch がアクティブ/アクティブとして設定されます。それ
以外の vSwitch は、アクティブ/スタンバイとして設定されます。
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インストールの前提条件
ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング

図 6 : 単一ホストの HyperFlex データ プラットフォームの接続性

管理、vMotion、およびストレージ用のすべてのトラフィックがファブリック インターコネク
トにローカルに転送されることを保証して、フローの安定状態を維持するには、デフォルトの
vSwitch NIC チーミング ポリシーとフェールオーバー ポリシーを [はい] に設定します。vNIC-a
で障害が発生すると、ESXi がロード バランシングを計算し、すべての仮想ポートを vNIC-b に
再ピニングします。vNIC-aがオンライン状態に戻った時点で、再びピニングが適用され、vNIC-a
と vNIC-b の間で仮想ポートが元のように均等に分配されます。これにより、Cisco UCSファブ
リック インターコネクトのアップストリームでの遅延と帯域幅使用量が削減されます。
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インストールの前提条件
ファブリック インターコネクトのアップリンクのプロビジョニング

図 7 : 安定状態にあるトラフィック フロー

1 つ以上のサーバ リンクで障害が発生した場合（たとえばホスト 1 がファブリック A への接続
を失い、ホスト 2 がファブリック B への接続を失った場合）は、トラフィックがアップ スト
リーム スイッチを通過する必要があります。したがってアップリンク ネットワーク帯域幅の
使用率が増加し、新しいアップリンクを追加する必要があります。
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インストールの前提条件
ネットワーク設定

図 8 : リンク障害発生時のトラフィック フロー

（注）

1 つのファブリック インターコネクトから 2 つの異なるアップ ストリーム スイッチへのアッ
プリンクが存在する場合は、FI で分離レイヤ 2 (DJL2) と呼ばれる状態が発生します。これは、
エンド ホスト モードの FI で、DJL2 が正しく設定されていない場合に発生することが知られ
ています。
DJL2 を適切に導入するには、『Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects—Deploy Layer 2 Disjoint
Networks Upstream in End Host Mode』というホワイト ペーパーを参照してください。

ネットワーク設定
ベスト プラクティス
• ネットワークごとに別々のサブネットと VLAN を使用します。
• 10 Gbps ケーブルを使用して、各ホストを Cisco UCS ファブリック インターコネクトに直
接接続します。
• デフォルトの VLAN である VLAN 1 を使用しないでください。特に Disjoint Layer 2 設定
を使用している場合はネットワーキングの問題が発生する可能性があります。
• デフォルトで、インストーラは VLAN を非ネイティブとして設定します。非ネイティブ
VLAN に対応するようにアップストリーム スイッチを確実に設定してください。
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インストールの前提条件
ネットワーク設定

ESXi ホストごとに、次のネットワークが必要です。
• 管理トラフィック ネットワーク：vCenter から、ハイパーバイザ（ESXi サーバ）管理とス
トレージ クラスタ管理を処理します。
• データ トラフィック ネットワーク：ハイパーバイザとストレージのデータ トラフィック
を処理します。
• vMotion ネットワーク
• VM ネットワーク
4 つの vSwitch があり、それぞれが異なるネットワークを伝送します。
• vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理とストレージ コントローラ管理に使用されます。
• vswitch-hx-storage-data：ESXi ストレージ データと HX Data Platform のレプリケーション
に使用されます。
この 2 つの vSwitch は、割り当てられた静的 IP アドレスでさらに 2 つのポート グループ
に分割され、ストレージ クラスタと ESXi ホスト間のトラフィックを処理します。
• vswitch-hx-vmotion：VM とストレージ vMotion に使用されます。
この vSwitch には、vCenter クラスタ内のすべてのホストに接続する vSphere で定義された
管理用ポート グループが 1 つあります。
• vswitch-hx-vm-network：VM データ トラフィックに使用されます。
Cisco UCS Manager 内の対応する vNIC テンプレート上で VLAN を追加または削除するこ
とができます。詳細な手順については、『Managing VLANs in Cisco UCS Manager』と
『Managing vNIC templates in Cisco UCS Manager』を参照してください。VSwitch 上でポー
ト グループを作成するには、『Adding Virtual Port Groups to VMware Standard vSwitch』を
参照してください。

（注）

1.

Cisco HX Data Platform インストーラが自動的に vSwitch を作成します。

2.

HyperFlex ストレージ クラスタの作成後に、vSphere 内の次のサービスを有効にする必要が
あります。
• DRS
• VMotion
• ハイ アベイラビリティ
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インストールの前提条件
VLAN と vSwitch の要件

VLAN と vSwitch の要件
少なくとも 3 つの VLAN ID を指定します。インストール中にファブリック インターコネクト
上ですべての VLAN を設定する必要があります。
VLANタイプ
（注）

説明

次のそれぞれのネットワークに、別個のサブネットと VLAN を使用します。

VLAN ESXi と HyperFlex の管理トラフィック VLAN 名：hx-inband-mgmt
[VLAN ID]
VLAN HyperFlex のストレージ トラフィック

VLAN 名：hx-storage-data
[VLAN ID]

VLAN VM vMotion

VLAN 名：hx-vmotion
[VLAN ID]

VLAN VM データ

ユーザ定義

IPブロック

KVM IP プール
ホストあたり 1 つの IP アドレス。

サブネット マスク

例：255.255.0.0

デフォルト ゲートウェイ

例: 10.193.0.1

外部スイッチ VLAN タギング（EST）を使用した VLAN タギングおよび vSwitch 設定は、UCS
Manager プロファイルを使って適用されます。HX データ プラットフォーム インストーラ はこ
のプロセスを簡略化します。

（注）

• デフォルトの VLAN である VLAN 1 を使用しないでください。特に Disjoint Layer 2 設定
を使用している場合はネットワーキングの問題が発生する可能性があります。VLAN 1 以
外の VLAN を使用します。
デフォルトで、インストーラは VLAN を非ネイティブとして設定します。非ネイティブ
VLAN に対応するようにアップストリーム スイッチを設定します。

Cisco UCS の要件
プロンプトが表示されたら、UCS ファブリック インターコネクトと UCS Manager に関するリ
ストの内容を提供してください。
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インストールの前提条件
ハイパーバイザ要件

Cisco UCS ファブリック インターコネクトの要件
UI 要素

基本的な情報

アップリンク スイッチ モデル

スイッチ タイプと接続タイプを指定します
（SFP + Twin Ax または光）。

ファブリックインターコネクト クラスタの IP <IP アドレス>。
アドレス
FI-A の IP アドレス

<IP アドレス>。

FI-B の IP アドレス

<IP アドレス>。

MAC Address Pool

00:00:00 MAC アドレス プールを確認します。

IPブロック

KVM IPプール。少なくとも 4 つの IP アドレ
ス。

サブネット マスク

たとえば、 255.255.0.0 とします。

デフォルト ゲートウェイ

たとえば、 10.193.0.1 とします。

Cisco UCS Manager の要件
UI 要素

基本的な情報

UCS Managerのホスト名

ホスト名または IP アドレス。

ユーザ名

<管理者ユーザ名>

パスワード

<管理者ユーザ名>

ハイパーバイザ要件
vCenter を介して、ストレージ管理ネットワークまたはストレージ データ ネットワーク上の
ESXi サーバが使用できるアドレス範囲から、IP アドレスを入力します。すべてのネットワー
ク アドレスの静的 IP アドレスを指定します。
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ストレージ クラスタ要件

（注）

• データ ネットワークと管理ットワークは別々のサブネット上に存在する必要があります。
• ストレージ クラスタの作成後は、IP アドレスを変更できません。Cisco TAC に連絡して、
サポートを受けてください。
• （必須の操作ではありませんが）DNS 名を指定する場合には、IP アドレスの転送と逆 DNS
ルックアップを有効にしてください。
• インストーラの IP アドレスは、ハイパーバイザおよびストレージ コントローラ VM が使
用する管理サブネットから到達可能である必要があります。インストーラ アプライアンス
は、インストールするクラスタに含まれない VMware ワークステーションまたは ESXi ホ
ストで動作する必要があります。

管理ネットワークの IP アドレス

データ ネットワークの IP アドレス

ハイパーバイザ

ストレージコントロー
ラ

ハイパーバイザ

ストレージコントロー
ラ

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

<IPアドレス>

[VLAN タグ（VLAN
Tags）]

VLAN_ID

[VLAN タグ（VLAN
Tags）]

VLAN_ID

サブネット マスク

サブネット マスク

デフォルトゲートウェ
イ

デフォルトゲートウェ
イ
インストーラ アプライアンスの IP アドレス

<IPアドレス>

<IPアドレス>

ストレージ クラスタ要件
Cisco HX Data Platform のコンポーネントであるストレージ クラスタは、vSphereWeb クライア
ントに容易にプロビジョニングできる単一のデータストアを提供することにより、ストレージ
の複雑さを軽減します。コントローラ リソースを活用して高可用性を実現するために、スト
レージ クラスタ内のすべてのサーバのディスクにデータが分散されます。
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インストールの前提条件
ストレージ クラスタ要件

ストレージ クラスタは、関連する vCenter クラスタから独立しています。vCenter クラスタ内
の ESXi ホストを使用してストレージ クラスタを作成できます。
ストレージ クラスタを定義するには、次のパラメータを指定します。
フィールド

説明

名前

ストレージ クラスタの名前を入力します。

管理 IP アドレス

これにより、各 ESXi ホスト上でストレージ管
理ネットワークへのアクセスが可能になりま
す。
• この IP アドレスは、ノードの管理 IP アド
レスと同じサブネット上に存在する必要
があります。
• 同じサブネット上の他のクラスタとの間
でクラスタ管理 IP が最後のオクテットを
共有できないようにしてください。
• これらの IP アドレスは、「ハイパーバイ
ザ」のセクションで各ノードに割り当て
る 4 つの IP アドレスとは別の追加的なア
ドレスです。

ストレージ クラスタ データの IP アドレス

これにより、各 ESXi ホスト上でストレージ
データ ネットワークとストレージ コントロー
ラ VM ネットワークへのアクセスが可能にな
ります。
同じ IP アドレスをクラスタ内のすべての ESXi
ノードに適用する必要があります。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
39

インストールの前提条件
vCenter 設定要件

フィールド
データレプリケーションファクタ

説明
データレプリケーション係数により、ストレー
ジ クラスタ全体のデータの冗長レプリカの数
が定義されます。
これは HX Data Platform のインストール中に
設定され、変更はできません。
[データ レプリケーション係数（Data
Replication Factor）] を選択します。選択でき
る基準は、次のとおりです。
• データ レプリケーション係数 3：データ
の冗長複製を3つ保持します。この場合、
より多くのストレージ リソースを消費
し、ノードまたはディスクの同時障害時
に最大限のデータ保護を保証します。
注目

これは推奨オプションです。

• データ レプリケーション係数 2：データ
の冗長複製を2つ保持します。この場合、
ストレージ リソースの消費量は少なくて
すみますが、ノードやディスクの同時障
害が発生した場合にデータ保護が低下し
ます。
ストレージ クラスタ内のノードまたは
ディスクで障害が発生すると、クラスタ
の機能に影響が生じます。複数のノード
で障害が発生する場合や、1 つのノードと
別のノード上のディスクで障害が発生す
る場合を、同時障害と呼びます。

vCenter 設定要件
vCenter 用に管理者レベルのアカウントとパスワードを指定します。既存の vCenter サーバが存
在することを確認します。次の vSphere サービスが稼働していることを確認します。
• Dynamic Resource Scheduler（DRS）を有効にします（HX データ プラットフォーム を使用
するために必要）。
• vMotion を有効にします。
• 高可用性（HA）を有効にします（フェールオーバー容量を定義するため、またデータス
トア ハートビートを拡張するために必要）。
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システム サービス要件

• ユーザ VM はバージョン 9 以降である必要があります（HX データ プラットフォーム、ネ
イティブ スナップショット、および ReadyClones を使用するために必要）。
フィールド

説明
現在の vCenter サーバ web アドレスを入力し
ます。

vCenter Server

例：http://<IP アドレス> など。
ユーザ名

<管理者ユーザ名> を入力します。

パスワード

<管理者パスワード> を入力します。

データセンター名

vCenter データセンター用の必要な名前を入力
します。

クラスタ名

vCenter クラスタ用の必要な名前を入力しま
す。クラスタには、3 つ以上の ESXi サーバが
含まれる必要があります。

システム サービス要件
Cisco HX Data Platform をインストールする前に、次のネットワーク接続とサービスが稼働して
いることを確認します。
• DNS サーバ

（注）

DNS サーバは HX ストレージ クラスタの外側に配置される必要が
あります。

• NTP サーバ
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（注）

• NTP サーバは HX ストレージ クラスタの外側に配置される必
要があります。
• ストレージ クラスタを設定する前に、NTP サーバが稼働状態
で、信頼性の高い時間のソースを提供していることを手動で
確認します。
• すべてのノード（コンバージドとコンピューティングの両
方）とすべてのストレージ コントローラ VM に同じ NTP サー
バを使用します。
• NTP サーバは、安定性があり、（クラスタの存続期間中に）
中断せず、静的 IP アドレス経由で到達可能である必要があり
ます。

• [タイム ゾーン（Time Zone）]
フィールド
[DNSサーバ（DNS
Server(s)）]

基本的な情報
<IP address>
HyperFlex データ プラットフォーム のインストール中にホスト名を
使用する場合は、DNS サーバ アドレスが必須です。
（注）

• DNS サーバを使用しない場合は、HX Data Platform イ
ンストーラの [クラスタの設定（Cluster Configuration）]
ページの [システム サービス（System Services）] でホ
スト名を入力しないでください 。IP アドレスのみを
使用します。
• 複数の DNS サーバ アドレスを指定するには、アドレ
スをカンマで区切ります。DNS サーバ アドレスが正
しく入力されていることを注意深く確認してくださ
い。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
42

インストールの前提条件
コントローラ VM の CPU リソース予約

フィールド

基本的な情報
<IP address>

NTPサーバ

(信頼性の高い NTP サー NTP サーバは、以下の間のクロック同期に使用されます。
バが必要です)
• ストレージ コントローラ VM
• ESXi ホスト
• vCenter Server
重要

NTP サーバの静的 IP アドレスは、ストレージ コントロー
ラ VM、ESXi ホスト、および vCenter Server 間のクロック
同期を保証するために必要です。

インストール中に、この情報がすべてのストレージ コントローラ
VM および対応するホストに伝播されます。ストレージ クラスタの
起動時に自動的に各サーバが同期されます。
[タイム ゾーン（Time
Zone）]

<使用するタイム ゾーン>
ストレージ コントローラ VM のタイム ゾーンを選択します。これ
は、スケジュール済みのスナップショットを取得するタイミングを
決定するために使用されます。
（注）

すべての VM を同じタイム ゾーンにする必要があります。

コントローラ VM の CPU リソース予約
ストレージ コントローラ VM は HyperFlex データ プラットフォーム 用の重要な機能を提供す
るので、HX データ プラットフォーム インストーラはコントローラ VM の CPU リソース予約
を設定します。この予約により、コントローラ VM に最低限必要な CPU リソースが割り当て
られることが保証されます。これは、ESXi ハイパーバイザー ホストの物理 CPU リソースがゲ
スト VM によって大量に消費される状況で役立ちます。次の表に、ストレージ コントローラ
VM の CPU リソース予約の詳細を示します。
VM CPU の数

共有

予約

制限

8

低

10,800 MHz

無制限

コントローラ仮想マシンのメモリ リソース予約
次の表に、ストレージ コントローラ VM 用のメモリ リソース予約の詳細を示します。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
43

インストールの前提条件
自動サポート 要件

サーバ モデル

ゲスト メモリの量

すべてのゲスト メモリを予約

HX220c-M4/M5

48 GB

はい

72 GB

はい

HXAF220C-M4/M5
HX240c-M4/M5SX
HXAF240C-M4/M5SX
• B200 コンピューティング専用ブレードは軽量ストレージ コントローラ VM を備えてお
り、この VM は 1 つの vCPU と 512 MB のメモリ予約でのみ設定されています。
• C240 ラック サーバは、2 ラック ユニット（2RU）フォーム ファクタで非常に優れた拡張
性と高いパフォーマンスを提供します。
• C220 サーバは、1 ラック ユニット（1RU）フォーム ファクタで拡張性を提供します。

自動サポート 要件
自動サポート （ASUP） は、HX Data Platform を介して提供されるアラート通知サービスです。
自動サポート を有効にすると、HX Data Platform から、通知の受信先として指定された電子
メール アドレスまたは電子メール エイリアスに通知が送信されます。
自動サポート を設定するには次の情報が必要です。
自動サポート
[自動サポートの HX ストレージ クラスタの作成時にこのボックスをオンにします。
有効化（Enable
Auto Support）]
チェックボックス
メール サーバ

<IP address>
自動サポート を有効にするには、ネットワーク上で SMTP メール サーバ
を設定する必要があります。すべてのストレージ コントローラ VM の IP
アドレスから送信される電子メールを処理するために使用されます。

メール送信者

<username@domain.com>
自動サポート 通知の送信に使用する電子メール アドレス。

ASUP受信者

自動サポート 通知を受信する電子メール アドレスまたは電子メール エイ
リアスのリスト。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
44

インストールの前提条件
シングル サインオンの要件

（注）

自動サポート を有効にすることを強くお勧めします。こうすると、ノードのドライブ障害な
ど、将来のハードウェアの問題を診断するのに役立つハードウェア カウンタ履歴が提供されま
す。

シングル サインオンの要件
SSO URL が vCenter から提供されます。コントローラ VM からその URL に直接到達できない
場合は、[インストーラの詳細設定（Installer Advanced Settings）] を使用して場所を明示的に設
定します。
シングルサインオン（SSO）
SSO サーバの URL

SSO URL は、vCenter の [vCenter サーバ（vCenter Server）] >
[管理（Manage）] > [詳細設定（Advanced Settings）] にありま
す（キー config.vpxd.sso.sts.uri）。
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第

3

章

Cisco HyperFlex Systems サーバのインストー
ル
この章では、HyperFlexクラスタをセットアップするための物理コンポーネントのインストー
ル方法を説明します。
• ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード （47 ページ）
• ファブリック インターコネクトのセットアップ （48 ページ）
• HX シリーズ サーバと Cisco UCS ファブリック インターコネクトの接続 （58 ページ）
• 概要 （58 ページ）

ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード
HyperFlex クラスタとノード制限の詳細については、『Release Notes for Cisco HX Data Platform』
の最新版の「Cisco HX Data Platform Storage Cluster Specifications」を参照してください。
Cisco HyperFlex ノードのインストールの詳細については、下の表のそれぞれのリンクを参照し
てください。
インストールするノードの種類

参考資料

コンバージドノード数
HyperFlex HX220c M4/M5 ノード

Cisco HyperFlex HX220c M4/M5 Node Installation
Guide

HyperFlex HX240c M4/M5 ノード

Cisco HyperFlex HX240c M4/M5 Node Installation
Guide

コンピューティング専用ノード
Cisco UCS B200 M3/M4/M5 ノード

Cisco UCS B200 M3/M4/M5 Blade Server
Installation and Service Note
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ファブリック インターコネクトのセットアップ

インストールするノードの種類

参考資料

Cisco UCS B260 M4 ノード、B460 M4 ノード

Cisco UCS B260 M4 and B460 M4 Blade Server
Installation and Service Note for Servers with E7
v4 CPUs
Cisco UCS B260 M4 and B460 M4 Blade Server
Installation and Service Note for Servers with E7
v3 and E7 v2 CPUs

Cisco UCS B420 M4 ノード

Cisco UCS B420 M4 Blade Server Installation and
Service Note

Cisco UCS B480 M5 ノード

Cisco UCS B480 M5 Blade Server Installation and
Service Note

Cisco UCS C240 M3/M4/M5 ラック ノード

Cisco UCS C240 M3/M4/M5 Server Installation
and Service Guide

Cisco UCS C220 M3/M4/M5 ラック ノード

Cisco UCS C220 M3/M4/M5 Server Installation
and Service Guide

Cisco UCS C480 M5 ノード

Cisco UCS C480 M5 Server Installation and Service
Guide

Cisco UCS C460 M4 ノード

Cisco UCS 460 M4 Server Installation and Service
Guide

ファブリック インターコネクトのセットアップ
ファブリック インターコネクトの冗長ペアを設定することで高可用性を確保します。L1 また
は L2 の高可用性ポート間で、イーサネット ケーブルを使用して直接 2 つのファブリック イン
ターコネクトに接続します。ファブリック インターコネクト A 上のポート L1 をファブリック
インターコネクト B 上のポート L1 に接続し、ファブリック インターコネクト A 上のポート
L2 をファブリック インターコネクト B 上のポート L2 に接続します。これにより、両方のファ
ブリック インターコネクトがお互いのステータスを継続的に監視できます。
ファブリック インターコネクトを接続する前に、以下の情報を確認し、取得してください。
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GUI を使用したプライマリ ファブリック インターコネクトの設定

項目

説明

ファブリック インターコネクトの物理
的な接続を確認します。

• 1 つ目のファブリック インターコネクトのコン
ソール ポートが、コンピュータまたはコンソー
ル サーバに物理的に接続されている。
• 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハ
ブ、スイッチ、またはルータに接続されている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L1 ポー
トが互いに直接接続されている。
• 両方のファブリック インターコネクトの L2 ポー
トが互いに直接接続されている。

コンピュータ端末でコンソール ポート
のパラメータを確認します。

• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット

初期セットアップに関する情報を入手 初期セットアップに関する次の情報を収集します。
します。
• システム名
• 管理者アカウントのパスワード
• 3 つの静的 IP アドレス
• 3 つの静的 IP アドレスのサブネット マスク
• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
• DNS サーバの IP アドレス
• システムのドメイン名
両方のファブリック インターコネクトが同じセットアップ プロセスを通過する必要がありま
す。プライマリ ファブリック インターコネクトをセットアップして、クラスタ設定用に有効
にします。同じプロセスを使用してセカンダリ ファブリック インターコネクトをセットアッ
プするときには、最初のファブリック インターコネクトがピアとして検出されます。

GUI を使用したプライマリ ファブリック インターコネクトの設定
以下に示すプライマリ ファブリック インターコネクトの設定手順に従うか、または「Cisco
UCS Manager Initial Setup part 1」を視聴します。
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ステップ 1

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリック インターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテスト メッセージが表示されます。

ステップ 2

システムがリースを取得する場合は手順 6 に移動します。それ以外の場合は次のステップに進みます。

ステップ 3

コンソール ポートに接続します。

ステップ 4

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 5

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 または IPv6 アドレス
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 サブネット マスクまたは IPv6 プレフィクス。
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アド
レス
（注）

クラスタ設定では、設定時に両方のファブリック インターコネクトに同じ管理インターフェイ
スのアドレス タイプを割り当てる必要があります。

ステップ 6

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS ManagerGUI 起動ページに移動し
ます。

ステップ 7

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [簡易設定（Express Setup）] を選択します。

ステップ 8

[簡易設定（Express Setup）] ページで [初期設定（Initial Setup）] を選択し、[送信（Submit）] をクリック
します。

ステップ 9

[クラスタおよびファブリックの設定（Cluster and Fabric Setup）] 領域で、
a)

クラスタ リングを有効にするオプションをクリックします。

b) [ファブリック設定（Fabric Setup）] オプションで [ファブリック A（Fabric A）] を選択します。
c)
ステップ 10

[クラスタ IP アドレス（Cluster IP Address）] フィールドに、Cisco UCS Manager が使用する IPv4 また
は IPv6 アドレスを入力します。

[System Setup] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[システム名（System Name））] フィールド

Cisco UCS ドメインに割り当てられる名前。
スタンドアロン設定では、システム名に「-A」が
追加されます。クラスタ設定では、ファブリック
A に割り当てられたファブリック インターコネク
トに「-A」が、ファブリック B に割り当てられた
ファブリック インターコネクトに「-B」が追加さ
れます。
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フィールド

説明

[Admin Password] フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウ
ントに使用されるパスワード。
Cisco UCS Manager のパスワードのガイドラインに
適合する強力なパスワードを選択します。このパス
ワードは空にできません。

[Confirm Admin Password] フィールド

ファブリック インターコネクト上の Admin アカウ
ントに使用されるパスワード。

[管理 IP アドレス（Mgmt IP Address）] フィールド ファブリック インターコネクトの管理ポートのス
タティック IPv4 または IPv6 アドレス。
[Mgmt IP Netmask] フィールドまたは [Mgmt IP Prefix] ファブリックインターコネクトの管理ポートのIPv4
フィールド
サブネット マスクまたは IPv6 プレフィクス。
（注）

[Default Gateway] フィールド

ファブリック インターコネクト上の管理ポートに
割り当てられるデフォルト ゲートウェイの IPv4 ま
たは IPv6 アドレス。
（注）

ステップ 11

[Mgmt IP Address] に入力したアドレス タ
イプに基づいて、システムから [Mgmt IP
Netmask] または [Mgmt IP Prefix] への入力
が求められます。

[Mgmt IP Address] フィールドに入力され
たアドレス タイプに基づいて、システム
から [Default Gateway] への入力が求めら
れます。

[DNS サーバ IP（DNS Server IP）] フィールド

ファブリック インターコネクトに割り当てられる
DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレス。

[ドメイン名（Domain Name）] フィールド

ファブリック インターコネクトが存在するドメイ
ンの名前。

[送信（Submit）] をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。

GUI を使用した従属ファブリック インターコネクトの設定
以下に示す従属ファブリックインターコネクトの設定手順に従うか、または「CiscoUCSManager
Initial Setup part 2」を視聴します。
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ステップ 1

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリック インターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテスト メッセージが表示されます。

ステップ 2

システムがリースを取得する場合はステップ 6 に移動します。それ以外の場合は次のステップに進みま
す。

ステップ 3

コンソール ポートに接続します。

ステップ 4

インストール方式プロンプトに gui と入力します。

ステップ 5

システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 または IPv6 アドレス
• ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 サブネット マスクまたは IPv6 プレフィクス。
• ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アド
レス
（注）

クラスタ設定では、設定時に両方のファブリック インターコネクトに同じ管理インターフェイ
スのアドレス タイプを割り当てる必要があります。

ステップ 6

プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS ManagerGUI 起動ページに移動し
ます。

ステップ 7

Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [簡易設定（Express Setup）] を選択します。

ステップ 8

[簡易設定（Express Setup）] ページで [初期設定（Initial Setup）] を選択し、[送信（Submit）] をクリック
します。
ファブリック インターコネクトは、第 1 ファブリック インターコネクトの設定情報を検出します。

ステップ 9

[クラスタとファブリックの設定（Cluster and Fabric Setup）] 領域で、
a)

[クラスタリングを有効にする（Enable Clustering）] オプションを選択します。

b) [ファブリックの設定（Fabric Setup）] オプションに対して [ファブリック B（Fabric B）] が選択され
ていることを確認します。
ステップ 10

[システム設定（System Setup）] 領域の [マスターの Admin パスワード（Admin Password of Maste）r]
フィールドに Admin アカウントのパスワードを入力します。
[Manager の初期設定（Manager Initial Setup）] 領域が表示されます。

ステップ 11

[Manager Initial Setup] 領域で表示されるフィールドは、第 1 ファブリック インターコネクトを IPv4 また
は IPv6 のどちらの管理アドレスで設定したかによって異なります。次のように、設定に適したフィール
ドに入力します。
フィールド

説明

[ピア FI は IPv4 クラスタ対応になっています。ロー ローカル ファブリック インターコネクトの Mgmt0
カル ファブリック インターコネクト Mgmt0 IPv4 インターフェイスの IPv4 アドレスを入力します。
アドレスを入力してください（Peer FI is IPv4
Cluster enabled. Please Provide Local Fabric
Interconnect Mgmt0 IPv4 Address）] フィールド
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フィールド

説明

[Peer FI is IPv6 Cluster enabled. Please Provide Local ローカルのファブリックインターコネクトのMgmt0
Fabric Interconnect Mgmt0 IPv6 Address] フィール インターフェイスの IPv6 を入力します。
ド
ステップ 12

[送信（Submit）] をクリックします。
セットアップ操作の結果がページに表示されます。

CLI を使用したプライマリ ファブリック インターコネクトの設定
ステップ 1

コンソール ポートに接続します。

ステップ 2

ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリック インターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテスト メッセージが表示されます。

ステップ 3

設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表示され
ます。 console と入力して、コンソール CLI を使用した初期設定を続行します。

ステップ 4

setup と入力して、初期システム設定を続行します。

ステップ 5

y と入力して、初期設定を続行することを確認します。

ステップ 6

管理アカウントのパスワードを入力します。

ステップ 7

確認のために、管理アカウントのパスワードを再入力します。

ステップ 8

yes と入力して、クラスタ構成の初期設定を続行します。

ステップ 9

ファブリック インターコネクトのファブリックを入力します（ A または B ）。

ステップ 10

システム名を入力します。

ステップ 11

ファブリック インターコネクトの管理ポートの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
IPv4 アドレスを入力する場合は、IPv4 サブネット マスクを入力するように求められます。IPv6 アドレス
を入力する場合は、IPv6 ネットワーク プレフィックスを入力するように求められます。

ステップ 12

各 IPv4 サブネット マスク、または IPv6 ネットワーク プレフィックスを入力し、Enter キーを押しま
す。
ファブリック インターコネクトの管理ポート用に入力したアドレス タイプに応じて、デフォルト ゲート
ウェイの IPv4 または IPv6 アドレスが求められます。

ステップ 13

次のいずれかを入力します。
• IPv4 address of the default gateway
• デフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス

ステップ 14

DNS サーバの IP アドレスを指定する場合は yes を入力し、指定しない場合は no を入力します。

ステップ 15

（任意） DNS サーバの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
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アドレス タイプはファブリック インターコネクトの管理ポートのアドレス タイプと同じである必要があ
ります。
ステップ 16

デフォルトのドメイン名を指定する場合は yes を入力し、指定しない場合は no を入力します。

ステップ 17

（任意） デフォルト ドメイン名を入力します。

ステップ 18

設定の概要を確認し、 yes と入力して設定を保存および適用するか、 no と入力して設定ウィザードを
初めからやり直して設定を一部変更します。
設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示されます。
以前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enter を押します。

例
次に、コンソールおよび IPv4 管理アドレスを使用してクラスタ構成の最初のファブ
リック インターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or
if you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: yes
Enter the switch fabric (A/B): A
Enter the system name: foo
Mgmt0 IPv4 address: 192.168.10.10
Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Virtual IPv4 address: 192.168.10.12
Configure the DNS Server IPv4 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IPv4 address: 20.10.20.10
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Management IP Address=192.168.10.10
Management IP Netmask=255.255.255.0
Default Gateway=192.168.10.1
Cluster Enabled=yes
Virtual Ip Address=192.168.10.12
DNS Server=20.10.20.10
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、コンソールおよび IPv6 管理アドレスを使用してクラスタ構成の最初のファブ
リック インターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Enter the setup mode (restore from backup or initial setup) [restore/setup]? setup
You have chosen to setup a new switch. Continue? (y/n): y
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Do you want to create a new cluster on this switch (select 'no' for standalone setup or
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if you want this switch to be added to an existing cluster)? (yes/no) [n]: yes
Enter the switch fabric (A/B): A
Enter the system name: foo
Mgmt0 address: 2001::107
Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
DNS IP address: 2001::101
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
Default domain name: domainname.com
Join centralized management environment (UCS Central)? (yes/no) [n]: no
Following configurations will be applied:
Switch Fabric=A
System Name=foo
Enforced Strong Password=no
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
Default Gateway=2001::1
Ipv6 value=1
DNS Server=2001::101
Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

（注）

Cisco UCS ファブリック インターコネクトには、高可用性およびクラスタ構成の初期
設定のために使用できるコマンドがいくつか含まれています。初期設定時に、
cluster-start コマンドを使用できます。ここコマンドは隠しコマンドです。Cisco TAC
管理者などの認証済み管理者は、いつでもこのコマンドを実行できますが、設定やメ
ンテナンスの目的でこれを使用しないでください。

CLI を使用した従属ファブリック インターコネクトの設定
この手順は、管理ポートに対し IPv4 または IPv6 アドレスを使用して第 2 のファブリック イン
ターコネクトをセットアップする方法について説明します。

ステップ 1 コンソール ポートに接続します。
ステップ 2 ファブリック インターコネクトの電源を入れます。
ファブリック インターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテスト メッセージが表示されます。
ステップ 3 設定されていないシステムがブートすると、使用する設定方法の入力を要求するプロンプトが表示されま
す。 console と入力して、コンソール CLI を使用した初期設定を続行します。
（注）

ファブリック インターコネクトによって、クラスタ内のピア ファブリック インターコネクトが
検出されます。検出されなかった場合は、L1 ポートと L2 ポート間の物理接続を調べ、ピア ファ
ブリック インターコネクトがクラスタ設定でイネーブルになっていることを確認します。

ステップ 4 y と入力して、従属ファブリック インターコネクトをクラスタに追加します。
ステップ 5 ピア ファブリック インターコネクトの管理パスワードを入力します。
ステップ 6 従属ファブリック インターコネクト上の管理ポートの IP アドレスを入力します。
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ステップ 7 設定の概要を確認し、 yes と入力して設定を保存および適用するか、 no と入力して設定ウィザードを初
めからやり直して設定を一部変更します。
設定ウィザードのやり直しを選択した場合は、以前に入力した値が角カッコで囲まれて表示されます。以
前に入力した値をそのまま使用する場合は、Enter を押します。

例
次に、ピアのコンソールおよび IPv4 アドレスを使用してクラスタ設定の第 2 のファブ
リック インターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv4 Address: 192.168.10.11
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

次に、ピアのコンソールおよび IPv6 アドレスを使用してクラスタ設定の第 2 のファブ
リック インターコネクトをセットアップする例を示します。
Enter the installation method (console/gui)? console
Installer has detected the presence of a peer Fabric interconnect. This Fabric interconnect
will be added to the cluster. Continue (y/n) ? y
Enter the admin password of the peer Fabric Interconnect: adminpassword%958
Peer Fabric interconnect Mgmt0 IPv6 Address: 2001::107
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes

コンソールのセットアップの確認
SSH 経由でファブリック インターコネクトにログインすることにより、両方のファブリック
インターコネクトの設定が完全であることを確認できます。
Cisco UCS Manager CLI から次のコマンドを使用して、クラスタのステータスを確認します。
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表5:

コマンド

目的

出力例

show cluster state

ハイ アベイラビリティ クラス
タの両方のファブリック イン
ターコネクトの動作状態およ
びリーダーシップ ロールを表
示します。

次の例の表示では、両方の
ファブリック インターコネク
トが Up 状態、HA が Ready 状
態、ファブリック インターコ
ネクト A がプライマリ ロー
ル、ファブリック インターコ
ネクト B が従属ロールです。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id:
0x4432f72a371511de-0xb97c000de1b1ada4

A: UP, PRIMARY
B: UP,
SUBORDINATE HA READY

show cluster extended-state

クラスタの状態に関する拡張 次の例は、クラスタの拡張状
詳細が表示され、通常は問題 態の表示方法を示していま
のトラブルシューティングに す。
これが使用されます。
UCSC# show cluster
extended-state
0x2e95deacbd0f11e2-0x8ff35147e84f3de2Start
time: Thu May 16 06:54:22
2013Last election time: Thu
May 16 16:29:28 2015System
Management
Viewing the Cluster State
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
A: memb state UP, lead state
PRIMARY, mgmt services
state: UP
B: memb state UP, lead state
SUBORDINATE,
mgmt services state: UP
heartbeat state PRIMARY_OK
HA READY
Detailed state of the device
selected for HA quorum data:
Device 1007, serial:
a66b4c20-8692-11df-bd63-1b72ef3ac801,
state: active
Device 1010, serial:
00e3e6d0-8693-11df-9e10-0f4428357744,
state: active
Device 1012, serial:
1d8922c8-8693-11df-9133-89fa154e3fa1,
state: active
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HX シリーズ サーバと Cisco UCS ファブリック インターコ
ネクトの接続
概要
Cisco HX220c および HX240c サーバは、ファブリック インターコネクトに直接接続します。
直接接続を使用すれば、Cisco UCS Managerは、1 本のケーブルで HX シリーズ サーバの管理ト
ラフィックとデータ トラフィックの両方を管理できます。

（注）

サーバをファブリック インターコネクトに接続した後、そのサーバが検出された時点で、UCS
Manager 設定フォームを使用して、Cisco UCS Managerで使用可能な C シリーズ ソフトウェア
バンドルを更新します。
直接接続モードを使用する場合は、すべての Cisco UCS 管理対象アダプタをファブリック イン
ターコネクト上のサーバ ポートに接続する必要があります。要件の章に列挙されている推奨
ファームウェアが HX サーバにインストールされていることを確認してください。推奨ファー
ムウェアがない場合は、Cisco UCS Managerを使用してファームウェアを更新します。
設定の制限については、「Cisco UCS Manager 向け Cisco UCS 6200、6332、および 6324 シリー
ズの構成の制限値」を参照してください。

コンバージド ノードとファブリック インターコネクトの接続
このトピックでは、HX クラスタの作成や既存の HX クラスタへの追加を行うためにコンバー
ジド ノードを物理的に追加する方法について説明します。
始める前に

重要

• Cisco UCS Manager と統合する前に、CIMC サーバを工場出荷時のデフォルトに設定しま
す。
• 統合ノードでは、専用の CIMC ポートをネットワークに接続しないでください。そのよう
にすると、Cisco UCS Managerでサーバが検出されなくなります。サーバが検出されない場
合は、各サーバの CIMC を工場出荷時設定にリセットします。
• CIMC サーバを接続する前に、Cisco UCS Managerとの統合用に Cisco VIC 1227 が Hxc240
スロット 2 および HXc220 ライザ 1 スロット 1 に装着されていることを確認しま
す。カードが正しいスロットに装着されていないと、サーバの直接接続管理を有効にでき
ません。
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• サーバからファブリック インターコネクトへの物理的なケーブル接続を完了し、ポートを
サーバ ポートとして設定します。

ステップ 1 ラックに HX サーバを設置します。詳細については、ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード （47 ページ）
を参照してください。
ステップ 2 ファブリック インターコネクト上のサーバ ポートを設定します。
a)

サーバ上の 1 つのポートから 10-Gb SFP+ ケーブルをファブリック インターコネクト A に接続します。
ファブリック インターコネクト A 上の任意のポートを使用できますが、サーバ トラフィックに対応可
能なポートでなければなりません。
1 枚のカード用に、VIC からファブリック インターコネクトに 1 本のケーブルを接続します。両方の
ポートを同じファブリック インターコネクトに接続しないでください。

b) そのポートをサーバ ポートとして FI-A で設定します。詳細な手順については、『Cisco UCS Manager
Network Management Guide』の「Configuring Port Modes for a 6248 Fabric Interconnect」を参照してくだ
さい。
c)

サーバ上のもう一方のポートから 10-Gb SFP+ ケーブルを FI B に接続します。FI B 上の任意のポート
を使用できますが、サーバ トラフィックに対応可能なポートでなければなりません。
（注）

アップリンクで SFP+ タイプを混在させないでください。混在させると、「検出が失敗しまし
た」というエラーが発生します。

d) そのポートをサーバ ポートとして FI-B で設定します。詳細な手順については、『Cisco UCS Manager
Network Management Guide』の「Configuring Port Modes for a 6248 Fabric Interconnect」を参照してくだ
さい。
ステップ 3 電源コードをノードの各電源装置に接続し、接地された AC 電源コンセントにも接続します。初期ブート
時に、スタンバイ電源でノードが起動するまで約 2 分間待ちます。
（注）

1.

電力が供給されるようになると、ファブリック インターコネクトによってサーバが検出され
ます。UCS Manager でノードの検出を監視できます。

2.

前面パネルのノードの [電源ステータス LED（Power Status LED）] を調べて、ノードの電源ス
テータスを確認します。LED がオレンジ色の場合は、ノードがスタンバイ電源モードです。

ステップ 4 ステップ 1 ～ 4 を繰り返し、残りの HX シリーズ サーバを HyperFlex クラスタに接続します。

物理的な接続の図
次の図は、直接接続モードでの Cisco UCS Manager と HX シリーズ サーバとの統合に関する
ケーブル配線の設定を示しています。金色で示されたパスでは、管理トラフィックとデータト
ラフィックの両方が伝送されます。
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図 9 : 直接接続ケーブル配線の設定

1

Cisco UCS 6248 シリーズ ファブリック イン
ターコネクト（ファブリック A）

3

HX シリーズ サーバ

2

Cisco UCS 6248 シリーズ ファブリック イン
ターコネクト（ファブリック B）

4

サポートされている mLOM スロット内
の Cisco UCS VIC 1227

コンピューティング専用ノードとファブリックインターコネクトの接
続
このトピックでは、既存の HyperFlex クラスタにコンピューティング専用ノードを物理的に追
加する方法について説明します。

（注）

HyperFlex ストレージ クラスタを作成して設定した後、HyperFlex クラスタに コンピューティ
ングのみ ノードを接続します。
ステップ

説明

1.

HyperFlex ストレージ クラスタ
がすでに作成されていること
を確認します。
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ステップ

説明

参考資料

2.

コンピューティング ノードと コンピューティング専用ノー
なるHXサーバを接続します。 ドのインストールの詳細につ
いては、「ラック設置型 Cisco
HyperFlex ノード （47 ペー
ジ）」を参照してください。

3.

Cisco HX Data Platform を使用 コンピューティング専用ノー
してクラスタ拡張ワークフ
ドを追加するには、クラスタ
ローを実行します。
拡張ワークフローを使用しま
す。詳細な手順については、
「既存のクラスタにコン
ピューティング専用ノードを
追加する（135ページ）」を参
照してください。
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4

章

Cisco HyperFlex System の設定
この章では、Cisco HyperFlex System のコンポーネントの設定方法について説明します。
• 設置ワークフロー （63 ページ）
• vSphere Web Client を使用した HX データ プラットフォーム インストーラ OVA の展開 （
65 ページ）
• 静的 IP アドレスを使用した HX Data Platform インストーラ OVA の展開 （67 ページ）
• Syslog の設定 （68 ページ）
• HyperFlex クラスタの設定と展開 （69 ページ）
• GPU が搭載された HyperFlex ノードのインストール （83 ページ）
• HX Data Platform インストーラのナビゲーション支援ボタン （84 ページ）
• 警告およびエラー メッセージ （84 ページ）

設置ワークフロー
次のインストール ワークフローは、HX データ プラットフォーム インストーラを使用して標
準クラスタを作成する手順の概要です。

インストール時に従うワークフローは次のとおりです。
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ステップ

説明

1.

VSphere Web Client を使用して vSphere Web Client を使用した
HX Data Platform インストーラ HX データ プラットフォーム
OVA を展開します。
インストーラ OVA の展開 （
65 ページ）
ハイパーバイザ ウィザードの
デフォルトで、新しい VM へ 静的 IP アドレスを使用した
の IP アドレス割り当て用に
HX Data Platform インストーラ
DHCPが設定されている場合、 OVA の展開 （67 ページ）
静的 IP アドレスで 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。

2.

集中型 syslog リポジトリにす Syslog の設定 （68 ページ）
べてのロギング情報を送信す
るように syslog を設定するこ
とをお勧めします。

4.

UCS Manager、vCenter、およ クレデンシャルの入力 （69
びハイパーバイザのクレデン ページ）
シャルを入力します。

5.

サーバ ポートを設定し、
HyperFlex サーバの関連付け （
HyperFlex サーバを関連付けま 71 ページ）
す。

6.

アウトオブバンド CIMC、
UCS Manager の設定 （73 ペー
iSCSi ストレージ、および FC ジ）
ストレージの VLAN、MAC
プール、' hx-ext-mgmt ' IPPool
を設定します。

7.

ハイパーバイザを設定しま
す。
（注）

参考資料

再インストールの場
合、ESXi ネットワー
キングが完了してい
れば、ハイパーバイ
ザの構成をスキップ
できます。

8.

IP アドレスを構成します。

9.

HyperFlex クラスタを設定し、 HyperFlex クラスタの設定 （
展開します。
79 ページ）
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ページ）

IP アドレスの設定 （78 ペー
ジ）
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vSphere Web Client を使用した HX データ プラットフォー
ム インストーラ OVA の展開
HX データ プラットフォーム インストーラ を VMware ワークステーション、VMwareFusion、
または Virtual Box に展開することができます。

（注）

• vCenter に接続して OVA ファイルを展開し、IP アドレス プロパティを指定します。ESXi
ホストから直接展開しても、値を正しく設定することはできません。
• Cisco HX ストレージ クラスタ内のノードとなる ESXi サーバに 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。

ステップ 1 Download%20Software で HX データ プラットフォーム インストーラ OVA を見つけてダウンロードします。
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てください。
Example:
Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v2.5.1d-26363.ova

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、HX データ プ
ラットフォーム インストーラ仮想マシンを作成します。
（注）

仮想ハードウェア バージョン 10.0 以降をサポートする仮想化プラットフォームのバージョンを使
用してください。

vSphere はシステム要件です。vSphere シック クライアント、vSphere シン クライアント、または vSphere
Web クライアントのいずれかを使用できます。HX データ プラットフォーム インストーラ を展開するに
は、VMware Workstation、VMware Fusion、または VirtualBox を使用することもできます。
a)

vSphere、VirtualBox、Workstation、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ます。
• vSphere シック クライアントを使用する—[インベントリ リスト（Inventory list）] > [ホスト
（Host）] > [ファイル（File）] > [OVA を展開（Deploy OVA）] を展開します
• vSphere Web クライアントを使用する—[vCenter インベントリ リスト（vCenter Inventory list）] >
[ホスト（Hosts）] > [ホスト（Host）] > [OVA を展開（Deploy OVA）] を展開します
ステップ 3 HX データ プラットフォーム インストーラ を配置する場所を選択します。デフォルト値を使用し、適切な
ネットワークを選択します。
ステップ 4 HX データ プラットフォーム インストーラ VM で使用するための静的 IP アドレスを入力します。
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• ネットワークで DHCP が設定されている場合でも、静的 IP アドレスが必要です。静的 IP ア
ドレスは、HX データ プラットフォーム インストーラの実行、HX データ プラットフォーム
のインストールし、HX データ プラットフォームストレージ クラスタの作成を行うために必
要とされます。

（注）

• 新しい VM への IP アドレス割り当て用に、ハイパーバイザ ウィザードのデフォルト DHCP
が設定されている場合は、静的 IP アドレスを使用した HX Data Platform インストーラ OVA
の展開 （67 ページ）の手順を実行して、静的 IP アドレスで 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。インストーラ VM から DNS が到達可能である必要
があります。

フィールド

説明

ホスト名

この VM のホスト名。
IP アドレスの逆引きを試みるには空白のままにします。

デフォルト ゲートウェイ

この VM のデフォルト ゲートウェイ アドレス。
DHCP を使用する場合は、空白のままにします。
この VM のドメイン ネーム サーバ（カンマ区切りリスト）。

DNS

DHCP を使用する場合は、空白のままにします。
IP アドレス

このインターフェイスの IP アドレス。
DHCP を使用する場合は、空白のままにします。

ネットマスク

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 を使用する場合は、空白のままにします。

ステップ 5 [次へ（Next）] をクリックします。リストされたオプションが正しいかどうか確認し、[導入後に電源をオ
ンにする（Power on after deployment）] を選択します。
HX データ プラットフォーム インストーラ を手動で電源オンにするには、仮想マシンのリストに移動し、
インストーラ VM の電源をオンにします。
（注）

HX データ プラットフォーム インストーラ 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、ホストのスパイクが発
生する可能性があります。

ステップ 6 [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ちます。
ステップ 7 HX データ プラットフォーム インストーラ 仮想マシン コンソールを開きます。
初期コンソール画面に、HX データ プラットフォーム インストーラ仮想マシンの IP アドレスが表示されま
す。
Data Platform Installer.
*******************************************
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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 8 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。
Example:
http://192.168.10.210

静的 IP アドレスを使用した HX Data Platform インストー
ラ OVA の展開
新しい VM への IP アドレスの割り当て用に、ハイパーバイザ ウィザードのデフォルト DHCP
が設定されている場合は、以下の手順を使用して HX データ プラットフォーム インストーラ
を展開します。

ステップ 1 HX Data Platform 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、VMware
OVF Tool 4.1 以降をインストールします。詳細については、「OVF ツール ドキュメンテーション」を参照
してください。
ステップ 2 VMware OVF がインストールされているノードの「ソフトウェアのダウンロード」から、HX Data Platform
インストーラ OVA を見つけて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 Data Platform 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

このコマンドにより、HX Data Platform インストーラが展開され、HX Data Platform インストーラ VM の電
源が入り、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

インストーラ VM から DNS が到達可能である必要があります。静的 IP アドレスを正常に設定するために
必要なコマンド オプションは以下のとおりです。
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コマンド

説明

powerOn

HX Data Platform インストーラ VM の展開後に電
源を投入します。

X:injectOvfEnv

HX Data Platform インストーラ VM に静的 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 Data Platform インストーラ OVA の送信元アド
レス。
vi://root:password@esx_server

HX データ プラットフォーム インストーラ VM が
インストールされている宛先 ESX サーバ。適切な
ESX サーバのルート ログイン クレデンシャルが
含まれます。

Syslog の設定
集中型 syslog リポジトリにすべてのロギング情報を送信することをお勧めします。

注目

永続ロギングのためには、SD カードから起動する HX220c M4 ノード上とコンピューティング
専用ノード上に syslog が必要です。

ステップ 1 syslog サーバが稼動していること、および ESXi サーバからログを受信するために TCP/UDP ポートが開い
ていることを確認してください。
ステップ 2 ESXi シェルに SSH 接続して、次のコマンドを実行します。
a)
b)
c)
d)

esxcli
esxcli
esxcli
esxcli

system syslog config set --loghost='udp://remote-syslog-server-ip'
system syslog reload
network firewall ruleset set -r syslog -e true
network firewall refresh

ステップ 3 クラスタ内のすべての ESXi ホストに対してステップ 1 ～ 2 を繰り返します。
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ステップ 4 リモート syslog サーバで、指定されたディレクトリにログが受信されているかどうかを確認します。

HyperFlex クラスタの設定と展開
クレデンシャルの入力
[クレデンシャル（Credentials）] ページでは、必要な設定データを JSON ファイルからインポー
トすることも、必須フィールドに手動でデータを入力することもできます。

（注）

HyperFlex クラスタの初回インストールの場合は、シスコの担当者に連絡して工場出荷時のプ
レインストール JSON ファイルを入手してください。
クラスタを作成するには、JSON 設定ファイルから設定データをインポートするために次の操
作を行います。
1.

[ファイルの選択（Select a file）] をクリックし、該当する JSON ファイルを選択して設定
データを読み込みます。[構成を使用（Use Configuration）] を選択します。

2.

インポートされた値が Cisco UCS Manager の値と異なる場合、[インポートされた値を上書
きする（Overwrite Imported Values）]ダイアログボックスが表示されます。[検出された値
を使用（Use Discovered Values）] を選択します。

ステップ 1 Web ブラウザで、HX データ プラットフォーム インストーラ VM の IP アドレスまたはのノード名を入力
します。[承認（Acceot）] または [続行（Continue）] をクリックして SSL 証明書エラーをバイパスします。
Cisco HX Data Platform インストーラ ログインで、ログイン画面の右下隅に示される HX データ プラット
フォーム インストーラ のビルド ID を確認します。
ステップ 2 ログイン ページで、次のクレデンシャルを入力します。
[ユーザ名（Username）]：root
[パスワード（Password）]（デフォルト）：Cisco123
注目

システム出荷時のデフォルト パスワード Cisco123 は、インストール時に変更する必要がありま
す。新しいユーザがパスワードを指定していない限り、インストールを続行できません。

ステップ 3 EULA の内容を読み、[利用規約に同意します（I accept the terms and conditions）] チェックボックスをオン
にして、[ログイン（Login）] をクリックします。
ステップ 4 [ワークフローの選択（Select a Workflow）] ページで、[クラスタの作成（Create Cluster）] ドロップダウン
リストから [標準クラスタ（Standard Cluster）] を選択します。
ステップ 5 [クレデンシャル（Credentials）] ページで、次の設定データを入力します。
UCS Managerクレデンシャル
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フィールド

説明

[UCS Manager のホスト名（UCS Manager Host
Name）] フィールド

UCS Manager の FQDN または IP アドレスを入力し
ます。
たとえば、 10.193.211.120 とします。

[UCS Manager のユーザ名（UCS Manager User
Name）] フィールド

管理者ユーザ名を入力します。

[パスワード（Password）] フィールド

管理者パスワードを入力します。

vCenterクレデンシャル
フィールド

説明

[vCenter Server] フィールド

vCenter Server の FQDN または IP アドレスを入力し
ます。
たとえば、 10.193.211.120 とします。
（注）

• VCenter Server が準備されていなけれ
ば、クラスタは動作可能になりませ
ん。
• vCenter のアドレスとクレデンシャル
には、vCenter に対するルート レベル
の管理者権限が必要です。
• ネストされた vCenter を構築する場
合、vCenter Server の入力はオプショ
ンです。詳細については、Nested
vCenter TechNoteを参照してください。

[ユーザ名（User Name）] フィールド

管理者ユーザ名を入力します。
たとえば、administrator@vsphere.local とします。

[Admin Password] フィールド

管理者パスワードを入力します。

ハイパーバイザのクレデンシャル
フィールド

説明

[管理社ユーザ名（Admin User Name）] フィールド

管理者ユーザ名を入力します。
工場出荷時のノードでのユーザ名は root です。
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フィールド

説明

[New Password] フィールド

重要

ハイパーバイザの工場出荷時パスワードを
変更する必要があります。

次のガイドラインを使用してハイパーバイザの新し
いパスワードを作成します。
• 長さは 6 ～ 80 字である必要があります。
• 1 個の大文字、1 個の小文字、1 個の数字、1 個
の特殊文字が必要です。
• パスワードが大文字で始まる場合、2 個の大文
字が必要です。
• パスワードが数字で終わる場合は、2 つの数字
が必要です。
[Confirm New Password] フィールド

ハイパーバイザ用の新しいパスワードを再入力しま
す。

ステップ 6 [続行（Continue）] をクリックして、HyperFlex サーバの関連付けを開始します。HyperFlex サーバの関連付
け （71 ページ）を参照してください。

HyperFlex サーバの関連付け
[サーバの選択（Server Selection）] ページで、右側にある [構成（Configuration）] ペインの [ク
レデンシャル（Credentials）] に、使用されているクレデンシャルの詳細なリストが表示されま
す。[サーバの選択（Server Selection）]] ページの [関連付けなし（Unassociated）] タブには関
連付けられていない HX サーバのリストが表示され、[関連付け済み（Associated）] タブには検
出されたサーバのリストが表示されます。
フィールド

説明

[ロケータ LED（Locator LED）] 列

サーバーの検索をオンにします。

[サーバ（Server）] 列

サーバに割り当てられた名前。

[Status] 列

• アクセス不可—

[Model] 列

サーバのモデルを表示します。

[Serial] 列

サーバのシリアル番号を表示します。
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フィールド
[Assoc State] 列

説明
• 関連
• 関連付けなし

[サーバ プロファイル（Service Profile）] 列

[アクション（Actions）] 列

サーバに割り当てられているサービスプロファ
イル。
• [（KVM コンソールの起動Launch KVM
Console）]: HX データ プラットフォーム
インストーラ から直接 KVM コンソール
を起動するには、このオプションを選択
します。
• [サーバの関連付け解除（Disassociate
Server）]: サーバからサービス プロファイ
ルを削除するには、このオプションを選
択します。

始める前に
[クレデンシャル（Credentials）] ページで UCS Manager、vCenter、およびハイパーバイザのク
レデンシャルの入力が完了したことを確認します。クレデンシャルの入力 （69 ページ）を参
照してください。

ステップ 1 [サーバ ポートの構成（Configure Server Ports）] をクリックして新しい HX ノードを検出します。[サーバ
ポートの構成（Configure Server Ports）] ダイアログボックスに、サーバ ポートとして構成されているすべ
てのポートが一覧表示されます。[構成（Configure）] をクリックします。
（注）

通常は、構成の開始前から Cisco UCS Manager でサーバ ポートが構成されています。

ステップ 2 [関連付けなし（Unassociated）] タブで、HyperFlex クラスタに含めるサーバを選択します。
HX サーバがこのリストに表示されていない場合は、Cisco UCS Manager を調べて、HX サーバが検出され
ていることを確認します。
（注）

関連付けられていないサーバがない場合は、次のエラー メッセージが表示されます。
No unassociated servers found. Login to UCS Manager and ensure server ports are enabled.

ステップ 3 [続行（Continue）] をクリックして、UCS Manager の構成を続けます。UCS Manager の設定 （73 ページ）
を参照してください。
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UCS Manager の設定
[UCSM 構成（UCSM Configuration）] ページでは、アウトオブバンド CIMC、iSCSi ストレー
ジ、および FC ストレージの VLAN、MAC プール、「hx-ext-mgmt」IP プールを構成できます。
始める前に
HyperFlex クラスタにサーバを関連付けます。HyperFlex サーバの関連付け （71 ページ）を参
照してください。

ステップ 1 VLAN 設定] セクションで、次のフィールドに入力します。
（注）

次のネットワークのそれぞれに、別個のサブネットと VLAN を使用します。

フィールド

説明

ハイパーバイザとHyperFlex管理用のVLAN
[VLAN 名（VLAN Name）] フィールド

hx-inband-mgmt

[VLAN ID] フィールド

デフォルト：3091

HyperFlexストレージトラフィック用のVLAN
[VLAN 名（VLAN Name）] フィールド

hx-storage-data

[VLAN ID] フィールド

デフォルト: 3092

VM vMotion用のVLAN
[VLAN 名（VLAN Name）] フィールド

hx-vmotion

[VLAN ID] フィールド

デフォルト: 3093

VMネットワーク用のVLAN
[VLAN名（VLAN Name）] フィールド

vm-network

[VLAN ID（VLAN ID(s)）] フィールド

デフォルト: 3094
ゲスト VLAN のカンマ区切りリスト。

ステップ 2 [MAC プール（MAC Pool）] セクションの [MAC プールのプレフィックス（MAC Pool Prefix）] で、追加の
2 つの 16 進文字（0 ～ F）を指定して MAC プールのプレフィックスを構成します。
（注）

すべての UCS ドメインにわたり、他の MAC アドレス プールで使用とされていないプレフィック
スを選択します。

Example:
00:25:B5:A0.

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
73

Cisco HyperFlex System の設定
UCS Manager の設定

ステップ 3 [アウトオブバンド CIMC の hx-ext-mgmt’ IP プール（'hx-ext-mgmt' IP Pool for Out-of-Band CIMC）] セクショ
ンで、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[IP ブロック（IP Blocks）] フィールド

HyperFlex ノードに指定されている IP アドレスの範
囲。ゲスト VALN の場合、IP アドレスの値をカンマ
で区切ったリストにできます。
たとえば、 10.193.211.124-127, 10.193.211.158-163 と
します。

[サブネットマスク（Subnet Mask）] フィールド

IP アドレスを制限および制御するために、サブネッ
トを適切なレベルに設定します。
たとえば、 255.255.0.0 とします。

[ゲートウェイ（Gateway）]フィールド

IP アドレスを入力します。
たとえば、 10.193.0.1 とします。

ステップ 4 外部ストレージを追加する場合は、[iSCSI ストレージ（iSCSI Storage）] の次のフィールドに値を入力して
構成します。
フィールド

説明

[iSCSI ストレージの有効化（Enable iSCSI Storage）] iSCSI ストレージを構成する場合、このチェックボッ
チェックボックス
クスをオンにします。
[VLAN A 名（VLAN A Name）] フィールド

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
で、iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の名前。

[VLAN A ID] フィールド

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
で、iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の ID。

[VLAN B 名（VLAN B Name）] フィールド

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）で、
iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の名前。

[VLAN B ID] フィールド

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）で、
iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の ID。

ステップ 5 外部ストレージを追加する場合は、[FC ストレージ（FC Storage）] の次のフィールドに値を入力して構成
します。
フィールド

説明

[FC ストレージの有効化（Enable FC Storage）] チェッ FC ストレージを有効にする場合、このチェックボッ
クボックス
クスをオンにします。
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フィールド

説明

[WWxN プール（WWxN Pool）] フィールド

WW ノード名と WW ポート名の両方を含む WWN
プール。それぞれのファブリック インターコネクト
に対し、WWPN および WWNN 用の WWxN プール
が作成されます。

[VSAN A 名（VSAN A Name）] フィールド

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
の VSAN の名前。
デフォルト：hx-ext-storage-fc-a。

[VSAN A ID] フィールド

プライマリ ファブリック インターコネクト（FI-A）
のネットワークに割り当てられた一意の ID。
注意

[VSAN B 名（VSAN B Name）] フィールド

UCS または HyperFlex システムで現在使用
されている VSAN ID を入力しないでくだ
さい。UCS ゾーン分割を使用するインス
トーラに既存の VSAN ID を入力すると、
その VSAN ID の既存の環境でゾーン分割
が無効になります。

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）の
VSAN の名前。
デフォルト：hx-ext-storage-fc-b。

[VSAN B ID] フィールド

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）の
ネットワークに割り当てられた一意の ID。
注意

UCS または HyperFlex システムで現在使用
されている VSAN ID を入力しないでくだ
さい。UCS ゾーン分割を使用するインス
トーラに既存の VSAN ID を入力すると、
その VSAN ID の既存の環境でゾーン分割
が無効になります。

ステップ 6 [詳細設定（Advanced）] セクションで、次の操作を行います。
フィールド

説明

[UCS サーバ ファームウェア バージョン（UCS Server ドロップダウン リストから、HX サーバと関連付け
Firmware Version）] ドロップダウン リスト
る UCS サーバ ファームウェア バージョンを選択し
ます。UCS ファームウェア バージョンは、UCSM
バージョンと一致する必要があります。詳細につい
ては、最新の『Cisco HX Data Platform Release Notes』
を参照してください。
たとえば、 3.2(1d) とします。
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フィールド

説明

[HyperFlex クラスタ名（HyperFlex Cluster Name）]
フィールド

ユーザ定義の名前を指定します。HyperFlex クラス
タ名は、特定のクラスタ内の HX サーバ グループに
適用されます。HyperFlex クラスタ名によりサーバ
プロファイルにラベルが追加され、クラスタを識別
しやすくなります。

[組織名（Org Name）] フィールド

HyperFlex 環境を UCS ドメインの残りの部分から確
実に分離できるような一意の組織名 を指定します。

ステップ 7 [続行（Continue）] をクリックして、ハイパー倍だの構成を続けます。ハイパーバイザの構成 （76 ペー
ジ）を参照してください。

ハイパーバイザの構成
（注）

[ハイパーバイザの構成（Hypervisor Configuration）] ページの [構成（Configuration）] ペイン
で、VLAN、MAC プル、IP アドレス プールの情報を確認します。これらの VLAN ID は、環
境によって変更されている可能性があります。デフォルトでは、HX データ プラットフォーム
インストーラ は VLAN を非ネイティブとして設定します。トランク構成を適切に適用するこ
とで、非ネイティブ VLAN に対応するアップストリーム スイッチを構成する必要があります。

注目

再インストールの場合、ESXi ネットワー キングが完了していれば、ハイパーバイザの構成を
スキップできます。

始める前に
アウトオブバンド CIMC の VLAN、MAC プール、「hx-ext-mgmt」IP プールを構成します。外
部ストレージを追加する場合は、iSCSI ストレージと FC ストレージを構成します。UCS サー
バのファームウェア バージョンを選択し、HyperFlex クラスタの名前を割り当てます。UCS
Manager の設定 （73 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [共通ハイパーバイザ設定の構成（Configure Common Hypervisor Settings）] セクションで、次のフィールド
に値を入力します。
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フィールド

説明

[サブネットマスク（Subnet Mask）] フィールド

IP アドレスを制限および制御するために、サブネッ
トを適切なレベルに設定します。
たとえば、 255.255.0.0 とします。

[ゲートウェイ（Gateway）]フィールド

ゲートウェイの IP アドレス。
たとえば、 10.193.0.1 とします。

[DNSサーバ（DNS Server）] フィールド

DNS サーバの IP アドレス。
（注）

• DNS サーバを使用しない場合、HX
データ プラットフォーム インストー
ラ の [クラスタ構成（Cluster
Configuration）]クラスタの設定ページ
では、いずれのフィールドにもホスト
名を入力しないでください 。すべて
の ESXi ホストにスタティック IP アド
レスとホスト名のみを使用します。
• 複数の DNS サーバを指定する場合、
両方の DNS サーバがカンマで区切っ
て正確に入力されるよう十分に注意し
てください。

ステップ 2 [ハイパーバイザ設定（Hypervisor Settings）] セクションで、[IP アドレスとホスト名を順番に選択（Make
IP Addresses and Hostnames Sequential）] を選択し、IP アドレスが連続するようにします。次のフィールド
に入力します。
（注）

ドラッグ アンド ドロップ操作を使用してサーバの順番を並び替えることができます。

フィールド

説明

[Name] 列

サーバに割り当てられた名前。

[ロケータ LED（Locator LED）] 列

サーバーの検索をオンにします。

[Serial] 列

サーバのシリアル番号を表示します。

[スタティック IP アドレス（Static IP Address）] 列

すべての ESXi ホストのスタティック IP アドレスと
ホスト名を入力します。

[ホスト名（Hostname）] 列

ホスト名フィールドを空のままにしないでくださ
い。
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ステップ 3 [続行（Continue）] をクリックして、IP アドレスの構成を続けます。IP アドレスの設定 （78 ページ）を参
照してください。

IP アドレスの設定
始める前に
[ハイパーバイザ設定（Hypervisor Configuration）] ページでハイパーバイザの設定が完了して
いることを確認します。ハイパーバイザの構成 （76 ページ）を参照してください。

ステップ 1 [IP アドレス（IP Addresses）] ページで、[IP アドレスを連続させる（Make IP Addresses Sequential）] を選択
し、IP アドレスが連続するようにします。
ステップ 2 ハイパーバイザ、ストレージ コントローラ（管理）とハイパーバイザ、ストレージ コントローラ（デー
タ）列の最初の行に IP アドレスを入力すると、HX データ プラットフォーム インストーラ により、残り
のノードのノード情報が増分されて自動入力されます。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、[追加（Add）] ボタンを使用して、アドレス情報を指定します。
（注）

コンピューティング専用ノードは、ストレージ クラスタを作成してからでないと追加できませ
ん。

各 HX ノードについて、ハイパーバイザ、ストレージ コントローラ、管理、データ IP アドレスを入力しま
す。IP アドレスには、ネットワークがデータ ネットワークと管理ネットワークのどちらに属しているかを
指定します。
フィールド

説明

[管理ハイパーバイザ（Management Hypervisor）]
フィールド

ESXi ホストとストレージ コントローラ間のハイパー
バイザ管理ネットワーク接続を処理するスタティッ
ク IP アドレスを入力します。

[管理ストレージ コントローラ（Management Storage ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
Controller）] フィールド
タ間のストレージ コントローラ VM 管理ネットワー
ク接続を処理するスタティック IP アドレスを入力し
ます。
[データ ハイパーバイザ（Data Hypervisor）] フィー ESXi ホストとストレージ コントローラ間のハイパー
ルド
バイザ データ ネットワーク接続を処理するスタ
ティック IP アドレスを入力します。
[データ ストレージ コントローラ（Data Storage
Controller）] フィールド

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タ間のストレージ コントローラ VM データ ネット
ワーク接続を処理するスタティック IP アドレスを入
力します。
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ステップ 3 ここで指定する 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。ノードが使用でき
なくなった場合は、該当する 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
ノードには、これらの IP アドレスを受け入れるように構成されたポートが必要です。
次の IP アドレスを指定します。
フィールド

説明

[管理クラスタ データの IP アドレス（Management
Cluster Data IP Address）] フィールド

HX Data Platform ストレージ クラスタの管理ネット
ワークの IP アドレスを入力します。

[データ クラスタ データ IP アドレス（Data Cluster
Data IP Address）] フィールド

HX Data Platform ストレージ クラスタのデータ ネッ
トワークの IP アドレスを入力します。

[管理サブネット マスク（Management Subnet Mask）] VLAN と vSwitch のサブネット情報を入力します。
フィールド
管理ネットワークの値を入力します。たとえば、
255.255.255.0 と入力します。
[データ サブネット マスク（Data Subnet Mask）]
フィールド

データ ネットワークのネットワークの値を入力しま
す。たとえば、255.255.255.0 と入力します。

[管理ゲートウェイ（Management Gateway）] フィー 管理ネットワークのネットワークの値を入力しま
ルド
す。たとえば、 10.193.0.1 とします。
[データ ゲートウェイ（Data Gateway）] フィールド データ ネットワークのネットワークの値を入力しま
す。たとえば、 10.193.0.1 とします。
ステップ 4 [続行] をクリックして HyperFlex クラスタを設定します。HyperFlex クラスタの設定 （79 ページ）を参照
してください。

HyperFlex クラスタの設定
[クラスタ構成（Cluster Configuration）] ページで、Cisco HX ストレージ クラスタに関する以下
のフィールドに値を入力し、HyperFlex クラスタの導入を開始します。
始める前に
[IP アドレス（IP Addresses）] ページで IP アドレスの構成が完了していることを確認します。
IP アドレスの設定 （78 ページ）を参照してください。
ステップ 1 [Cisco HX クラスタ（Cisco HX Cluster）]] セクションで、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[クラスタ名（Cluster Name）] フィールド

HX Data Platform ストレージ クラスタの名前を指定
します。
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フィールド

説明

[レプリケーションファクタ（Replication Factor）]ド ストレージ クラスタ全体でのデータの冗長レプリカ
ロップダウン リスト
の数を指定します。レプリケーション ファクタを冗
長レプリカ数 2 または 3 として設定します。
• ハイブリッド サーバ（SSD と HDD を含むサー
バ）の場合、デフォルト値は 3 です。
• フラッシュ サーバ（SSD のみが含まれるサー
バ）の場合、2 または 3 を選択します。
• 稼働ワークロードには 3 を推奨します。
ステップ 2 [コントローラ VM（Controller VM）] セクションで、HyperFlex クラスタの管理者ユーザの新しいパスワー
ドを作成します。
コントローラ VM には、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。VM は、コンバージ
ド ノードとコンピューティング専用ノードのすべてにインストールされます。
• コントローラ VM またはコントローラ VM のデータストアの名前を変更することはできませ
ん。

重要

• すべてのコントローラ VM に同じパスワードを使用します。異なるパスワードの使用はサポー
トされていません。
• 1 つの大文字、1 つの小文字、1 つの数字、1 つの特殊文字が含まれる、10 文字以上の複雑な
パスワードを入力します。
• コントローラ VM と、作成される HX クラスタには、ユーザ定義のパスワードを指定できま
す。パスワードに使用できる文字と形式に関する制限事項については、『Cisco HX Data Platform
Management Guide』のセクション「Guidelines for HX Data Platform Special Characters」を参照
してください。
ステップ 3 [vCenter の設定（vCenter Configuration）] セクションで、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[vCenter Datacenter Name] フィールド

Cisco HyperFlex クラスタの vCenter データセンター
の名前を入力します。

[vCenter クラスタ名（vCenter Cluster Name）] フィー vCenter クラスタ名を入力します。
ルド
ステップ 4 [システム サービス（System Services）]] セクションで、次のフィールドに値を入力します。
[DNSサーバ（DNS Server）] フィールド

各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。
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[NTP サーバ（NTP Server(s)）] フィールド

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。
（注）

すべてのホストが同じ NTP サーバを使用
して、ストレージ コントローラ VM と
ESXi ホストで実行されているサービスの
間でクロックを同期する必要があります。

[DNSドメイン名（DNS Domain Name）] フィールド DNS FQDN または IP アドレス。
[タイムゾーン] ドロップダウン リスト

コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。この
タイム ゾーンに基づいて、スケジュールされたス
ナップショットを取るタイミングが決定されます。
スケジュールされたネイティブ スナップショット
アクションは、この設定に基づきます。

ステップ 5 [コネクテッド サービス (Connected Services)] セクションで、[コネクテッド サービスを有効にする (Enable
Connected Services)] を選択して、自動サポート (Auto Support) および Starship Management を有効にします。
フィールド

説明

[コネクテッド サービスの有効化（推奨）（Enable 自動サポート (Auto Support) および Starship
Connected Services (Recommended)）] チェックボック Management を有効にします。HX Connect にログオ
ス
ンしてこれらのサービスを構成するか、または [オ
ン（on）] または [オフ（Off）] を選択的に切り替え
ます。
[サービス チケット通知の送信先（Send service ticket 自動サポートによってトリガーされたときに SR 通
Notifications to）] フィールド
知が送信される電子メール アドレス。
ステップ 6 [詳細設定（Advanced）] セクションで、次の操作を行います。
フィールド

説明

ジャンボ フレーム

ホスト vSwitches と vNIC、および各ストレージ コン
トローラ VM 上のストレージ データ ネットワーク
[ジャンボ フレームを有効化（Enable Jumbo Frames）]
のMTUサイズを設定する場合は、このチェックボッ
チェックボックス
クスをオンにします。
デフォルト値は 9000 です。
（注）

MTU サイズを 9000 以外の値に設定するに
は、Cisco TAC にご連絡ください。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
81

Cisco HyperFlex System の設定
HyperFlex クラスタの設定

フィールド

説明

ディスク パーティション

ストレージ クラスタに追加されたすべてのノードか
ら既存のデータとパーティションをすべて削除して
[ディスクパーティションのクリーンアップ（Clean
手動でサーバを準備する場合は、このチェックボッ
up Disk Partitions）] チェックボックス
クスをオンにします。既存のデータやパーティショ
ンを削除するには、このオプションを選択します。
保持する必要があるデータはすべてバックアップす
る必要があります。
注目

工場で準備されたシステムの場合は、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。

仮想デスクトップ(VDI)

VDI 専用環境をチェックします。

チェックボックス

（注）

ストレージ クラスタの作成後に VDI 設定
を変更するには、クラスタをシャットダウ
ンするかリソースを移動した上で変更を
行った後、クラスタを再起動します。

(オプション) [vCenter Server のシングル サインオン この情報は、SSO URL に到達できない場合にのみ必
(vCenter Single-Sign-On Server)] フィールド
要です。
（注）

Cisco TAC からの指示がある場合以外はこ
のフィールドを使用しないでください。
[vCenter Server] > [管理（Manage）] > [詳
細設定（Advanced Settings）] > [key
config.vpxd.sso.sts.uri] にナビゲートして、
vCenter で SSO URL を見つけることができ
ます。

ステップ 7 [開始（Start）] をクリックして、HyperFlexクラスタの展開を開始します。[進捗状況（Progress）] ページに
は、さまざまな設定タスクの進捗状況が表示されます。
注意

確認に関する警告を無視しないでください。
詳細については、「警告」セクションを参照してください。

次のタスク
• 検証エラーによっては、パラメータの再入力が必要になることがあります（たとえば、無
効な ESXi パスワード、誤った NTPサーバ、不良 SSO サーバなどの誤った入力が原因のエ
ラー）。[値の再入力（Re-enter Values）] をクリックして [クラスタ構成（Cluster
Configuration）] ページに戻り、問題を解決します。
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• これが完了すると、HyperFlex サーバがインストールされ、構成されます。正常にデプロ
イされたクラスタのステータスは、[オンライン（Online）] および [正常（Healthy）] とし
て示されます。
• [HyperFlex Connect の起動 （Launch HyperFlex Connect）] をクリックし、データストアを
作成してクラスタを管理します。

GPU が搭載された HyperFlex ノードのインストール
GPU が搭載された HyperFlex ノードをインストールする際は、特定の BIOS ポリシーを変更す
る必要があります。サポートされているすべての GPU カードで、4 GB 以上のメモリ マップド
I/O（MMIO）を許可する BIOS 設定を有効にする必要があります。詳細については、「サポー
トされているすべての GPU に関する要件」を参照してください。
HyperFlex クラスタ作成後の GPU のインストール
クラスタの作成後に GPU をインストールする場合は、サーバに関連付けられたサービス プロ
ファイルを変更して、BIOS ポリシー設定を有効にする必要があります。
「Cisco UCS Manager で制御されるサーバ」の記述に従って、BIOS 設定を有効にします。ス
テップ 3 で指定したように、4 GB を超えるメモリ マップド I/O を [有効（Enabled）] に設定し
ます。
HyperFlex クラスタ作成前の GPU のインストール
クラスタの作成前に GPU カードをインストールする場合は、クラスタの作成中に、[高度な
ワークフロー（Advanced workflow）] を選択します。
1.

HX データ プラットフォーム インストーラ ページで、[私は自分のやっていることがわかっ
ているので、ワークフローをカスタマイズできるようにしてください（I know what I'm
doing, let me customize my workflow）] を選択します。

2.

[UCS マネージャ設定の実行（Run UCS Manager Configuration）] をクリックし、[続行
（Continue）] をクリックします。
これにより、HyperFlex ノードに必要なサービス プロファイルが作成されます。

3.

「Cisco UCS Manager で制御されるサーバ」の記述に従って、BIOS 設定を有効にします。
ステップ 3 で指定したように、4 GB を超えるメモリ マップド I/O を [有効（Enabled）] に
設定します。

4.

HX データ プラットフォーム インストーラ ページの [高度なワークフロー（Advanced
workflow）] に戻って、[ESX 設定の実行（Run ESX Configuration）]、[HX ソフトウェアの
展開（Deploy HX Software）]、および [HX クラスタの作成（Create HX Cluster）] に進み、
クラスタの作成を完了します。
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HX Data Platform インストーラのナビゲーション支援ボタ
ン
• エクスポート設定（Export Configuration）：JSON 設定ファイルをダウンロードするに
は、下矢印アイコンをクリックします。
• ワークフロー情報（Workflow Info）：現在のワークフローを表示するには、情報アイコ
ンの上にカーソルを移動します。HyperFlex クラスタの作成に関するワークフロー情報は
[ワークフローの作成 = Esx（Create Workflow = Esx）] です。
• テクニカル サポート（Tech Support）：HyperFlex Data Platform ソフトウェアのバージョ
ンに関連する詳細を表示するには、疑問符アイコンをクリックします。Cisco TAC 用にテ
クニカル サポート バンドルを作成するには、[新しいバンドルの作成（Create New Bundle）]
をクリックします。
• 変更の保存（Save Changes）：HyperFlex クラスタの設定パラメータの変更内容を保存す
るには、円アイコンをクリックします。
• 設定（Settings）：もう一度やり直すか、またはログアウトするには、歯車アイコンをク
リックします。

警告およびエラー メッセージ
• UCSM の設定とハイパーバイザの設定は正常に完了したものの、導入またはクラスタ作成
は失敗した：[設定アイコン（Settings Icon）] > [初めからやり直す（Start Over）] をクリッ
クします。[操作内容を理解しているのでワークフローをカスタマイズします（I know what
I'm doing, let me customize my workflow）] を選択すると、障害が発生した時点からクラス
タの設定を開始できます。
• 値の再入力のために戻ると、IP アドレス画面が空白になっている：IP アドレスを手動で
追加します。 [サーバの追加（Add Server）] をクリックし、クラスタに含めるサーバをそ
れぞれ追加して、すべての IP アドレスをこのページで再入力します。
• インストーラ VM で DNS が正しく設定されていない（SSO エラー）ときに、サーバ到達
可能性の問題が見られる：[SSO] フィールドを手動で編集して FQDN の代わりに IP アド
レスを使用するか、DNS 設定をトラブルシューティングして修正します。
• 別のクラスタを作成するときに、Cisco HyperFlexバージョンに一致する Cisco UCS Manager
バージョンが選択されていることを確認してください。一致するバージョンが選択されて
いない場合は、正しいバージョンを手動で入力します。
現在の互換性マトリックスについては、『Release Notes for Cisco HX Data Platform』のソフ
トウェア バージョンの表を参照してください。
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HyperFlex Data Platform を使用したスマー
ト ライセンスの設定
• スマート ライセンスと HyperFlex （85 ページ）
• スマート ライセンスにクラスタを登録する （89 ページ）
• スマート ライセンス承認の更新 （92 ページ）
• スマート ライセンスからクラスタを登録解除する （92 ページ）

スマート ライセンスと HyperFlex
概要
シスコ スマート ソフトウェア ライセンシング（スマート ライセンシング）は、組織全体での
ライセンスの調達、展開、管理など、時間のかかる手動ライセンシング作業を自動化する新し
いインテリジェントなソフトウェア ライセンス管理ソリューションです。ライセンスの所有権
と使用状況が可視化されるので、何を所有し、どのくらい使用しているかを把握できます。
スマート ライセンシングは、企業全体のライセンス プーリングを導入します。サーバ ベース
のライセンスやスマート ライセンスは、デバイスにノードロックされないので、企業が所有す
る互換性のあるデバイスでこれらを使用できます。仮想アカウントを使用して、会社のライセ
ンスと製品インスタンスを論理エンティティ（事業単位、製品タイプ、IT グループなど）に体
系化すると、仮想アカウント間でデバイスとライセンスを簡単に移転できるようになります。
スマート ライセンシング機能は Cisco HyperFlex に統合されており、HX ストレージ クラスタ
を作成するとすぐに自動的に有効になります。HX ストレージ クラスタでライセンス消費の報
告を開始するには、Cisco スマート アカウントを介して Cisco Smart Software Manager（SSM）
に登録する必要があります。スマート アカウントは、会社全体のシスコ ソフトウェア ライセ
ンスと製品インスタンスに関する完全な可視性とアクセス制御を提供するクラウド ベースのリ
ポジトリです。登録は、1 年間有効です。
登録すると、HyperFlexがスマート アカウントで識別され、ライセンス使用状況が Cisco Smart
Software Manager または Smart Software Manager サテライトに報告されるようになります。登録
後、HyperFlexはライセンス使用状況と現在のライセンス ステータスを Cisco Smart Software
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Manager または Smart Software Manager サテライトに報告します。詳細については、次の「ラ
イセンス ステータス」のセクションを参照してください。
HX ストレージ クラスタを登録した後、Cisco Smart Software Manager または Smart Software
Manager サテライトに対して HyperFlex を特定するために使われる証明書が通信メッセージに
署名します。HyperFlex は次の要求を自動的に送信します。
• 6 か月ごとの登録更新要求。自動登録更新が発生しない場合は、stcli
コマンドを使用して手動で更新してください。

license renew id

• スマート ライセンシングでは、30 日ごとの承認更新要求が必要とされます。自動承認更
新が発生しない場合は、stcli license renew auth コマンドを使用して手動で更新してく
ださい。スマート ライセンシング承認を手動で更新する必要があるのは、更新しようとし
たときに接続が使用不可である場合、または更新時刻が接続ウィンドウの範囲外である場
合のみです。
• さらに、ライセンスの使用状況が変化するたびに、承認更新要求が Cisco Smart Software
Manager または Smart Software Manager サテライトに送信されます。この承認は、90 日間
有効です。90 日間承認を更新するよう HyperFlex が Cisco Smart Software Manager または
Smart Software Manager サテライトに連絡しない場合は、HyperFlexによって消費されたラ
イセンスが回収され、プールに戻されます。
ライセンスステータス
登録ステータ
ス

説明

ステータスの検証

評価モード

スマート ライセンシングは有
効になっていますが、HX ス
トレージ クラスタが Cisco
Smart Software Manager または
Smart Software Manager サテラ
イトに登録されておらず、90
日間の評価期間内です。

ステータスを検証する 特性や機能には影響あ
か、または評価期間の りません。
残り時間を確認するに
は、#stcli license
show all を実行しま
す。

評価期限切れ

Result:
Mode = Eval &
Remaining
period(Number of
Days:Hours:Minutes)

スマート ライセンシングは有 ステータスを検証する 特性や機能には影響あ
効になっていますが、HX ス には、#stcli license りません。
トレージ クラスタが Cisco
show all を実行しま
• Syslog メッセージ
Smart Software Manager または す。
を生成します。
Smart Software Manager サテラ Result:
• HX Connect UI で
イトに登録されていません。 Mode = Evaluation
Expired
評価期限切れア
ライセンスは初期未確認状態
ラームを生成しま
です。コンプライアンス違反
す。
とは見なされません。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
86

システム機能

HyperFlex Data Platform を使用したスマート ライセンスの設定
スマート ライセンスと HyperFlex

登録ステータ
ス

説明

ステータスの検証

システム機能

適合

スマート ライセンシングが有 —
効で、HX ストレージ クラス
タが Cisco Smart Software
Manager または Smart Software
Manager サテライトに登録さ
れています。所有している数
よりも少ないライセンスを消
費しています。

コンプライア
ンス違反

所有している数よりも多いラ ステータスを検証する 特性や機能には影響あ
イセンスを消費しています。 には、#stcli license りません。
show all を実行しま
重要
デバイスがコンプラ
• Syslog メッセージ
す。
イアンス違反の場合
を生成します。
に、シスコがお客様 Result:
Mode = Out of
• クラスタ レベル
のネットワークに干 Compliance
の HX Connect UI
渉したり、シャット
でコンプライアン
ダウンしたりするこ
ス違反アラームを
とはありません。
生成します。

—

• 初期登録時のコンプライ
アンス違反状態—スマー
ト ライセンスが有効に
なっていて、HXストレー
ジ クラスタが Cisco Smart
Software Manager または
Smart Software Manager サ
テライトに登録されてい
ますが、最初の登録後に
十分な数のライセンスが
ありません。
• 初期登録後のコンプライ
アンス違反状態 —スマー
ト ライセンスが有効で、
HX ストレージ クラスタ
が Cisco Smart Software
Manager または Smart
Software Manager サテライ
トに登録されています
が、もはや十分な数のラ
イセンスがありません。
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登録ステータ
ス

説明

ステータスの検証

認証が期限切
れ

スマート ライセンシングが有 ステータスを検証する 特性や機能には影響あ
効で、HX ストレージ クラス には、#stcli license りません。
タが Cisco Smart Software
show status を実行し
• Syslog メッセージ
Manager または Smart Software ます。
を生成します。
Manager サテライトに登録さ Result:
• HX Connect 上で
れていますが、90 日間を超え Mode = Authorization
Expired
イベントやアラー
て Cisco Smart Software
ムは発生しませ
Manager または Smart Software
ん。
Manager サテライトと通信し
ていません。
• Cisco Smart
Software Manager
ポータルに、フラ
グと通知が表示さ
れます。

エクスポート
制御フラグが
「不可」に設
定された

スマート ライセンシングが有 —
効で、HX ストレージ クラス
タが Cisco Smart Software
Manager または Smart Software
Manager サテライトに登録さ
れていますが、エクスポート
制御を使用するように登録で
きません。
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動作は、Cisco Smart
Software Manager サー
バによってほとんど制
御されます。
（注）

このステー
タスは、HX
ストレージ
クラスタに
制限付き機
能が含まれ
ている場合
にのみ該当
します。
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登録ステータ
ス

説明

ID 証明書が期 スマート ライセンシングが有
限切れ
効で、HX ストレージ クラス
タが Cisco Smart Software
Manager または Smart Software
Manager サテライトに登録さ
れていますが、6 か月を超え
て ID 証明書が更新されていま
せん。ライセンスは後続未確
認状態で、コンプライアンス
違反と見なされます。

ステータスの検証

ステータスを検証する
には、#stcli license
show status を実行し
ます。

システム機能

• Syslog メッセージ
を生成します。

Result:
Mode: ID Certificate
Expired

• HX Connect 上で
イベントやアラー
ムは発生しませ
ん。

すべての条件をクリア
してコンプライアンス
ステータスに戻すに
は、次のコマンドを実
行します。

• Cisco Smart
Software Manager
ポータルに、フラ
グと通知が表示さ
れます。

#stcli license renew
<auth>/<id>

スマート ライセンスと Smart Software Manager サテライト
インターネット接続を使ってインストール済みベースを管理しないことをご希望の場合（また
はそれが許可されない場合）は、Smart Software Manager サテライトをオンプレミスでインス
トールし、Cisco Smart Software Manager のサブセットを使用してライセンスをローカルで管理
できます。Smart Software Manager サテライトをダウンロードします。Smart Software Manager
サテライトを Hyperflex 用に設定するには、HX データ プラットフォームCLI から次のコマン
ドを実行します。
stcli services sch set --portal-url
http://<satellite-host>/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler --email
<user-email-address>

Smart Software Manager サテライトが Cisco Smart Software Manager に登録されて稼働するよう
になったら、30 日ごとに Cisco Smart Software Manager と同期する必要があります。同期する
には次の 2 つのオプションがあります。
• ネットワーク接続時に行うオンデマンドまたはスケジュール済み同期。
• 手動による同期。ライセンス ファイルをダウンロードした後、アップロードします。

スマート ライセンスにクラスタを登録する
スマート ライセンスは自動的に HX ストレージ クラスタに組み込まれ、デフォルトで有効に
なります。スマート ライセンスをインストールする必要はありません。HX ストレージ クラス
タはスマート ライセンスに登録されず、90 日間の評価モードに入ります。90 日以内に、HX
ストレージ クラスタを登録して機能をすべて使用できるようにする必要があります。
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注目

HyperFlex クラスタを Smart Software Manager サテライトに登録する前に、プロキシが設定され
ていないことを確認します。プロキシが設定されている場合は、クラスタを Smart Software
Manager サテライトに登録する前にプロキシを削除してください。
始める前に
• HX ストレージ クラスタが HyperFlex データ プラットフォーム 2.5（1a）以降を実行して
いることを確認します。
• スマート ライセンスの使用を開始する前に、Cisco スマート アカウントを持っている必要
があります。ご注文時にスマート アカウントを作成（または選択）するか、ご注文時以外
のときにスマート アカウントを作成して新規または既存のライセンスを追加していくこと
ができます。
スマート アカウントを作成するには、[Cisco Software Central] > [スマート アカウントの
申請（Request a Smart Account）]
（https://webapps.cisco.com/software/company/smartaccounts/home?route=module/accountcreation）
を参照してください。

ステップ 1 コントローラ VM にログインします。
ステップ 2 HX ストレージ クラスタがスマート ライセンス モードになっていることを確認します。
# stcli license show status

フィードバックには、[スマート ライセンスは有効です（Smart Licensing is ENABLED）]、[ステータス：未
登録（Status: UNREGISTERED）]、および 90 日の評価期間の残り時間（日、時、分、秒）が表示されま
す。スマート ライセンスの評価期間は、HX ストレージ クラスタでライセンス機能を使用し始めたときに
開始され、これを更新することはできません。評価期間が過ぎると、スマート エージェントが通知を送信
します。
ステップ 3 使用しているバージョンに応じて、ソフトウェア マネージャにログインします。
オプション

説明

Cisco Smart Software Manager

Cisco Software Central（https://software.cisco.com/）にナビゲートし、スマー
ト アカウントにログインします。[ライセンス（License）] ペインで、[ ス
マート ソフトウェア ライセンシング（Smart Software Licensing）] をクリッ
クします。[インベントリ（Inventory）] をクリックします。

Smart Software Manager サテラ https://<IP address of the satellite>:8443 にアクセスし、
イト
管理者のクレデンシャルを使用してサテライトにログインします。
ステップ 4 HX ストレージ クラスタを登録するバーチャル アカウントから、[全般（General）] をクリックして、[新し
いトークン（New Token）] をクリックします。
ステップ 5 [登録トークンの作成（Create Registration Token）] ダイアログボックスで、次の操作を行い、[トークンの
作成（Create Token）] をクリックします。
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• トークンの簡潔な [説明（Description）] を追加します。
• トークンをアクティブにして他の製品で使用できるようにする日数を入力します。最大 = 365 日
• [このトークンに登録された製品の輸出規制された機能を許可する（Allow export-controlled functionality
on the products registered with this token）] をオンにします。
ステップ 6 [新しい ID トークン（New ID Token）] 行で、[アクション（Actions）] ドロップダウン リストをクリック
し、[コピー（Copy）] をクリックします。
ステップ 7 コントローラ VM にログインします。
ステップ 8 HX ストレージ クラスタを登録します。ここで idtoken-string は Cisco Smart Software Manager またはスマー
ト ソフトウェア マネージャ サテライトからの新しい ID トークンです。
# stcli license register --idtoken idtoken-string

ステップ 9 HX ストレージ クラスタが登録されていることを確認します。
# stcli license show summary

別の方法として、[Cisco Smart Software Manager] > [インベントリ（Inventory）] > [製品インスタンス
（Product Instances）] でも、HX ストレージ クラスタが登録されていることを確認できます。
例：
root@SpringpathController8OIW1HJOKW:~# stcli license show summary
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
Status: REGISTERED
Smart Account: Corp X HyperFlex License
Virtual Account: west-region
Last Renewal Attempt: None
Next Renewal Attempt: Aug 1 17:47:06 2017 PDT
License Authorization:
Status: AUTHORIZED
Last Communication Attempt: SUCCEEDED
Next Communication Attempt: Mar 4 16:47:11 2017 PST
License Usage:
License
Count

Entitlement Tag
Status

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cisco Vendor String XYZ
regid.2016-11.com.cisco.HX-SP-DP-S001,1.0_1c06ca12-18f2-47bd-bcea-518ab1fd4520 3

InCompliance
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スマート ライセンス承認の更新
始める前に
• 次のコマンドを使用して、HX ストレージ クラスタがスマート ライセンスに登録されてい
ることを確認します。
# stcli license show status

ステップ 1 コントローラ VM にログインします。
ステップ 2 次のコマンドを使用して、スマート ライセンス承認を更新します。
# stcli license renew id
# stcli license renew auth

ステップ 3 HX ストレージ クラスタが更新され、承認されていることを確認します。
# stcli license show summary

スマート ライセンスからクラスタを登録解除する
ライセンスを解除して別の HX ストレージクラスタ用にプールに戻すか、または Cisco Smart
Software Manager 登録を削除する（たとえばクラスタをデコミッションする）場合には、HX
ストレージ クラスタを登録解除します。HX ストレージ クラスタを登録解除すると、評価期間
が残っていれば HyperFlex は評価モードで実行されます。そうでない場合、HyperFlexは評価の
有効期限切れの状態になります。
スマート エージェントは、ライセンス クラウドにアクセスして自身を登録解除します。プラッ
トフォーム上のすべてのスマート ライセンス資格と証明書が削除されます。信頼されているス
トアのすべての証明書と登録情報が削除されます。スマート エージェントは、登録解除のため
にシスコと通信できない場合でも、非登録状態になることができます。スマート ライセンスを
再び使用する必要が生じた場合には、HX ストレージ クラスタを再登録してください。スマー
ト ライセンスにクラスタを登録する （89 ページ）を参照してください。
始める前に
• 次のコマンドを使用して、HX ストレージ クラスタがスマート ライセンスに登録されてい
ることを確認します。
# stcli license show status

ステップ 1 コントローラ VM にログインします。
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ステップ 2 スマート ライセンスから HX ストレージ クラスタを登録解除します。
# stcli license deregister

ステップ 3 HX ストレージ クラスタが登録解除されたことを確認します。
# stcli license show summary
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クラスタ設定後のタスク
• クラスタ設定後のガイドライン （95 ページ）
• インストール後のスクリプトの実行 （95 ページ）
• ESXi ホストのルート パスワードの変更 （99 ページ）
• ストレージ コントローラのパスワードの変更 （99 ページ）
• vSphere 経由の HX Data Platform プラグインへのアクセス （100 ページ）
• ストレージ クラスタでのデータストアの追加 （100 ページ）
• HA ハートビートの設定 （101 ページ）
• HyperFlex の自動サポートと Smart Call Home （101 ページ）
• レプリケーション ペアリング （108 ページ）
• プライベート VLAN の追加 （108 ページ）
• 分散型仮想スイッチと Cisco Nexus 1000v（N1Kv） （112 ページ）
• HX Data Platform 上での vCenter のホスト （114 ページ）
• AMD GPU の展開 （114 ページ）

クラスタ設定後のガイドライン
重要

• すべての ESXi ホストで SSH を有効なままにしてください。これは、これ以降の Cisco
HyperFlex クラスタ設定後の作業で必要となります。
• HX Data Platform で使用される ESXi バージョンには、HyperFlex データ プラットフォーム
用に最適化された ESXi の調整と設定が含まれています。ESXi 調整を変更する必要がある
場合は、TAC にお問い合わせください。

インストール後のスクリプトの実行
インストール後タスクを完了するには、インストーラ VM 上でインストール後スクリプトを実
行できます。このスクリプトはすべてのネットワーク インターフェイス（管理、vMotion、お
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よびストレージ ネットワーク）を ping して、ファブリックの完全な可用性を確認します。ま
た、このスクリプトは、ノース バウンド スイッチ上のジャンボ フレームの設定と VLAN の正
しいタギングも検証します。

重要

• post_install スクリプトは、ノースバウンド スイッチ経由の接続を強制します。ネットワー
クが適切に設定されていない場合は、クラスタ内で 1 つのノードが一時的に接続を失う可
能性があります。テストの終了後に、設定が元に戻されます。
• HyperFlex System を展開した後、ただちに post_install を実行して、ネットワークの動作を
確認してください。
• アップ ストリーム ネットワークをまだ検証していない場合は、実稼働システムでこのス
クリプトを実行しないでください。
• Web ベースの SSH が読み込まれない場合は、適切なクライアントを使ってインストーラ
VM に SSH し、post_install スクリプトを実行します。
1.

Web ブラウザから、http://<インストーラ

2.

インストーラ VM のルート クレデンシャルを使用してログインします。

3.

「post_install」と入力して、Enter キーを押します。

4.

次の表に示すように、インストール後スクリプト パラメータを設定します。

VM IP>/mssh

に移動します。

パラメータ

説明

Enable HA/DRS on cluster?（クラスタで
HA/DRS を有効にするか）

ベスト プラクティスに従って vSphere 高可
用性（HA）機能を有効にします。

Disable SSH warning?（SSH 警告を無効にす vCenter 内での SSH 警告とシェル警告を抑制
るか）
します。HyperFlex システムが適切に機能す
るには、SSH を有効なままにする必要があ
ります。
Add vMotion interfaces（vMotion インターフェ ベスト プラクティスに従って vMotion イン
イスの追加）
ターフェイスを設定します。IP アドレスと
VLAN ID の入力が必要です。
Add VM network VLANs（VM ネットワーク すべてのクラスタ ホスト上の ESXi 内、お
VLAN の追加 ）
よび Cisco UCS Manager にゲスト VLAN を
追加します。
Enable NTP on ESXi hosts（ESXi ホスト上の ESXi ホスト上で NTP を設定して有効にしま
NTP を有効にする）
す。
Enable Lenient Mode?（寛容モードを有効に 現在は、寛容モードがデフォルトです。続
するか）
行するには、Y キーを押します。
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5.

パラメータ

説明

Send test email?（テストメールの送信）

SMTP メール サーバと 自動サポート パラ
メータが設定されている場合は、SMTP リ
レーが動作することを確認するためにテス
ト メールが送信されます。

ネットワーク エラーが報告された場合は、それを修正します。

インストール後スクリプトの例
root@Cisco-HX-Data-Platform-Installer:~# post_install
Setting ESX hosts from HX cluster...
vCenter URL: 172.26.17.177
Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere local
vCenter password:
Found datacenter RTP-DC
Found cluster HX-Cluster
Enable HA/DRS on cluster? (y/n) y
Disable SSH warning? (y/n) y
configure ESXi logging onto HX datastore? (y/n) y
No datastores found
Creating datastore...
Name of datastore: HX-Logs
size (6B): 50
Storing logs on datastore HX-Logs
Creating folder [HX-Logs]/esxi_logs
Add vmotion interfaces? (y/n) y
Netmask for vMotion: 255.255.255.0
VLAN ID: (0-4096) 3093
vMotion IP for esx-hx-6.cpoc-rtp.cisco.com: 192.168.11.154
Adding vmKernel to esx-hx-6.cpoc-rtp.cisco.com
vMotion IP for esx-hx-l.cpoc-rtp.cisco.com: 192.168.11.151
Adding vmotion to esx-hx-l.cpoc-rtp.cisco.com
Adding vmKernel to esx-hx-l.cpoc-rtp.cisco.com
vMotion IP for esx-hx-5 .cpoc- rtp.cisco.com: 192.168.11.153
Adding vmKernel to esx-hx-5.cpoc-rtp.cisco.com
vMotion IP for esx-hx-2.cpoc- rtp.cisco.com: 192.168.11.152
Adding vmKernel to esx-hx-2.cpoc-rtp.cisco.com
Add VM network VLANs? (y/n) n
Enable NTP on
Starting ntpd
Starting ntpd
Starting ntpd
Starting ntpd

ESX hosts?
service on
service on
service on
service on

(y/n) y
esx-hx-6.cpoc-rtp.cisco.com
esx-hx-l.cpoc-rtp.cisco.com
esx-hx-5.cpoc-rtp.cisco.com
esx-hx-2.cpoc-rtp.cisco.com

Enable Lenient Mode? (y/n) y
Lenient mode is already set
Send test email? (y/n) n
Validating cluster health and configuration...
Found UCSM hyper-ucs.cpoc-rtp.cisco.com, logging with username admin. Org is hx-cluster
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UCSM Password:
Checking MTU settings
pinging 192.168.16.164 from vmk1
pinging 192.168.10.161 from vmk1
pinging 192.168.16.163 from vmk1
pinging 192.168.1(3.162 from vmk1
Setting vnic2 to active and vmic3 to standby
Pinging 192.168.10.164 from vmk1
pinging 192.168.16.164 with mtu 8972 from vmkl
Pinging 192.168.10.161 from vmk1
pinging 192.168.10.161 with mtu 8972 from vmkl
pinging 192.168.16.163 from vmk1
pinging 192.168.10.163 with mtu 8972 from vmkl
pinging 192.168.10.162 from vmk1
pinging 192. 168.16. 162 with mtu 8972 from vmkl
Setting vmnic3 to active and vnic2 to standby
pinging 172.26.17.154 from vmk0
pinging 172.26.17 .151 from vmk0
pinging 172.26.17.153 from vmk0
Pinging 172.26.17.152 from vmk0
Setting vnicl to active and vmnic0 to standby
pinging 172.26.17.154 from vmk0
Pinging 172.26.17.151 from vmk0
pinging 172.26.17.153 from vmk0
pinging 172.26.17.152 from vmk0
Setting vmnic0 to active and vnicl to standby
pinging 192.168.11.154 from vmk2
pinging 192.168.11.151 from vmk2
pinging 192.168.11.153 from vmk2
pinging 192.168.11.152 from vmk2
Setting vnic7 to active and vmnic6 to standby
pinging 192.168.11.154 from vmk2
pinging 192.168.11.154 with mtu 8972 from vmk2
pinging 192.168.11.151 from vmk2
pinging 192.168.11.151 with mtu 8972 from vmk2
Pinging 192.168.11.153 from vmk2
pinging 192.168.11.153 with mtu 8972 from vmk2
pinging 192.168.11.152 from vmk2
pinging 192.168.11.152 with mtu 8972 from vmk2
Setting vmnic6 to active and vnic7 to standby

ネットワーク エラーの例
Host: esx-hx-5.cpoc-rtp.cisco.com
Np errors found
Host: esx-hx-6.cpoc-rtp.clsco.com
No errors found
Host: esx-hx-l.cpoc-rtp.cisco.com
No errors found
Host: esx-hx-2.cpoc-rtp.cisco.com
No errors found
controller VM clocks:
stctlVM-FCH1946V34Y stCtlVM-FCH1946V23M stctIVM-FCH1951V2TT stctlVM-FCH2004VINS -

2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16
2016-09-16

22:34:04
22:34:04
22:34:04
22:34:04

Cluster:
Version - 1.8.1a-19499
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Model - HX220C-M4S
Health - HEALTHY
Access policy - LENIENT
ASUP enabled - False
SMTP server - smtp.cisco.com

ESXi ホストのルート パスワードの変更
インストール後のデフォルトの ESXi ルート パスワードを変更するには、次の手順を実行しま
す。

（注）

ESXi ルート パスワードを忘れた場合は、パスワードの復旧について Cisco TAC にお問い合わ
せください。

ステップ 1 SSH を使用して ESXi ホスト サービス制御にログインします。
ステップ 2 ルート権限を取得します。
su -

ステップ 3 現在のルート パスワードを入力します。
ステップ 4 ルート パスワードを変更します。
passwd root

ステップ 5 新しいパスワードを入力し、Enter キーを押します。確認のためにパスワードを再入力します。
（注）

2 回目に入力したパスワードが一致しない場合は、最初からやり直す必要があります。

ストレージ コントローラのパスワードの変更
インストール後に HyperFlex ストレージ コントローラのパスワードを再設定するには、次の手
順を実行します。

ステップ 1 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 HyperFlex ストレージ コントローラのパスワードを変更します。
# stcli security password set

このコマンドによって、変更がストレージ クラスタ内のすべてのコントローラ VM に適用されます。
（注）

unix パスワード コマンドを使用しないでください。
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ステップ 3 新しいパスワードを入力します。
ステップ 4 Enter を押します。

vSphere 経由の HX Data Platform 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 Data Platform プラグインを介してストレージ クラスタに
アクセスします。

ステップ 1 HX Data Platform インストーラから、インストールの完了後に、[概要（Summary）] ページで [vSphere Web
Client の起動（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、[vSphere Web Client へのログイン（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 Data Platform プラグインを表示します。
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter インベントリ リスト（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
新しい HyperFlex クラスタでは、仮想マシン ストレージ用のデフォルト データストアが設定
されていないため、VMware vSphereWeb クライアントを使用してデータストアを作成する必要
があります。

（注）

高可用性を実現するために、最低 2 つのデータストアを作成することを推奨します。

ステップ 1 vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter インベントリ リスト（vCenter Inventory Lists）] で、
[Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [クラスタ（cluster）] > [管理（Manage）] > [データ
ストア（Datastores）] を選択します。
ステップ 2 [データストアの作成（Create Datastore）] アイコンをクリックします。
ステップ 3 データストアの名前を入力します。vSphere Web クライアントはデータストア名に 42 文字の制限を適用し
ます。各データストアに固有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。[OK]
をクリックします。
ステップ 5 新しいデータストアを表示するには、[更新（Refresh）] ボタンをクリックします。
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ステップ 6 新しいデータストアの [マウント ステータス（Mount Status）] を表示するには、[ホスト（Hosts）] タブを
クリックします。

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、[ハートビーティングのデータストア（Datastore for Heartbeating）] オプションを必
ず設定してください。

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、[ホーム（Home）] > [vCenter インベントリ リスト（vCenter Inventory Lists）][リソース
（Resources）] > [クラスタ（Clusters）][ストレージ クラスタ（Storage cluster）] > [管理（Manage）][設
定（Settings）] > [サービス（Services）] を選択します。[vSphere DRS] をクリックします。
ステップ 3 [vSphere HA によるクラスタの設定の編集（vSphere HA Edit Cluster Settings）] が表示されます。[vSphere
HA] をクリックします。[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 4 [vSphere HA をオンにする（Turn on vSphere HA）] が選択されていなければ、これを選択します。
ステップ 5 [アドミッション制御（Admission Control）] を展開し、[ストレージ クラスタ リソースのパーセンテージを
予約してフェールオーバー キャパシティを定義する（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 [ハートビート データストア（Heartbeat Datastores）] を展開し、[指定されたリストからのデータストアの
みを使用（Use datastore only from the specified list）] を選択します。[OK] をクリックします。

HyperFlex の自動サポートと Smart Call Home
HX ストレージ クラスタを構成して、文書化されたイベントに関する自動化された電子メール
通知を送信することができます。通知内の収集されたデータを使用して、HX ストレージ クラ
スタの問題のトラブルシューティングに役立てることができます。
自動サポート （ASUP）
自動サポート は、HX Data Platform を通じて提供されるアラート通知サービスです。自動サ
ポート を有効にすると、HX Data Platform から、通知の受信先として指定された電子メール ア
ドレスまたは電子メール エイリアスに通知が送信されます。自動サポート は通常、HX スト
レージ クラスタの作成時に SMTP メール サーバを設定し、電子メール受信者を追加して設定
します。
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構成中に [自動サポートを有効にする（Enable Auto Support）] チェックボックスが選択されて
いない場合、次の方法を使用して 自動サポート をクラスタの作成後に有効にすることができ
ます。
このクラスタ ASUP 構成後の方法の場合

次のトピックを参照してください。

HX Connect ユーザ インターフェイス

HX Connect を使用した自動サポートの設定 （
103 ページ）

コマンドライン インターフェイス（CLI）

CLI を使用した通知設定の構成 （104 ページ）

REST API

Cisco HyperFlex は Cisco DevNet での REST API
をサポートします。

自動サポート を使用して、HX ストレージ クラスタをモニタリング ツールに接続することも
できます。
Smart Call Home （SCH）
Smart Call Home は、HX ストレージ クラスタを監視し、ビジネスの運営に影響をおよぼす前に
問題にフラグ付けして解決を開始する、自動化されたサポート機能です。これにより高いネッ
トワーク可用性と運用効率の向上をもたらします。
Call Home は、さまざまな障害や重要なシステム イベントを検出してユーザに通知する、Cisco
デバイスのオペレーティング システムに組み込まれている製品機能です。Smart Call Home は
Call Home の基本機能を高めるために自動化機能と利便性向上機能を追加します。Smart Call
Home が有効にされると、それ以降は Call Home メッセージ/アラートが Smart Call Home に送
信されます。
Smart Call Home は Cisco の多くのサービス契約に含まれており、次のものがあります。
• 自動化された、24 時間の機器監視、プロアクティブな診断、リアルタイムの電子メール
アラート、サービス チケットの通知、および修復の推奨。
• Call Home 診断およびインベントリ アラームをキャプチャして処理し、指定された連絡先
に送信する、プロアクティブ メッセージング。これらのメール メッセージには、Smart
Call Homeポータルと TAC ケースへのリンクが含まれています（自動的に作成された場
合）。
• Cisco Technical Assistance Center（TAC）による優先サポート。Smart Call Home では、ア
ラートが十分に重大な場合、TAC ケースが自動的に生成され、デバッグおよび他の CLI
出力が添付されて、https 経由で適切なサポート チームに転送されます。
• カスタマイズ可能なステータス レポートおよびパフォーマンス分析。
• Web ベースのアクセス。Call Home のメッセージ、診断、修復の推奨のすべてに 1 か所で
アクセスできる他、TAC ケースのステータス、あらゆる Call Home デバイスの最新のイン
ベントリと設定情報に Web でアクセスできます。
HX ストレージ クラスタ、ユーザ、サポートの間で自動的に通信が行われるように設定する方
法については、データ収集用の Smart Call Home の設定 （105 ページ）を参照してください。
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HX Connect を使用した自動サポートの設定
通常、自動サポート（ASUP）は HX ストレージ クラスタの作成中に設定されます。設定され
なかった場合は、クラスタ作成後に HX Connect ユーザ インターフェイスを使用して有効にす
ることができます。

ステップ 1 HX Connect にログインします。
ステップ 2 バナーで、[設定の編集（Edit settings）]（歯車アイコン） > [自動サポートの設定（Auto Support Settings）]
をクリックして、次のフィールドに値を入力します。
UI 要素

基本的な情報

[自動サポートの有効化（推奨）
以下を有効にすることにより、この HX ストレージ クラスタの
（Enable Auto Support (Recommended)）] Call Home を設定します。
チェックボックス
• Cisco TAC への分析用データの配信。
• プロアクティブ サポートの一環としてのサポートからの通
知。
[サービス チケット通知の送信先（Send 通知を受信する電子メール アドレスを入力します。
service ticket Notifications to）] フィール
ド
[Remote Support の有効化（Enable
Remote Support）] チェックボックス

[プロキシ サーバを使用（Use Proxy
Server）] チェックボックス

サポート担当が HX ストレージ クラスタにアクセスできるように
します。これにより、クラスタの操作に関する情報を収集し、報
告された異常を迅速にトラブルシューティングできます。
• Web プロキシ サーバ URL
• [ポート（Port）]
• ユーザ名
• パスワード

ステップ 3 [OK] をクリックします。
ステップ 4 バナーで、[設定の編集（Edit settings）]（歯車アイコン） > [通知の設定（Notifications Settings）] をクリッ
クして、次のフィールドに値を入力します。
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UI 要素

基本的な情報

[電子メール通知によるアラームの オンにした場合は、次のフィールドに値を入力します。
送信（Send email notifications for
• メールサーバアドレス
alarms）] チェックボックス
• 送信元アドレス（From Address）：サポート サービス チケット
で HX ストレージ クラスタを特定するために使われる電子メール
アドレスを、自動サポート通知の送信者として入力します。現
在、この電子メールアドレスにはサポート情報が送信されませ
ん。
• 受信者リスト(カンマ区切り)
ステップ 5 [OK] をクリックします。

CLI を使用した通知設定の構成
HX ストレージ クラスタからアラーム通知を受信する設定を構成および検証するには、次の手
順に従います。

ステップ 1

ssh

を使用して 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 SMTP メール サーバを設定し、設定を確認します。
指定された受信者に電子メール通知を送信するために SMTP メール サーバで使用される電子メール アドレ
スです。
構文：stcli

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

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

ステップ 3 ASUP 通知を有効にします。
# stcli services asup enable

ステップ 4 受信者の電子メール アドレスを追加して、設定を確認します。
電子メール通知を受信する一連の電子メール アドレスまたは電子メール エイリアスのリストです。複数の
電子メールはスペースで区切ります。
構文：stcli

services asup recipients add --recipients RECIPIENTS

例：
# stcli services asup recipients add --recipients user1@mycompany.com user2@mycompany.com
# stcli services asup show
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ステップ 5 HX ストレージ クラスタの eth1:0 IP アドレスを所有しているコントローラ VM から、電子メールでテスト
ASUP 通知を送信します。
# sendasup -t

eth1:0 IP アドレスを所有しているノードを判別するには、ssh を使用して HX ストレージ クラスタの各ス
トレージ コントローラ VM にログインし、ifconfig コマンドを実行します。他のノードから sendasup コ
マンドを実行しても、出力は何も返されず、受信者はテストを受信しません。
ステップ 6 すべてのストレージ コントローラ VM の IP アドレスから電子メールを送信できるように電子メール サー
バを設定します。

ASUP を有効にした後、クラスタ内のすべてのノードに関するヘルス チェック メールが 1 日
1 回送信されます。

データ収集用の Smart Call Home の設定
データ収集はデフォルトで有効になりますが、インストール時にオプトアウト（無効に）する
ことができます。また、クラスタ作成後にデータ収集を有効にすることもできます。アップグ
レード中には、従来の設定に基づいて Smart Call Home がセットアップされます。たとえば、
stcli services asup show が有効であれば、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収集は、https を介して Cisco TAC に転送されます。
ファイアウォールがインストール済みの場合、クラスタの作成後に Smart Call Home のプロキ
シ サーバの設定が完了します。

（注）

HyperFlex データ プラットフォーム リリース 2.5(1.a) の場合、Smart Call Homeサービス リクエ
スト（SR）の生成ではプロキシ サーバを使用しません。
Smart Call Home を使用するには、以下が必要です。
• 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。
• 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 HX ストレージ クラスタをサポートに登録します。
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 が追加され、Smart Call Homeが自動的に有
効にされます。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、問題が発生して TAC サービス要求が生成されるたびに、このメール アドレスはサポート通
知を受け取ります。
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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 フローが機能していることを確認します。
データ フローが機能していれば、問題が発生した場合にサポートがそれをトラブルシューティングするう
えで役立つ関連情報が確実に得られます。
--all

オプションは、HX クラスタ内のすべてのノード上で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 にアップグレードした場合は、次のコマンドも実行
してください。
# asupcli [--all] post --type alert

次のエラーを受け取った場合は、サポートに連絡してください。
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 （オプション）ポート 443 を介した Smart Call Home アクセスが可能になるようにプロキシ サーバを設定
します。
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、クラスタの作成後に Smart Call Home プ
ロキシ サーバを設定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]

構文の説明

Option

必須またはオプショ 説明
ン

--email EMAILADDRESS

必須。

シスコ サポートから電子メールを受信する
ユーザのために、電子メールアドレスを追加
します。配信リストまたはエイリアスを使用
することをお勧めします。

--enable-proxy
ENABLEPROXY

オプション。

プロキシの使用を明示的に有効または無効に
します。
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Option

必須またはオプショ 説明
ン

--portal-url PORTALURL

オプション。

代替の Smart Call Home ポータル URL を指定し
ます（該当する場合）。

--proxy-url PROXYURL

オプション。

HTTP プロキシ URL を指定します（該当する場
合）。

--proxy-port PROXYPORT

オプション。

HTTP プロキシ ポートを指定します（該当する
場合）。

--proxy-user PROXYUSER

オプション。

HTTP プロキシ ユーザを指定します（該当する
場合）。
プロンプトが表示されたら、HTTP プロキシ パ
スワードを指定します。

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 サーバが動作していること、および HX ストレージ クラスタからサポート ロケーションに
データが流れることを確認するために ping を送信します。
# asupcli [--all] ping
--all

オプションは、HX クラスタ内のすべてのノード上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 である場合、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、自動サポート（ASUP）は HX ストレージ クラスタの作成中に設定されます。設定されなかった場
合は、クラスタ作成後に HX Connect または CLI を使用して有効にすることができます。詳細については、
HyperFlex の自動サポートと Smart Call Home （101 ページ）を参照してください。
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レプリケーション ペアリング
レプリケーション クラスタ ペアの作成は、VM をレプリケーション用にセットアップするた
めの前提条件です。レプリケーション ペアを作成する前に、レプリケーション ネットワーク
と少なくとも 1 つのデータストアを設定する必要があります。
クラスタ 1 とクラスタ 2 をペアリングすると、レプリケーション対象として明示的に設定され
たクラスタ 1 上のすべての VM がクラスタ 2 にレプリケートされ、レプリケーション対象とし
て明示的に設定されたクラスタ 2 上のすべての VM がクラスタ 2 にレプリケートされるように
なります。
クラスタ 1 のデータストア A とクラスタ 2 のデータストア B をペアリングすることによって、
レプリケーション用に明示的に設定されるたクラスタ 1 上のすべての VM では、データストア
A にファイルがある場合、それらのファイルはクラスタ 2 のデータストア B にレプリケートさ
れることを指定しています。同様に、レプリケーション対象として明示的に設定されたクラス
タ 2 上のすべての VM では、データストア B にファイルがある場合、それらのファイルがク
ラスタ 1 のデータストア A にレプリケートされます。
ペアリングは厳密に 1 対 1 で行われます。クラスタは、他のクラスタのうち 1 つとだけペアリ
ング可能です。ペアリングされるクラスタ上のデータストアは、もう一方のクラスタ上の 1 つ
のデータストアとだけペアリングできます。
レプリケーション ペアの作成、編集、および削除の詳細な手順については、『Cisco HyperFlex
Systems Administration Guide』を参照してください。

プライベート VLAN の追加
プライベート VLAN について
プライベート VLAN では VLAN のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインがサブドメインに分割
されるので、スイッチで相互にポートを分離できます。サブドメインは、1 つのプライマリ
VLAN と 1 つまたは複数のセカンダリ VLAN で構成されます。プライベート VLAN ドメイン
には、プライマリ VLAN が 1 つのみ含まれています。プライベート VLAN ドメインの各ポー
トは、プライマリ VLAN のメンバーで、プライマリ VLAN は、プライベート VLAN ドメイン
全体です。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
108

クラスタ設定後のタスク
既存の VM を使用しない VM ネットワーク上でのプライベート VLAN の設定

プライベート VLAN ポートの概要
表 6 : プライベート VLAN ポートのタイプ

VLAN ポート

説明

Promiscuous Primary VLAN プライマリ VLAN に属しています。無差別ポートに関連付けら
れているセカンダリ VLAN に属しているインターフェイス、お
よびプライマリ VLAN に関連付けられているインターフェイス
のすべてと通信できます。それらのインターフェイスには、コ
ミュニティ ポートと独立ホスト ポートも含まれます。セカンダ
リ VLAN からのすべてのパケットは、この VLAN を経由します。
独立したセカンダリ VLAN 度クリスしたセカンダリ VLAN に属するホスト ポートです。こ
のポートは同じプライベート VLAN ドメイン内のその他のポー
トから完全に分離されていますが、関連付けられている無差別
ポートとは通信できます。
コミュニティ セカンダリ
VLAN

コミュニティ セカンダリ VLAN に属するホスト ポートです。コ
ミュニティ ポートは、同じコミュニティ VLAN にある他のポー
トおよびアソシエートされている無差別ポートと通信します。

HX の導入に従い、VM ネットワークはデフォルトで通常の VLAN を使用します。VM ネット
ワークにプライベート VLAN を使用する場合は、次のセクションを参照してください。
• 既存の VM を使用しない VM ネットワーク上でのプライベート VLAN の設定 （109 ペー
ジ）。
• 既存の VM を使用した VM ネットワーク上でのプライベート VLAN の設定 （110 ページ）。

既存の VM を使用しない VM ネットワーク上でのプライベート VLAN の
設定
ステップ 1 Cisco UCS Manager でプライベート VLAN を設定するには、『Cisco UCS Manager Network Management
Guide』を参照してください。
ステップ 2 上流に位置するスイッチでプライベート VLAN を設定するには、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2
Switching Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 3 ESX ホストでプライベート VLAN を設定するには、ESX ホスト上でのプライベート VLAN の設定 （109
ページ）を参照してください。

ESX ホスト上でのプライベート VLAN の設定
ESX ホストでプライベート VLAN を設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 VMware vSphere クライアントから vSphere 標準スイッチ上の VMNIC を削除します。
ステップ 2 前の手順で削除した VMNIC を使用して新しい vSphere 分散型スイッチを作成します。
ステップ 3 無差別（プロミスキャス）、独立、およびコミュニティ VLAN を作成します。

既存の VM を使用した VM ネットワーク上でのプライベート VLAN の設
定
ステップ 1 Cisco UCS Manager でプライベート VLAN を設定するには、『Cisco UCS Manager Network Management
Guide』を参照してください。
ステップ 2 上流に位置するスイッチでプライベート VLAN を設定するには、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2
Switching Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 3 ESX ホストでプライベート VLAN を設定するには、を参照してください。 ESX ホスト上でのプライベー
ト VLAN の設定 （109 ページ）
ステップ 4 vSphere 標準スイッチから、新しく作成された vSphere 分散型スイッチに VM を移行します。
a)

vCenter 仮想マシンを右クリックして、[仮想マシン ネットワーキングの移行（Migrate Virtual Machine
Networking）] をクリックします。

b) ドロップダウン リストから、[送信元ネットワーク（source network）] および [送信先ネットワーク
（destination network）] を選択します。
c)

[次へ（Next）] をクリックします。

d) 移行する [仮想マシン（Virtual Machines）] を選択します。
e)

[Finish] をクリックします。

ステップ 5 VM 上のネットワーク アダプタのネットワーク接続をプライベート VLAN に変更します。
a)

vCenter 仮想マシンを右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。

b) [ハードウェア（Hardware）] タブから、変更するネットワーク アダプタを選択します。
c)

[ネットワーク ラベル（Network Label）] ドロップダウン リストから、使用する [ネットワーク接続
（Network Connection）] を選択します。

d) [OK] をクリックします。

VSphere 標準スイッチ上での VMNIC の削除
ステップ 1

VMware vSphere クライアントにログオンします。

ステップ 2

[ホーム（Home）] > [ホストとクラスタ（Hosts and Clusters）] を選択します。

ステップ 3

削除する VMNIC がある ESX ホストを選択します。

ステップ 4

[設定（Configuration）] タブを開きます。
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ステップ 5

[ハードウェア（Hardware）] で [ネットワーキング（Networking）] をクリックします。

ステップ 6

削除する vminc がある vSwitch の横の [プロパティ（Properties）] をクリックします。

ステップ 7

[ネットワーク アダプタ（Network Adapters）] タブをクリックします。

ステップ 8

削除する vminc を選択し、[削除（Remove）] をクリックします。

ステップ 9

[はい（Yes）] をクリックして、選択内容を確認します。

ステップ 10

[閉じる（Close）] をクリックします。

vSphere 分散型スイッチの作成
ステップ 1

VMware vSphere クライアントから、[インベントリ（Inventory）] > [ネットワーキング（Networking）] を
選択します。

ステップ 2

dvSwitch を右クリックして、[新しい vSphere 分散スイッチ（New vSphere Distributed Switch）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[vSphere 分散スイッチの作成（Create vSphere Distributed Switch）] ダイアログボックスで、[vSphere 分散
スイッチのバージョン：6.0.0（vSphere Distributed Switch Version: 6.0.0）] を選択します。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[一般プロパティ（General Properties）] タブで、次の項目を指定します。
• 名前
• [アップリンク ポートの数（Number of uplink ports）]

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ホストと物理アダプタの追加（Add Hosts and Physical Adapters）] で、[今すぐ追加（Add Now）] を選択
します。

ステップ 8

目的の ESX ホストの下で、[物理アダプタ（Physical Adapters）] を選択します。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10

[Finish] をクリックします。

デフォルトのポート グループが作成されます。

vSphere 分散型スイッチ上でのプライベート VLAN の作成
ステップ 1 VMware vSphere クライアントから、[インベントリ（Inventory）] > [ネットワーキング（Networking）] を選
択します。
ステップ 2 dvSwitch を右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。
ステップ 3 [プライベート VLAN（Private VLAN）] タブを選択します。
ステップ 4 [プライマリ プライベート VLAN ID（Primary private VLAN ID）] タブで、プライベート VLAN ID を入力
します。
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ステップ 5 [セカンダリ プライベート VLAN ID（Secondary private VLAN ID）] タブで、プライベート VLAN ID を入
力します。
ステップ 6 [タイプ（Type）] ドロップダウン リストから、VLAN のタイプを選択します。次のいずれかを指定できま
す。
• 隔離
• コミュニティ
（注）

[無差別（Promiscuous）] プライベート VLAN が自動的に作成されます。

ステップ 7 [OK] をクリックします。

分散型ポート グループ内のプライベート VLAN の設定
始める前に
vSphere 分散スイッチでプライベート VLAN を作成します。

ステップ 1 [dvSwitch] の下の [dvPortGroup] を右クリックして、[設定の編集（Edit Settings）] をクリックします。
ステップ 2 [ポリシー（Policies）] > [VLAN] をクリックします。
ステップ 3 [VLAN タイプ（VLAN type）] ドロップダウン リストから [プライベート VLAN（Private VLAN）] を選択
します。
ステップ 4 [プライベート VLAN エントリ（Private VLAN Entry）] ドロップダウン リストから、プライベート VLAN
のタイプを選択します。次のいずれかを指定できます。
• 混合（プロミスキャス）
• 隔離
• コミュニティ
（注）

コミュニティ プライベート VLAN が推奨されています。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

分散型仮想スイッチと Cisco Nexus 1000v（N1Kv）
分散型スイッチを導入する際の検討事項
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（注）

• 分散型仮想スイッチまたは Cisco Nexus 1000v（NK1v）の使用はオプションであり、必須
の手順ではありません。
• VMotion ネットワークの DVS は、環境に vSphere の Enterprise Plus ライセンスが設定され
ている場合にのみ使用できます。
• 特定の時点で 2 つのスイッチのどちらかだけを使用できます。
• Hyperflex と Nexus 1000v の間で Quality of Service（QoS）ポリシーが競合する可能性があ
ります。HyperFlex ポリシーに従って N1Kv の QoS クラスが設定されていることを確認す
る必要があります。『Network and Storage Management Guide』の「Creating a QoS Policy」
を参照してください。
• N1Kv スイッチを導入する場合は、HyperFlex ホスト間のトラフィックが安定した状態で
FI 上をローカルに流れるように、説明に従って設定を適用します。正確に設定しない場
合、ほとんどのトラフィックがアップストリーム スイッチを通過して遅延が発生する可能
性があります。このシナリオを回避するには、ストレージ コントローラ、管理ネットワー
ク、および vMotion ポート グループがアクティブ/スタンバイで設定され、フェールオー
バーが有効になっていることを確認してください。
1.

UCS Manager を使用して、[ネットワーク制御ポリシー（Network Control Policies）] の
[リンク ステータス（link status）] を設定します。詳細については、『Cisco UCS Manager
GUI Configuration Guide』の「Configuring Network Control Policy」のセクションを参照
してください。

2.

vCenter で vSwitch プロパティを設定します。
a. [ネットワーク障害検出（Network Failure Detection）] を [リンク ステータスのみ（Link
Status only）] に設定します。
b. [フェールバック（Failback）] を [はい（Yes）] に設定します。詳細については、
『Cisco UCS Manager VM-FEX for VMware Configuration guide』の「Configuring the
VM-FEX for VMware」のセクションを参照してください。

分散型スイッチにより、各ノードで同じ設定が確実に使用されます。こうしてトラフィックに
優先順位を付けることができ、アクティブな vMotion トラフィックがないときに、使用可能な
帯域幅を他のネットワーク ストリームで活用できるようになります。
HyperFlex（HX）Data Platform では、非 HyperFlex 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。
このような非 HX 依存ネットワークには以下のものが含まれます。
• VMware vMotion ネットワーク
• VMware アプリケーション ネットワーク
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HX Data Platform には、次のネットワークが標準的な vSwitch を使用するという依存関係があ
ります。
• 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-mgm：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
HX Data Platform のインストール時に、すべてのネットワークで標準 vSwitch ネットワークが
設定されます。ストレージ クラスタを設定した後、非 HX 依存ネットワークを DVS ネットワー
クに移行することができます。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、『Network and
Storage Management Guide』の「Migrating vMotion Networks to Distributed Virtual Switches (DVS)
or Cisco Nexus 1000v (N1Kv)」を参照してください。

HX Data Platform 上での vCenter のホスト
HyperFlex クラスタ上で vCenter の展開をサポートする場合、いくつかの制約があります。詳細
については、『How to Deploy vCenter on the HX Data Platform』テクニカル ノートを参照してく
ださい。
さらに支援が必要な場合は、TAC までお問い合わせください。

AMD GPU の展開
AMD FirePro S7150 シリーズ GPU は HX240c M5 ノードでサポートされます。これらのグラ
フィック アクセラレータにより、安全性とパフォーマンスに優れた、コスト効率の高い VDI
環境が有効になります。HyperFlex に AMD GPU を展開するには、次の手順に従います。
ステップ アクション
1

サーバに接続されているサービス プロファイ サポートされるすべての GPU に関す
ルの BIOS ポリシーを変更します。
る要件：メモリマップド I/O 4 GB 以
上

2

サーバに GPU カードをインストールします。 GPU カードのインストール

3

サーバの電源をオンにして、GPU がサーバの —
Cisco UCS Manager インベントリに表示され
ることを確認します。
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ステップ アクション

手順の説明

4

AMD GPU カードの vSphere インストール バ Cisco ソフトウェア ダウンロードか
ンドル（VIB）をインストールして、再起動 ら、VMware ESXi 上の AMD 用の C
します。
シリーズ スタンドアロンファーム
ウェア/ソフトウェア バージョンバン
ドル 3.1(3) の最新ドライバ ISO を含
むインベントリリストをダウンロー
ドします。

5

VM 設定を使用してクラスタ上で Win10 VM 対象の仮想マシンの指定
を作成します。

6

各 ESXi ホストで、MxGPU.shスクリプトを MxGPU セットアップ スクリプトの
実行して GPU を設定し、GPU から仮想機能 使用
を作成します。

7

前のステップで作成した仮想機能（VF）を
Win10 Vm に割り当てます。

—
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Cisco HyperFlex System クラスタの拡張
• クラスタ拡張ガイドライン （117 ページ）
• 混在 M4/M5 クラスタを作成する場合の前提条件 （118 ページ）
• 混在クラスタ拡張中の手順 （119 ページ）
• コンバージド（HX220c/HX240c）ノードを追加するための前提条件 （119 ページ）
• コンバージド ノードの準備 （120 ページ）
• 既存のクラスタにコンバージド ノードを追加する （120 ページ）
• コンピューティング専用ノードを追加するための前提条件 （131 ページ）
• コンピューティング専用ノードの準備 （132 ページ）
• 既存のクラスタにコンピューティング専用ノードを追加する （135 ページ）
• クラスタ拡張の障害の解決 （142 ページ）

クラスタ拡張ガイドライン
• レプリケーションが設定済みの場合は、アップグレード、拡張、またはクラスタ メンテナ
ンスを実行する前に、レプリケーションを一時停止モードにしてください。アップグレー
ド、拡張、またはクラスタ メンテナンスが完了した後で、レプリケーションを再開しま
す。タスクを実行するローカル クラスタとの間でレプリケーションが設定されているすべ
てのクラスタで、一時停止と再開を実行します。
• RESTful API を使用してクラスタ拡張を実行する場合は、タスクの実行時間が予想以上に
長くなる場合があります。
• ESXi インストールは、M4 コンバージド ノードの SD カード、M5 コンバージド ノードの
M.2 SATA SSD、およびコンピューティング専用ノードの SD カード、SAN ブート、また
はフロント アクセス対応 SSD/HDD でサポートされています。コンピューティング専用
ノードでは、USB フラッシュへの ESXi のインストールはサポートされていません。
混在クラスタ拡張ガイドライン（2.6）
混在クラスタとは、同じストレージ クラスタ内に M4 および M5 HX コンバージド ノードの両
方が存在することと定義されます。混在クラスタを設定するときには、次のガイドラインが該
当します。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
117

Cisco HyperFlex System クラスタの拡張
混在 M4/M5 クラスタを作成する場合の前提条件

• M5 コンバージド ノードを使用して既存の M4 クラスタを拡張する操作はサポートされま
す。
• M4 コンバージド ノードを使用して既存の M5 クラスタを拡張する操作はサポートされま
せん。
• M4 または M5 コンバージド ノードを使用して既存の M4/M5 混在クラスタを拡張する操
作はサポートされます。
• HX データ プラットフォーム 2.6 以降のインストーラを使用して、サポートされているコ
ンピューティング専用ノードを M4、M5、および混在 M4/M5 クラスタのすべてで追加で
きます。組み合わせの例を以下に示しますが、他にもさまざまな組み合わせが可能です。
Example combinations:
Expand mixed M4/M5 cluster with compute-only B200, C220, C240 M4/M5
Expand M4 cluster with compute-only B200 M5, C220 M5, C240M5

• 混在クラスタを作成する場合は、拡張ワークフローのみがサポートされます。混在 M4/M5
サーバを使用した初期クラスタの作成はサポートされません。
• すべての M5 サーバが、既存の M4 サーバのフォーム ファクタ（220/240）、タイプ（ハ
イブリッド/AF）、セキュリティ機能（非 SED のみ）、およびディスク設定（数量、容
量、非 SED）と一致する必要があります。
• HX220 M5 は、HX220 M4 と混在する場合、最大 6 台の容量ディスク（2 つのディス
ク スロットは空の状態）を使用します。
• HyperFlex Edge は、混在クラスタをサポートしません。
• SED SKU は、混在クラスタをサポートしません。

混在 M4/M5 クラスタを作成する場合の前提条件
混在クラスタ内でクラスタ拡張を開始する前に、次のタスクを実行する必要があります。
• UCS Manager を 3.2(1d) 以降にアップグレードします。
• 既存の HX クラスタ全体を 2.6(1a) 以降にアップグレードします。
• 一致する 2.6(1a) 以降の HX データ プラットフォーム インストーラ をダウンロードして展
開し、拡張ワークフローを実行します。
• 既存の M4 サーバ ファームウェアを最新の 3.2(1) パッチ リリースにアップグレードしま
す。
• vCenter を 6.5 以降にアップグレードします。vCenter 6.5 がないと、Broadwell EVC モード
を有効にできません。vCenterのアップグレードのみが必要です。ESXiについては、VMware
ソフトウェア相互運用性マトリクスに従って古いバージョンのままにすることができま
す。EVC モードをオフにしたまま先に進むことはできず、将来的に運用上の問題が生じる
可能性があります。
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混在クラスタ拡張中の手順
• 検証手順では、拡張が開始される前に EVC チェックが実行されます。表示される指示に
従い、既存のクラスタの EVC モードをこの時点で手動で有効にしてください。

注意

警告が出されたときに EVC を有効にしない場合、後の時点で、
ストレージ クラスタおよび関連するすべての VM を完全にシャッ
ト ダウンする必要が生じます。この警告をスキップしないでくだ
さい。

• vCenter で EVC モード設定を実行した後、検証をやり直してください。
• クラスタ拡張で 2 回目の検証が行われ、拡張が続行されます。

コンバージド（HX220c/HX240c）ノードを追加するための
前提条件
クラスタの作成後に、コンバージド ノードを HyperFlex クラスタに追加できます。コンバージ
ド ノード上のストレージは、自動的にクラスタのストレージ容量に追加されます。
既存のストレージ クラスタへのコンバージド ノードの追加を開始する前に、次の前提条件が
満たされていることを確認します。
• ストレージ クラスタの状態が正常であることを確認します。
• 新しいノードが、「インストールの前提条件」に記載されたシステム要件（ネットワーク
要件とディスク要件を含む）を満たしていることを確認します。
• 新しいノードがストレージ クラスタ内の他のノードと同じ設定を使用していることを確認
します。これには、VLAN ID とスイッチ タイプ（vSwitch かどうか）、外部スイッチ VLAN
タギング（EST）を使用した VLAN タギング、仮想スイッチ タギング（VST）を使用した
VLAN タギング、または仮想分散型スイッチが含まれます。

（注）

ストレージ クラスタが容量不足の状態にある場合は、新しいノー
ドを追加すると、システムが自動的にストレージ クラスタを再調
整します。これは、24 時間ごとに実施される再調整とは別の追加
的な動作です。

• 追加するノードが、同じモデル（HX220 または HX240）タイプ（ハイブリッドまたはオー
ルフラッシュ）および同じディスク設定（SED または SED 以外）になっていることを確
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認します。加えて、容量ディスクの数が既存のクラスタ ノードの数と一致することを確認
します。
• HyperFlex クラスタですでに使用中のものとは異なる CPU ファミリが搭載されたノードを
追加するには、EVC を有効にします。詳細については、「概要」を参照してください。
• ノード上のソフトウェア バージョンが Cisco HX Data Platform バージョン、ESXi バージョ
ン、および vCenter バージョンと一致することを確認します。ソフトウェア バージョンを
特定するには、vCenter の [ストレージ クラスタの概要（Storage Cluster Summary）] タブに
移動し、最上部のセクションで [HX Data Platform のバージョン（HX Data Platform version）]
を確認します。必要に応じてアップグレードします。

（注）

クラスタをアップグレードした場合は、クラスタで実行中のHXDP
の現行バージョンと一致する新しいインストーラ VM をダウン
ロードしてインストールする必要があります。

• 新しいノードで少なくとも 1 つの有効な DNS と NTP サーバが設定されていることを確認
します。
• SSO または自動サポートを使用する場合は、ノードが SSO サービスと SMTP サービス用
に設定されていることを確認します。
• HX データ プラットフォーム インストーラ と既存のクラスタ管理 IP アドレスの間の ping
を ICMP で可能にします。

コンバージド ノードの準備
ステップ 1 コンバージド ノードを既存のストレージ クラスタのハードウェアとネットワークに接続します。
ステップ 2 HX ノードが工場出荷時に準備されたノードであることを確認します。
（注）

工場でノードが準備されていない場合、HX サーバを手動で準備するには、「概要」を参照して
ください。

既存のクラスタにコンバージド ノードを追加する
（注）

RESTful API を使用してクラスタ拡張を実行する場合は、タスクの実行時間が予想以上に長く
なる場合があります。
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ステップ 1

Cisco HX Data Platform インストーラ を起動します。
a)

Web ブラウザで、HX データ プラットフォーム インストーラ VM の IP アドレスまたはのノード名を
入力します。[承認（Acceot）] または [続行（Continue）] をクリックして SSL 証明書エラーをバイパ
スします。Cisco HX Data Platform インストーラ のログイン ページが表示されます。ログイン画面の
右下隅でHX データ プラットフォーム インストーラ ビルド ID を確認します。

b) ログイン ページで、次のクレデンシャルを入力します。
[ユーザ名（Username）]：root
[パスワード（Password）]（デフォルト）：Cisco123
（注）

c)

システム出荷時のデフォルト パスワード Cisco123 は、インストール時に変更する必要があ
ります。新しいユーザがパスワードを指定していない限り、インストールを続行できませ
ん。

EULA の内容を読み、[利用規約に同意します（I accept the terms and conditions）] チェックボックス
をオンにして、[ログイン（Login）] をクリックします。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflow）] ページで [クラスタ展開（Cluster Expansion）] を選択します。

ステップ 3

[クレデンシャル（Credentials）] ページで、次のフィールドに値を入力します。
クラスタを作成するには、必要な構成データが格納された JSON コンフィギュレーション ファイル をイ
ンポートできます。JSON ファイルをインポートする場合は、次の 2 つのステップを行います。インポー
トしない場合は、必須フィールドに手動でデータを入力できます。
（注）

初回インストールの場合は、シスコの担当者に連絡して工場出荷時のプレインストール JSON
ファイルを入手してください。
1.

[ファイルの選択（Select a file）] をクリックし、該当する JSON ファイルを選択して構成を
ロードします。[構成を使用（Use Configuration）] を選択します。

2.

インポートされた値が Cisco UCS Manager の値と異なる場合、[インポートされた値を上書
きする（Overwrite Imported Values）]ダイアログボックスが表示されます。[検出された値を
使用（Use Discovered Values）] を選択します。

フィールド

説明

UCS Managerクレデンシャル
UCS Managerのホスト名

UCS Manager の FQDN または IP アドレス
たとえば、 10.193.211.120 とします。

ユーザ名

<管理者> ユーザ名。

パスワード

<管理者> パスワード。

vCenterクレデンシャル
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フィールド

説明

vCenter Server

vCenter Server の FQDN または IP アドレス
たとえば、 10.193.211.120 とします。
• VCenter Server が準備されていなけれ
ば、クラスタは動作可能になりませ
ん。

（注）

• vCenter のアドレスとクレデンシャル
には、vCenter に対するルート レベル
の管理者権限が必要です。
• ネストされた vCenter を構築する場
合、vCenter Server の入力はオプショ
ンです。詳細については Nested
vCenter TechNote を参照してくださ
い。
ユーザ名

<管理者> ユーザ名
たとえば、administrator@vsphere.local とします。

[管理パスワード（Admin Password）]

<root> パスワード。

ハイパーバイザのクレデンシャル
管理者ユーザ名

<管理者> ユーザ名。
これはファクトリ ノードのルートです。

[管理パスワード（Admin Password）]

<root> パスワード。
デフォルトのパスワードは、ファクトリ ノードの
Cisco123 です。
（注）

ステップ 4

システム出荷時のデフォルト パスワード
Cisco123 は、インストール時に変更する
必要があります。新しいユーザがパスワー
ドを指定していない限り、インストール
を続行できません。

[続行（Continue）]をクリックします。[クラスタ展開の設定（Cluster Expand Configuration）] ページが表
示されます。拡張する HX クラスタを選択します。
拡張する HX クラスタが見つからない場合、もしくはクラスタのロードに時間がかかる場合、[管理 IP ア
ドレス（Management IP Address）] フィールドにクラスタ管理アドレスの IP を入力します。
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ステップ 5

[サーバの選択（Server Selection）]] ページの [関連付けなし（Unassociated）] タブには関連付けられてい
ない HX サーバのリストが表示され、[関連付け済み（Associated）] タブには検出されたサーバのリスト
が表示されます。[関連付けなし（Unassociated）] タブで、HyperFlex クラスタに含めるサーバを選択し
ます。
HX サーバがこのリストに表示されていない場合は、Cisco UCS Manager を調べて、HX サーバが検出さ
れていることを確認します。
サーバごとに、[アクション（Actions）] ] のを使用して、以下を設定できます。
• [（KVM コンソールの起動Launch KVM Console）]: HX データ プラットフォーム インストーラ から
直接 KVM コンソールを起動するには、このオプションを選択します。
• [サーバの関連付け解除（Disassociate Server）]: サーバからサービス プロファイルを削除するには、
このオプションを選択します。
（注）

関連付けられていないサーバがない場合は、次のエラー 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.

[サーバ ポートの設定（Configure Server Ports）] ボタンを使用すると、新しい HX ノードをすべて検出で
きます。通常は、構成の開始前から Cisco UCS Manager でサーバ ポートが構成されています。
ステップ 6

[続行（Continue）]をクリックします。[UCSM の設定（UCSM Configuration）]] ページが表示されます。
（注）

ステップ 7

最初に JSON ファイルをインポートした場合、既存の HX クラスタから得られた必要な設定デー
タが [Credentials（クレデンシャル）] ページに取り込まれているはずです。 この情報は、既存
のクラスタ構成に一致している必要があります。

[UCS の設定（UCS Configuration）] ページで、ネットワークごとに次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

VLAN の設定
（注）

次のネットワークのそれぞれに、別個のサブネットと VLAN を使用します。

ハイパーバイザとHyperFlex管理用のVLAN
VLAN 名

名前：hx-inband-mgmt

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3091

HyperFlexストレージトラフィック用のVLAN
VLAN 名

名前：hx-storage-data

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3092

VM vMotion用のVLAN
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フィールド

説明

VLAN 名

名前：hx-vmotion

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3093

VMネットワーク用のVLAN
VLAN 名

名前：vm-network

VLAN ID

デフォルト VLAN ID：3094
ゲスト VLAN のカンマ区切りリスト。

MAC プール
MACプールのプレフィックス

2 つの 16 進文字 (0-F) を追加することで、MAC プー
ル プレフィックスを設定します。
たとえば、00:25:B5:A0 とします。

アウトオブバンド CIMC 用の 'hx-ext-mgmt' IP プール（'hx-ext-mgmt' IP Pool for Out-of-Band CIMC）
IPブロック

HyperFlex ノードに指定されている IP アドレスの範
囲。これは、ゲスト VLAN の値のカンマ区切りリ
ストにすることができます。
たとえば、10.193.211.124-127, 10.193.211.158-163 と
します。

サブネット マスク

IPアドレスを制限および制御するために、サブネッ
トを適切なレベルに設定します。
たとえば、 255.255.0.0 とします。

[ゲートウェイ（Gateway）]

IP アドレス
たとえば、 10.193.0.1 とします。

iSCSI ストレージ
（注）

将来の任意の時点で外部ストレージを使用する場合には、これをあらかじめ構成しておく必
要があります。

[iSCSI ストレージの有効化（Enable iSCSI Storage）] ISCSI ストレージを設定するには、オンにします。
チェックボックス
VLAN A名

プライマリファブリックインターコネクト（FI-A）
で、iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の名前。

VLAN A ID

プライマリファブリックインターコネクト（FI-A）
で、iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の ID。
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フィールド

説明

VLAN B名

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）で、
iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の名前。

VLAN B ID

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）で、
iSCSI vNIC に関連付けらている VLAN の ID。

FC ストレージ
（注）

将来の任意の時点で外部ストレージを使用する場合には、これをあらかじめ構成しておく必
要があります。

[FC ストレージの有効化（Enable FC Storage）]
チェックボックス

FC ストレージを有効にするには、オンにします。

WWxNプール

WW ノード名と WW ポート名の両方を含む WWN
プール。それぞれのファブリック インターコネク
トに対し、WWPN および WWNN 用の WWxN プー
ルが作成されます。

VSAN A名

プライマリファブリックインターコネクト（FI-A）
の VSAN の名前。デフォルトで、
hx-ext-storage-fc-a に設定されます。

VSAN A ID

プライマリファブリックインターコネクト（FI-A）
のネットワークに割り当てられた一意の ID。
注意

UCS または HyperFlex システムで現在使
用されている VSAN ID を入力しないでく
ださい。UCS ゾーン分割を使用するイン
ストーラに既存の VSAN ID を入力する
と、その VSAN ID の既存の環境でゾーン
分割が無効になります。

VSAN B名

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）の
VSAN の名前。デフォルトで、hx-ext-storage-fc-b
に設定されます。

VSAN B ID

下位のファブリック インターコネクト（FI-B）の
ネットワークに割り当てられた一意の ID。
注意

UCS または HyperFlex システムで現在使
用されている VSAN ID を入力しないでく
ださい。UCS ゾーン分割を使用するイン
ストーラに既存の VSAN ID を入力する
と、その VSAN ID の既存の環境でゾーン
分割が無効になります。
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フィールド

説明

詳細設定
UCS ファームウェア バージョン

ドロップダウン リストから、HX サーバと関連付け
る UCS サーバ ファームウェア バージョンを選択し
ます。UCS ファームウェア バージョンは、UCSM
バージョンと一致する必要があります。詳細につい
ては、最新の『Cisco HX Data Platform Release
Notes』を参照してください。
たとえば、 3.2(1d) とします。

HyperFlexクラスタ名

特定のクラスタ内の HX サーバのグループに適用さ
れる名前。これはユーザ定義の名前です。HyperFlex
クラスタ名によりサーバ プロファイルにラベルが
追加され、クラスタを識別しやすくなります。

組織名

一意の組織名を指定します。これにより、HyperFlex
環境が UCS ドメインの残りの部分から確実に分離
されます。

（注）

ステップ 8

[設定（Configuration）] ペインで VLAN、MAC プール、IP アドレス プールの情報を確認しま
す。これらの VLAN ID は、環境によって変更されている可能性があります。デフォルトでは、
インストーラが VLAN を非ネイティブとして設定します。トランク構成を適切に適用すること
で、非ネイティブ VLAN に対応するアップストリーム スイッチを構成する必要があります。

[続行（Continue）]をクリックします。[ハイパーバイザの設定（Hypervisor Configuration）] ページが表
示されます。次のフィールドに入力します。
注目

再インストールの場合や、ESXiネットワーキングがすでに完了している場合は、この手順で説
明したフィールドの入力を省略できます。

フィールド

説明

共通ハイパーバイザ設定の構成
サブネット マスク

IPアドレスを制限および制御するために、サブネッ
トを適切なレベルに設定します。
たとえば、 255.255.0.0 とします。

[ゲートウェイ（Gateway）]

ゲートウェイの IP アドレス。
たとえば、 10.193.0.1 とします。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
126

Cisco HyperFlex System クラスタの拡張
既存のクラスタにコンバージド ノードを追加する

フィールド

説明

[DNSサーバ（DNS Server(s)）]

DNS サーバの IP アドレス。
DNS サーバを使用しない場合、HX Data Platform イ
ンストーラの [クラスタの設定（Cluster
Configuration）]ページのどのフィールドにもホスト
名を入力しないでください。すべての ESXi ホスト
にスタティック IP アドレスとホスト名のみを使用
します。
（注）

複数の DNS サーバを指定する場合、両方
の DNS サーバがカンマで区切って正確に
入力されるよう十分に注意してください。

ハイパーバイザ設定
[IP アドレスとホスト名を連続的に入力する（Make IP Addresses and Hostnames Sequential）] を選択し
て、IP アドレスが順番に並ぶようにしてください。
ドラッグ アンド ドロップ操作を使用してサーバの順番を並び替えることができます。

（注）

ステップ 9

名前

サーバ名。

シリアル

サーバのシリアル番号。

スタティックIPアドレス

すべての ESXi ホストのスタティック IP アドレス
とホスト名を入力します。

ホスト名

ホスト名フィールドを空のままにしないでくださ
い。

[続行（Continue）]をクリックします。[IP アドレス（IP Addresses）] ページが表示されます。[コンピュー
ティング サーバの追加] または [コンバージド サーバの追加] をクリックして、さらにコンピューティン
グまたはコンバージド サーバを追加できます。
[IP アドレスを連続させる（Make IP Addresses Sequential）] を選択して、IP アドレスを順番に並べるよう
にしてください。IP アドレスには、ネットワークがデータ ネットワークと管理ネットワークのどちらに
属するかを指定します。
各 HX ノードでは、ハイパーバイザ管理 IP アドレスとデータ IP アドレスに関する次のフィールドに値を
入力します。
フィールド

説明

管理ハイパーバイザ

ESXi ホストとストレージ コントローラ間のハイ
パーバイザ管理ネットワーク接続を処理するスタ
ティック IP アドレスを入力します。
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フィールド

説明

管理ストレージコントローラ

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タの間の HX Data Platform 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

ESXi ホストとストレージ コントローラ間のハイ
パーバイザ データ ネットワーク接続を処理するス
タティック IP アドレスを入力します。

データ ストレージ コントローラ

ストレージ コントローラ VM とストレージ クラス
タの間の HX Data Platform 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。

[ハイパーバイザ（管理）（Hypervisor (Management)）]、[ストレージ コントローラ VM（管理）（Storage
Controller VM（Management））]、[ハイパーバイザ（データ）（Hypervisor（Data））]、および [スト
レージ コントローラ VM（データ）（Storage Controller VM（Data））] 列の最初の行に IP アドレスを
入力すると、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、[追加（Add）] ボタンを使用して、アドレス情報を指定します。
（注）

コンピューティング専用ノードは、ストレージ クラスタを作成してからでないと追加できま
せん。
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フィールド

説明

コントローラVMパスワード

コントローラ VM には、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。VM は、コン
バージド ノードとコンピューティング専用ノード
のすべてにインストールされます。
重要

• コントローラ VM またはコントロー
ラ VM のデータストアの名前を変更
することはできません。
• すべてのコントローラ VM に同じパ
スワードを使用します。異なるパス
ワードの使用はサポートされていま
せん。
• 1 つの大文字、1 つの数字、1 つの特
殊文字を含み、合計で少なくとも 10
文字になる複雑なパスワードを指定
してください。
• コントローラ VM と、作成される HX
クラスタには、ユーザ定義のパスワー
ドを指定できます。パスワードに使
用できる文字と形式に関する制限事
項については、『Cisco HX Data
Platform Management Guide』のセク
ション「Guidelines for HX Data
Platform Special Characters」を参照し
てください。

詳細設定
ジャンボ フレーム
[ジャンボ フレームを有効化（Enable Jumbo
Frames）] チェックボックス

ホスト vSwitches と vNIC、および各ストレージ コ
ントローラ VM 上のストレージ データ ネットワー
クの MTU サイズを設定する場合は、このチェック
ボックスをオンにします。
デフォルト値は 9000 です。
（注）

MTU サイズを 9000 以外の値に設定する
には、Cisco TAC にご連絡ください。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
129

Cisco HyperFlex System クラスタの拡張
既存のクラスタにコンバージド ノードを追加する

フィールド

説明

ディスク パーティション

ストレージ クラスタに追加されたすべてのノード
から既存のデータおよびパーティションをすべて削
[ディスク パーティションのクリーンアップ（Clean
除するには、オンにします。保持する必要がある
up Disk Partitions）] チェックボックス
データはすべてバックアップする必要があります。
重要

ステップ 10

工場で準備されたシステムの場合は、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。手動で準備されたサーバで、既存の
データとパーティションを削除するには
このオプションを選択します。

[スタート（Start）] をクリックします。[進捗状況（Progress）] ページには、さまざまな設定タスクの進
捗状況が表示されます。
（注）

vCenter クラスタで EVC が有効になっている場合、展開プロセスが失敗し、「ホストを手動で
vCenter に追加する必要があります（The host needs to be manually added to
vCenter）」というメッセージが出されます。展開操作を正常に実行するには、次のようにし
ます。
• vSphere クライアント に追加する ESXi ホストにログインします。
• コントローラ VM の電源をオフにします。
• vSphere Web クライアント で vCenter クラスタにホストを追加します。
• HX データ プラットフォーム インストーラ で、[展開の再試行（Retry Deploy）] をクリック
します。

ステップ 11

クラスタ拡張が完了したら、[HyperFlex Connect の起動] をクリックしてストレージ クラスタの管理を開
始します。
（注）

既存のストレージ クラスタにノードを追加した場合、スケジュールされた時間に自動再調整が
行われるまでの間、クラスタの HA 復元力は引き続き元のストレージ クラスタと同じです。
再調整は通常、24 時間の期間でスケジュールされ、ノードの障害発生の 2 時間後、またはスト
レージ クラスタの領域がなくなったときに行われます。

スケジュールされた時間よりも前にストレージ クラスタを再調整する必要がある場合は、次に示すスト
レージ クラスタの再調整コマンドを手動で実行します。
ストレージ クラスタ コントローラ VM コマンド ラインから、次のコマンドを実行します。
1.

# stcli rebalance start --force

2.

再調整のステータスをモニタするには
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# stcli rebalance status

ステップ 12

新しいノードがストレージ クラスタに追加された後、HA サービスがリセットされ、追加されたノード
を HA が認識できるようになります。
a)

vSphere にログインします。

b) vSphere Web クライアントで、[ホーム（Home）] > [vCenter] > [インベントリ リスト（]Inventory
Lists））] > [ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] > [vCenter] > [サーバ（Server）] > [デー
タセンター（Datacenter）] > [クラスタ（Cluster）] > [ホスト（Host）] をクリックします。
c)

新規ノードを選択します。

d) 右クリックして [vSphere HA 用に再設定（Reconfigure for vSphere HA）] を選択します。

コンピューティング専用ノードを追加するための前提条
件
HyperFlex クラスタの作成後に コンピューティングのみ ノードをクラスタに追加できます。こ
れを追加すると、追加的なコンピューティング リソースが提供されます。キャッシュ ドライ
ブや永続ドライブはクラスタのストレージ容量の要因ではないので、Cisco UCSサーバはこれ
らを装備する必要がありません。
コンピューティングのみノードの追加を開始する前に、次の前提条件が満たされていることを
確認します。
• ストレージ クラスタの状態が正常であることを確認します。
• 新しいノードが、「インストールの前提条件」に記載された コンピューティングのみ の
システム要件（ネットワーク要件とディスク要件を含む）を満たしていることを確認しま
す。
• サービス プロファイルを関連付けた後に、ESXi ハイパーバイザをインストールします。
• 新しいノードがストレージ クラスタ内の他のノードと同じ設定を使用していることを確認
します。これには、VLAN ID とスイッチ タイプ（vSwitch かどうか）、外部スイッチ VLAN
タギング（EST）を使用した VLAN タギング、仮想スイッチ タギング（VST）を使用した
VLAN タギング、または仮想分散型スイッチが含まれます。

（注）

ストレージ クラスタが容量不足の状態にある場合は、新しいノー
ドを追加すると、システムが自動的にストレージ クラスタを再調
整します。これは、24 時間ごとに実施される再調整とは別の追加
的な動作です。
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• 追加する新しいノードに、HX クラスタ内ですでに使用されているものとは異なる CPU
ファミリが使用されている場合は、EVC を有効にします。詳細については、「概要」を参
照してください。
• ノード上のソフトウェア バージョンが Cisco HX Data Platform バージョン、ESXi バージョ
ン、および vCenter バージョンと一致することを確認します。ソフトウェア バージョンを
特定するには、vCenter の [ストレージ クラスタの概要（Storage Cluster Summary）] タブに
移動し、最上部のセクションで [HX Data Platform のバージョン（HX Data Platform version）]
を確認します。必要に応じてアップグレードします。
• 新しいノードで少なくとも 1 つの有効な DNS と NTP サーバが設定されていることを確認
します。
• SSO または自動サポートを使用する場合は、ノードが SSO サービスと SMTP サービス用
に設定されていることを確認します。
• HX M4 コンピューティングのみ ノードでは、SD カードまたはフロント SSD で ESXi イン
ストールがサポートされます。USB フラッシュ、フロント SSD、またはフロント HDD に
ESXi をインストールすると、再起動時にコントローラ VM が削除されます。

コンピューティング専用ノードの準備
ステップ 1 サポート対象の HX サーバであること、およびサーバの要件を満たしていることを確認します。詳細につ
いては、ホスト要件 （19 ページ）を参照してください。
ステップ 2 Cisco UCS Manager にログインします。
a)

ブラウザを開き、ストレージ クラスタ ネットワークのファブリック インターコネクト用の Cisco UCS
Manager アドレスを入力します。

b) [UCS Manager の起動（Launch UCS Manager）] ボタンをクリックします。
c)

プロンプトが表示された場合は、Java をダウンロードし、インストールして、受け入れます。

d) 管理者クレデンシャルを使用してログインします。
[ユーザ名（Username）]：admin
[パスワード（Password）]：<管理者パスワード>
ステップ 3 サーバを見つけて、ストレージ クラスタと同じ FI ドメインにサーバが追加済みであること、承認されたコ
ンピューティング専用モデルであることを確認します。互換性のあるコンピューティング専用ノードの詳
細なリストについては、最新の『Release Notes for Cisco HX Data Platform』を確認してください。
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HX Data Platform インストーラの確認
ステップ 1 ストレージ クラスタに追加されるコンピューティング ノードおよびストレージ クラスタ内のすべてのノー
ドと通信できる 1 つのノード上に、HX Data Platform インストーラがインストールされていることを確認し
ます。
ステップ 2 HX Data Platform インストーラがインストールされていない場合は、「HX Data Platform インストーラの展
開」を参照してください。

UCS Manager を使用した コンピューティングのみ ノードへの HX プロ
ファイルの適用
Cisco UCS Manager では、ネットワーク ポリシーが HX プロファイルにグループ化されます。
HX インストーラは、コンピューティング専用ノードの自動サービス プロファイル アソシエー
ション（関連付け）を処理します。手動アソシエーションは不要です。

インストールが開始したら、UCS Manager でコンピューティング専用ノードのサービス プロファイル アソ
シエーションを監視してください。ESXi のインストールに進む前に、サーバが完全に関連付けられるまで
待ちます。

コンピューティング ノードへの VMware ESXi のインストール
重要

各コンピューティング専用ノード上に VMware ESXi をインストールします。
Cisco HX Data Platform でサポートされるバージョンの ESXi をインストールします。サポート
されている ESXi バージョンのリストについては、『Cisco HyperFlex Data Platform Release Notes』
を参照してください。
コンピューティング専用ノードに ESXi がすでにインストール済みの場合、Cisco HX カスタム
イメージで再イメージ化する必要があります。

始める前に
必要なハードウェアとネットワークの設定が満たされていることを確認します。詳細について
は、インストールの前提条件 （13 ページ）を参照してください。前の手順でサービス プロ
ファイルの関連付けが完了していることを確認します。
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ステップ 1

Cisco HyperFlex の Cisco.com ダウンロード サイトから ESXi の HX カスタム イメージをダウンロードしま
す。「ソフトウェアのダウンロード」を参照してください。
Cisco UCS Manager を介してアクセス可能なネットワーク ロケーションを選択します。

ステップ 2

Cisco UCS Manager にログインします。

ステップ 3

Cisco UCS Manager からサーバの KVM コンソールにログインします。
a)

ナビゲーション ペインで、[サーバ（Servers）] > [サービス プロファイル（Service Profiles）] > [サ
ブ組織（Sub-Ogranizations）] > [hx-cluster] をクリックします。

b) [hx-cluster] を右クリックして、[KVM コンソール（KVM Console）] を選択します。
ステップ 4

コンピューティング サーバの KVM パスに HX-Vmware.iso イメージをコピーします。
例：
HX-Vmware-ESXi-60U3-5050593-Cisco-Custom-6.0.3.1.iso

ステップ 5

KVM コンソール セッションから、[仮想メディア（Virtual Media）] > [マップ CD/DVD（Map CD/DVD）]
を選択し、ESXi の HX カスタム イメージをマウントします。[マップ CD/DVD（Map CD/DVD）] オプショ
ンが表示されない場合は、まず仮想デバイスをアクティブにします。
a)

[仮想メディア（Virtual Media）] > [仮想デバイスのアクティブ化（Activate Virtual Devices）] を選
択します。
これはポップアップ ウィンドウで開きます。

b) [セッションの受け入れ（Accept the session）] > [適用（Apply）] をクリックします。
ステップ 6

[マップ CD/DVD（Map CD/DVD）] オプションから、HX-Vmware.iso ファイルの場所にマップします。
a)

HX-Vmware.iso ファイルを選択します。

b) [マップ デバイス（Map Device）] を選択します。
プロセスが完了したら、マップされた場所にファイルがあることを示すチェック マークが付きます。
マッピングされたファイルのフルネームには ESXi ビルド ID が含まれます。
ステップ 7

コンピューティング サーバをリセットします。
a)

KVM コンソールで [リセット（Reset）] ボタンをクリックします。[OK] をクリックして確定します。

b) [電源の再投入（Power Cycle）] を選択します。[OK] をクリックします。
ステップ 8

HX-Vmware.iso ファイルを指すようにブート パスを変更します。
a)

F6 キーを押します。

b) [起動選択の入力（Enter boot selection）] メニューから、矢印キーを使用して Cisco vKVM-Mapped
vDVD1.22 オプションを強調表示します。
c)

Enter キーを押して選択します。
これにより ESXi インストーラ ブートローダーが起動します。目的のブート タイプに基づいて 3 つ
のコンピューティング専用ノード オプション（SD カード、ローカル ディスク、またはリモート ディ
スク）のいずれかを選択します。yes（すべて小文字）を入力して選択を確定します。インストール
の残りの部分は自動化されています。ESXi は数回、再起動します。警告が表示されて短い待機期間
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の後に自動的に消える場合は、正常な動作です。インストールが終了すると ESXi DCUI が完全に表
示されるので、それまで待ちます。
ステップ 9

各 Cisco HyperFlex サーバに対してステップ 3 ～ 8 を繰り返します。

ステップ 10

ESXi が完全にインストールされたら、[続行（Continue）] をクリックします。次に [Hypervisor 設定の再
試行（Retry Hypervisor Configuration）] をクリックして、クラスタ拡張の残りの部分を完了します。

既存のクラスタにコンピューティング専用ノードを追加
する
既存の HyperFlex システム クラスタに HyperFlex コンピューティング専用ノードを追加するに
は、次の手順を実行します。

（注）

ステップ 1

RESTful API を使用してクラスタ拡張を実行する場合は、タスクの実行時間が予想以上に長く
なる場合があります。

Cisco HX Data Platform インストーラ を起動します。
a)

Web ブラウザで、HX データ プラットフォーム インストーラ VM の IP アドレスまたはのノード名を
入力します。[承認（Acceot）] または [続行（Continue）] をクリックして SSL 証明書エラーをバイパ
スします。Cisco HX Data Platform インストーラ のログイン ページが表示されます。ログイン画面の
右下隅でHX データ プラットフォーム インストーラ ビルド ID を確認します。

b) ログイン ページで、次のクレデンシャルを入力します。
[ユーザ名（Username）]：root
[パスワード（Password）]（デフォルト）：Cisco123
（注）

c)

システム出荷時のデフォルト パスワード Cisco123 は、インストール時に変更する必要があ
ります。新しいユーザがパスワードを指定していない限り、インストールを続行できませ
ん。

EULA の内容を読み、[利用規約に同意します（I accept the terms and conditions）] チェックボックス
をオンにして、[ログイン（Login）] をクリックします。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflow）] ページで [クラスタ展開（Cluster Expansion）] を選択します。

ステップ 3

[クレデンシャル（Credentials）] ページで、次のフィールドに値を入力します。
クラスタを作成するには、必要な構成データが格納された JSON コンフィギュレーション ファイル をイ
ンポートできます。JSON ファイルをインポートする場合は、次の 2 つのステップを行います。インポー
トしない場合は、必須フィールドに手動でデータを入力できます。
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（注）

初回インストールの場合は、シスコの担当者に連絡して工場出荷時のプレインストール JSON
ファイルを入手してください。
1.

[ファイルの選択（Select a file）] をクリックし、該当する JSON ファイルを選択して構成を
ロードします。[構成を使用（Use Configuration）] を選択します。

2.

インポートされた値が Cisco UCS Manager の値と異なる場合、[インポートされた値を上書
きする（Overwrite Imported Values）]ダイアログボックスが表示されます。[検出された値を
使用（Use Discovered Values）] を選択します。

フィールド

説明

UCS Managerクレデンシャル
UCS Managerのホスト名

UCS Manager の FQDN または IP アドレス
たとえば、 10.193.211.120 とします。

ユーザ名

<管理者> ユーザ名。

パスワード

<管理者> パスワード。

vCenterクレデンシャル
vCenter Server

vCenter Server の FQDN または IP アドレス
たとえば、 10.193.211.120 とします。
（注）

• VCenter Server が準備されていなけれ
ば、クラスタは動作可能になりませ
ん。
• vCenter のアドレスとクレデンシャル
には、vCenter に対するルート レベル
の管理者権限が必要です。
• ネストされた vCenter を構築する場
合、vCenter Server の入力はオプショ
ンです。詳細については Nested
vCenter TechNote を参照してくださ
い。

ユーザ名

<管理者> ユーザ名
たとえば、administrator@vsphere.local とします。

[管理パスワード（Admin Password）]

<root> パスワード。

ハイパーバイザのクレデンシャル
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フィールド

説明

管理者ユーザ名

<管理者> ユーザ名。
これはファクトリ ノードのルートです。

[管理パスワード（Admin Password）]

<root> パスワード。
デフォルトのパスワードは、ファクトリ ノードの
Cisco123 です。
（注）

ステップ 4

システム出荷時のデフォルト パスワード
Cisco123 は、インストール時に変更する
必要があります。新しいユーザがパスワー
ドを指定していない限り、インストール
を続行できません。

[続行（Continue）]をクリックします。[クラスタ展開の設定（Cluster Expand Configuration）] ページが表
示されます。拡張する HX クラスタを選択します。
拡張する HX クラスタが見つからない場合、もしくはクラスタのロードに時間がかかる場合、[管理 IP ア
ドレス（Management IP Address）] フィールドにクラスタ管理アドレスの IP を入力します。

ステップ 5

[続行（Continue）]をクリックします。[サーバの選択（Server Selection）] ページが表示されます。[サー
バの選択（Server Selection）] ページの [関連付け（Associated）] タブに、接続済みのすべての HX サーバ
が一覧表示されます。それらを選択しないでください。[関連付けなし（Unassociated）] タブで、クラス
タに追加するサーバを選択します。

ステップ 6

[続行（Continue）]をクリックします。[UCS マネージャの設定（UCS Manager Configuration）] ページが
表示されます。
（注）

• 最初に JSON ファイルをインポートした場合、既存の HX クラスタから得られた必要な設
定データがフィールドに取り込まれているはずです。クラスタに追加するサーバが関連付
けられていない場合は、それらのサーバを選択して [続行（Continue）] をクリックします。
• この情報は、既存のクラスタ構成に一致している必要があります。このページで、適切な
設定を使用していることを確認してください。

各ネットワークに関する次の情報を入力します。
フィールド

情報

ESXi および HyperFlex 管理用の VLAN
VLAN 名

名前：hx-inband-mgmt

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3091

HyperFlex ストレージ トラフィック用の VLAN
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フィールド

情報

VLAN 名

名前：hx-storage-data

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3092

VM vMotion用のVLAN
VLAN 名

名前：hx-vmotion

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3093

VMネットワーク用のVLAN
VLAN 名

名前：hx-vm-network

[VLAN ID]

デフォルト VLAN ID：3094

MAC プール
MACプールのプレフィックス

たとえば 00:25:B5:99（99 はデフォルトで、ユーザ
環境に合わせて設定できます）。

アウトオブバンド CIMC 用の 'hx-ext-mgmt' IP プール
IPブロック

HyperFlex ノードに指定されている IP アドレスの範
囲。これは、ゲスト VLAN の値のカンマ区切りリ
ストにすることができます。
たとえば 10.193.211.124-127、10.193.211.158-163、
255.255.255.0。
ゲートウェイの IP アドレスを入力します。たとえ
ば、 10.193.0.1 とします。

サブネット

IPアドレスを制限および制御するために、サブネッ
トを適切なレベルに設定します。
たとえば、 255.255.0.0 とします。

デフォルト ゲートウェイ

IP アドレス
たとえば、 10.193.0.1 とします。

詳細設定
UCS ファームウェア バージョン

ドロップダウン リストから、HX サーバと関連付け
る UCS サーバ ファームウェア バージョンを選択し
ます。UCS ファームウェア バージョンは、UCSM
バージョンと一致する必要があります。詳細につい
ては、最新の『Cisco HX Data Platform Release
Notes』を参照してください。
たとえば、 3.2(1d) とします。
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フィールド

情報

HyperFlexクラスタ名

特定のクラスタ内の HX サーバのグループに適用さ
れる名前。これはユーザ定義の名前です。HyperFlex
クラスタ名によりサーバ プロファイルにラベルが
追加され、クラスタを識別しやすくなります。

（注）

ステップ 7

[設定（Configuration）] ペインで VLAN、MAC プール、IP アドレス プールの情報を確認しま
す。これらの VLAN ID は、環境によって変更されている可能性があります。デフォルトでは、
インストーラが VLAN を非ネイティブとして設定します。トランク構成を適切に適用すること
で、非ネイティブ VLAN に対応するアップストリーム スイッチを構成する必要があります。

[続行（Continue）]をクリックします。[ハイパーバイザの設定（Hypervisor Configuration）] ページが表
示されます。次のフィールドに入力します。
注目

再インストールの場合や、ESXiネットワーキングがすでに完了している場合は、この手順で説
明したフィールドの入力を省略できます。

フィールド

説明

共通ハイパーバイザ設定の構成
サブネット マスク

IPアドレスを制限および制御するために、サブネッ
トを適切なレベルに設定します。
たとえば、 255.255.0.0 とします。
ゲートウェイの IP アドレス。

[ゲートウェイ（Gateway）]

たとえば、 10.193.0.1 とします。
[DNSサーバ（DNS Server(s)）]

DNS サーバの IP アドレス。
DNS サーバを使用しない場合、HX Data Platform イ
ンストーラの [クラスタの設定（Cluster
Configuration）]ページのどのフィールドにもホスト
名を入力しないでください。すべての ESXi ホスト
にスタティック IP アドレスとホスト名のみを使用
します。
（注）

複数の DNS サーバを指定する場合、両方
の DNS サーバがカンマで区切って正確に
入力されるよう十分に注意してください。

ハイパーバイザ設定
[IP アドレスとホスト名を連続的に入力する（Make IP Addresses and Hostnames Sequential）] を選択し
て、IP アドレスが順番に並ぶようにしてください。
（注）

ドラッグ アンド ドロップ操作を使用してサーバの順番を並び替えることができます。
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ステップ 8

フィールド

説明

名前

サーバ名。

シリアル

サーバのシリアル番号。

スタティックIPアドレス

すべての ESXi ホストのスタティック IP アドレス
とホスト名を入力します。

ホスト名

ホスト名フィールドを空のままにしないでくださ
い。

[続行（Continue）]をクリックします。[IP アドレス（IP Addresses）] ページが表示されます。[コンピュー
ティング専用ノードの追加（Add Compute-only Node）] をクリックし、新しいノードを追加します。
複数のコンピューティング専用ノードを追加する場合は、[IP アドレスをシーケンシャルにする（Make
IP Addresses Sequential）] を選択します。
フィールド

情報

管理ハイパーバイザ

ESXi ホストとストレージ コントローラの間のハイ
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。

管理ストレージコントローラ

なし。

Data Hypervisor

ESXi ホストとストレージ コントローラ間のハイ
パーバイザ データ ネットワーク接続を処理するス
タティック IP アドレスを入力します。

データ ストレージ コントローラ

なし。

コントローラ VM

コントローラ VM が既存の HX クラスタにインス
トールされたときにそれらの VM に適用されたデ
フォルトの管理者ユーザ名とパスワードを入力しま
す。
（注）

ステップ 9

コントローラ VM の名前は変更できませ
ん。既存のクラスタ パスワードを使用し
てください。

[スタート（Start）] をクリックします。[進捗状況（Progress）] ページには、さまざまな設定タスクの進
捗状況が表示されます。
（注）

デフォルトで、FlexFlash (SD カード) からブートする場合にはユーザの介入は必要はありませ
ん。ただし、ローカル ディスクからブートするようコンピューティング専用ノードを設定する
場合は、Cisco UCS Managerの次の手順を完了します。
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1.

HX データ プラットフォーム インストーラ によって作成されたサービス プロファイルをクリックし
ます。
たとえば blade-1(HX_Cluster_Name) です。

2.

[全般（General）] タブで、[テンプレートからアンバインドする（Unbind from the Template）] をク
リックします。

3.

作業中のペインで、[ストレージ（Storage）] タブをクリックします。[ローカル ディスクの設定ポリ
シー（Local Disk Configuration Policy）] サブ タブをクリックします。

4.

[アクション（Actions）] 領域で、[ローカル ディスク設定のポリシーの変更（Change Local Disk
Configuration Policy）] > [ローカル ディスク設定ポリシーの作成（Create Local DiskConfiguration
Policy）] を選択します。。

5.

[ローカル ディスク設定ポリシーの作成（Create Local Disk Configuration Policy）] で、ポリシーの名
前を入力し、残りの部分をデフォルトのままにします。[OK] をクリックします。

6.

[ローカル ディスク設定のポリシーの変更（Change Local Disk Configuration Policy）] の [アクション
（Actions）] 領域で、ドロップダウン リストから、新しく作成されたローカル ディスク設定ポリシー
を選択します。[OK] をクリックします。

7.

ここで、HX データ プラットフォーム インストーラ UIに戻って、[UCSM 設定の再試行（Retry UCSM
Configuration）] をクリックします。

（注）

vCenter クラスタで EVC が有効になっている場合、展開プロセスが失敗し、「ホストを手動で
vCenter に追加する必要があります（The host needs to be manually added to
vCenter）」というメッセージが出されます。展開操作を正常に実行するには、次のようにし
ます。

1.

vSphere クライアント に追加する ESXi ホストにログインします。

2.

コントローラ VM の電源をオフにします。

3.

vSphere Web クライアント で vCenter クラスタにホストを追加します。

4.

HX インストーラで、[展開を再試行（Retry Deploy）] をクリックします。

ステップ 10

インストールが完了したら、[HyperFlex Connect の起動（Launch HyperFlex Connect）] をクリックしてス
トレージ クラスタの管理を開始します。

ステップ 11

新しいノードがストレージ クラスタに追加された後、HA サービスがリセットされ、追加されたノード
を HA が認識できるようになります。
a)

vSphere にログインします。

b) vSphere Web クライアントで、[ホーム（Home）] > [vCenter] > [インベントリ リスト（]Inventory
Lists））] > [ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] > [vCenter] > [サーバ（Server）] > [デー
タセンター（Datacenter）] > [クラスタ（Cluster）] > [ホスト（Host）] をクリックします。
c)

新規ノードを選択します。
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d) 右クリックして [vSphere HA 用に再設定（Reconfigure for vSphere HA）] を選択します。

クラスタ拡張の障害の解決
エラー ダイアログボックスが表示され、ストレージ クラスタの拡張が完了しない場合は、次
に示す解決オプションに進みます。

ステップ 1 [構成の編集（Edit Configuration）]：[クラスタの設定（Cluster Configuration）] ページに戻ります。検証ペー
ジに記載されている問題を修正してください。
ステップ 2 [初めからやり直す（Start Over）]：進捗テーブル エントリを消去することで、適用した設定を無効にし、
[クラスタの設定（Cluster Configuration）] ページに戻って新しい展開を再び開始します。テクニカル アシ
スタンス センター（TAC）を参照してください。
ステップ 3 [続行（Continue）]：障害でエラーが発生した状態のまま、ストレージ クラスタにノードを追加します。テ
クニカル アシスタンス センター（TAC）を参照してください。
（注）

障害についてよく理解し、予測できない動作の可能性を受け入れる用意がある場合にのみ、[続行
（Continue）] ボタンを選択してください。
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混在 CPU を伴うクラスタの設定
この章では、同じ FI 上に複数の Intel CPU バージョンが搭載された HX ノードを追加する方法
について説明します。
• 概要 （143 ページ）
• 混合 CPU を使用するための前提条件 （143 ページ）
• EVC モードと CPU の互換性 （144 ページ）
• 既存のクラスタでの拡張 vMotion 互換性（EVC）の有効化 （144 ページ）

概要
HyperFlex は、同じファブリック インターコネクト上で Intel v3 CPU と Intel v4 CPU をサポー
トします。Intel v3 CPU と Intel v4 CPU の間で仮想マシンを移行するには、VMware の拡張
vMotion 互換性（EVC）を有効にします。EVC を有効にすると、HyperFlexクラスタ内のすべて
のホストの設定で、下位モデル CPU の機能を伴う基準が適用されます。どのホストで稼働し
ているかに関係なく、同一の CPU 機能が仮想マシンに公開されるので、HyperFlexクラスタ内
のホスト間で仮想マシンを移行できます。これにより、ホストの基盤となるハードウェアが異
なる場合でも、vMotion の CPU 互換性が保証されます。

混合 CPU を使用するための前提条件
• EVC 対応クラスタでは、単一のベンダー製の CPU だけを使用できます。EVC 対応クラス
タに別のベンダー製のホストを追加することはできません。
• 複数のリビジョン番号（v2、v3、または v4）を持つ Xeon E3 または Xeon E5 ファミリの
Intel プロセッサを搭載したクラスタ用に EVC を有効にする場合は、EVC 基準が必要で
す。
• 高度な仮想 CPU 機能が使用可能な場合は、BIOS でこれを有効にします。そうしないと、
EVC 互換性チェックで特定の CPU に存在するはずの機能を検出できず、EVC の有効化で
問題が発生する可能性があります。
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• 次のシナリオでは、EVC クラスタ内に仮想マシンが存在しても、vMotion を使用した仮想
マシンの移行が失敗する可能性があります。
• ホストが vCenter Server システムに接続されていない場合。
• ホストが vMotion 用に設定されていない場合。
• 仮想マシンが送信元ホストと宛先ホストの共有ストレージ上に存在しない場合。

EVC モードと CPU の互換性
ご使用の CPU と互換性のある拡張 VMotion 互換性 (EVC) モードを特定するには、『VMware
Compatibility Guide』を検索してください。サーバ モデルまたは CPU ファミリを検索し、CPU
シリーズ列のエントリをクリックすると、互換性のある EVC モードが表示されます。
ホストの現在の EVC モードの検索
各 EVC モードは、同じ名前のプロセッサで使用できる機能に緊密に対応しています。
vSphere Web クライアントの使用
1.

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] >
[HX クラスタ（HX Cluster）] > [サマリー（Summary）] を選択します。[サマリー
（Summary）] タブには、EVC が有効になっているかどうかと、ホストの現在の EVC モー
ドが表示されます。

2.

ホストでサポートされるすべての EVC モードのリストを表示するには、EVC モードの横
にある青色のアイコンをクリックします。

VMware 共有ユーティリティ ツールの使用
VMware は、互換性 EVC モードを表示する無料 CPU 識別ユーティリティに加えて、他の CPU
機能も備えています。このユーティリティをダウンロードし、共有ユーティリティを使って
ISO イメージからホストを起動できます。

既存のクラスタでの拡張vMotion互換性（EVC）の有効化
クラスタ内のホスト間で vMotion による移行が確実に行われるようにするには、EVC を有効に
します。EVC モードは、同じ HyperFlex クラスタ内で異なる CPU ファミリを混在させる場合
に必要です。EVC モードが有効になると、設定された EVC モードの最小要件を満たすホスト
だけがクラスタに追加されます。クラスタの拡張中でも、中断することなく EVC モードを有
効にすることができます。
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（注）

• EVC はデフォルトで無効になっています。クラスタ設定の [VMware EVC] で EVC を有効
にすることができます。
• これは HX Data Platform の制約ではなく、VMware の制限です。詳細については、VMware
KB の記事『EVC and CPU Compatibility FAQ (1005764)』を参照してください。
ここでは、コンピューティング ノード内の古い CPU を既存の HyperFlex クラスタに追加する
場合に必要となる手動の手順について説明します。新しいノードを含むクラスタ拡張ワークフ
ローで EVC モードを有効にしなかった場合は、これらの手順に従ってください。

ステップ 1

開始する前に、HyperFlex クラスタが正常であり、すべてのノードがオンラインであることを確認してく
ださい。
• vSphere Web クライアントの使用
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter インベントリ リスト（vCenter Inventory
Lists）] > [Cisco HyperFlex System] > [Cisco HX Data Platform] > [HX クラスタ（HX Cluster）] > [概
要（Summary）] を選択します。
レスポンスの例：
Operational Status: Online
Resiliency Status: Healthy

• コントローラ VM を使用
コントローラ VMで、#stcli

cluster info

コマンドを実行します。

レスポンスの例：
healthstate: healthy
state: online

ステップ 2

すべての非ストレージ コントローラ仮想マシンの電源をオフにします。

ステップ 3

1 つのストレージ コントローラ VM にログインし、stcli
行が完了するまで待ちます。

ステップ 4

すべてのストレージ コントローラ VM をシャットダウンします。
a)

cluster shutdown

コマンドを実行します。実

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[VM とテンプレート（VMs and Templates）] > [vCenter
サーバ （vCenter server）] > [データセンター（Datacenter）] > [ESXi エージェント（ESXi Agents）] >
[仮想マシン（Virtual Machines）] > [controller_vm]を選択します。

b) [controller_vm] を右クリックするか、[アクション（Actions）] メニューの [電源（Power）] > [電源オ
ンまたは電源（Power On or Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択します。
ステップ 5

各HX ホストをメンテナンス モードにします。
a)

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[ホストとクラスタ（Hosts and Clusters）] > [データセ
ンター（Datacenter）] > [HX Cluster クラスタ（HX Cluster）] > [ノード（node）] を選択します。

b) ノードを右クリックし、[メンテナンス モード（Maintenance Mode）] > [HX メンテナンス モードの
開始（Enter HX Maintenance Mode）] を選択します。
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（注）

ステップ 6

この操作に [Cisco HX メンテナンス モード（Cisco HX Maintenance Mode）] メニューを使用
しないでください。

HX クラスタで拡張 vMotion 互換性（EVC）を有効にします。
a)

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[ホストとクラスタ（Hosts and Clusters）] > [データセ
ンター（Datacenter）] > [HX クラスタ（HX Cluster）] を選択します。

b) EVC を有効にする対象となるクラスタを選択します。[ワーク（Work）] ペインで、[管理（Manage）]
または [設定（Configure）] タブをクリックします。[VMware EVC] を選択します。
c)
ステップ 7

[編集（Edit）] ボタンをクリックし、該当する [EVC モード（EVC mode）] を選択します。[OK] をク
リックします。

メンテナンス モードを終了します。
a)

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[ホストとクラスタ（Hosts and Clusters）] > [データセ
ンター（Datacenter）] > [HX Cluster クラスタ（HX Cluster）] > [ノード（node）] を選択します。

b) ノードを右クリックし、[メンテナンス モード（Maintenance Mode）] > [HX メンテナンス モードの
終了（Exit HX Maintenance Mode）] を選択します。
（注）

ステップ 8

この操作に [Cisco HX メンテナンス モード（Cisco HX Maintenance Mode）] メニューを使用
しないでください。

ホストのメンテナンス モードが終了した後、コントローラ VM が自動的に電源オンになるはずです。コ
ントローラ VM の電源が自動的にオンにならない場合は、次の操作を行います。
a)

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[VM とテンプレート（VMs and Templates）] > [vCenter
サーバ （vCenter server）] > [データセンター（Datacenter）] > [ESXi エージェント（ESXi Agents）] >
[仮想マシン（Virtual Machines）] > [controller_vm]を選択します。

b) [controller_vm] を右クリックするか、[アクション（Actions）] メニューからクリックします。[電源
（Power）] > [電源オンまたは電源（Power On or Power）] > [電源オン（Power ON）] を選択しま
す。
ステップ 9

すべてのコントローラ VM が完全に起動していることを確認してください。次に、コントローラ VM の
1 つにログインし、stcli cluster start コマンドを実行します。

ステップ 10

すべてのデータストアが vCenter HX プラグインからマウントされていることを確認し、クラスタが正常
であることを確認します。

ステップ 11

ユーザ VM を開始します。
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章

Cisco HyperFlex システム カスタマイズされ
たインストール方法
• 概要 （147 ページ）
• 事前設定されていない Cisco HyperFlex システムのインストールおよび設定のワークフロー
（147 ページ）
• VMware ESXi のインストール （148 ページ）

概要
この章では、インストール手順に移る前に手動で HyperFlex サーバを準備するプロセスについ
て説明します。このカスタマイズされたインストール方法を、次のシナリオで使用することが
できます。
• HyperFlex クラスタにコンピューティング専用ノードを追加する。
• Cisco HyperFlex システム を再展開する。
実行するタスクは、事前設定された HyperFlex System を展開する場合と基本的に同じです。事
前設定されていないシステムに固有の新しいタスクは、VMware ESXi のインストールです。

事前設定されていない Cisco HyperFlex システムのインス
トールおよび設定のワークフロー
始める前に
Cisco HyperFlex システム のインストールと設定の要件を確認します。詳細については、「イ
ンストールの前提条件」を参照してください。
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ステップ 1 vCenter でクラスタを削除することにより、既存の環境をクリーンアップします。Cisco UCS で、vCenterMOB
エントリ、UCS Manager サービス プロファイル、および VLAN を削除します。
ステップ 2 「ソフトウェアのダウンロード」から Cisco HyperFlex Data Platform インストーラ OVA ファイルをダウ
ンロードします。
例：
Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v2.5.1b-26284.ova
ステップ 3 Cisco HX Data Platform インストーラ を起動してサインインします。
a)

[カスタマイズされたワークフロー（Customized Workflow）] を選択します。

b) [UCS Manager 設定の実行（Run UCS Manager configuration）] を選択して、UCS サービス プロファイル
を設定します。VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System インストール ガイド の「Configuring Cisco
UCS Manager and HX Data Platform」のセクションに記載されている手順に従います。
ステップ 4 vMedia を使用して、新規の ESXi インストールを実行します。
（注）

自動 IP アドレス割り当てに Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用することは推奨さ
れません。デフォルトでは、HX データ プラットフォーム インストーラによって、ESXi サーバに
静的 IP アドレスが割り当てられます。DHCP を使用する場合は、適切な VLAN を使用して ESXi
でネットワークを手動で設定します。

ステップ 5 Cisco HX Data Platform インストーラ を再起動します。
a)

[カスタマイズされたワークフロー（Customized Workflow）] を選択します。

b) [ESX 設定の実行（Run ESX Configuration）]、[HX ソフトウェアの展開（Deploy HX Software）]、およ
び [HX クラスタの作成（Create HX Cluster）] を選択します。
ウィザードで必ず [既存のパーティションの削除（Delete Existing Partitions）] を選択してください。

VMware ESXi のインストール
サーバには、サポートされるバージョンの VMware ESXi が必要です。サポートされる ESXi
バージョンのリストについては、最新の『Release notes for Cisco HX Data Platform』を参照して
ください。

重要

各 HX サーバで ESXi をインストールします。

Cisco HyperFlex Data Platform のソフトウェア ダウンロード ページから VMware ESXi イメージをダウンロー
ドします。Cisco UCS Manager を介してアクセス可能なネットワーク ロケーションを選択します。
HX カスタム ISO は、Cisco カスタム ESXi リリースに基づいています。
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たとえば、
HX-Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-6.0.2.3.iso

。

次のタスク
• Cisco UCS Manager を介して vMedia およびブート ポリシーを設定します。
• リモート KVM コンソールを開きます。
• サーバを再起動してインストールを開始します。
• Cisco UCS Manager を介して vMedia およびブート ポリシーの変更を元に戻します。

Cisco UCS Manager での vMedia およびブート ポリシーの設定
Cisco UCS vMedia ポリシーとブート ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
始める前に
Cisco HX Data Platform インストーラ にログインします。Cisco UCS Manager の設定に応じて、
標準クラスタ用の [クラスタの作成（Create Cluster）] ワークフローを実行します。

（注）

サーバからサービスプロファイルの関連付けを解除する際に特定しやすくするために、Temporary
という名前のクラスタを作成してください。

ステップ 1

Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [サーバ（Servers）] タブをクリックします。

ステップ 2

[サーバ（Servers）] > [ポリシー（Policies）] > [ルート（root）] > [下位組織（Sub-Organizations）] >
[hx-cluster] > [vMedia ポリシー（vMedia Policies）] を展開します。

ステップ 3

[vMedia ポリシー HyperFlex（vMedia Policy HyperFlex）] をクリックします。

ステップ 4

設定ペインで、[vMedia マウントの作成（Create vMedia Mount）] をクリックしします。

ステップ 5

マウントの名前を入力します（例：ESX）。

ステップ 6

[CDD オプション（CDD option）] を選択します。

ステップ 7

プロトコルとして [HTTP] を選択します。

ステップ 8

[IP アドレス（IP Address）] に HyperFlex インストーラ VM の IP アドレスを入力します（例：
192.168.10.210）。

ステップ 9

[変数イメージ名（Image Variable Name）] として [なし（None）] を選択します。
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ステップ 10

[Remote File（リモート ファイル）] に
HX-Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.2.iso と入力します。

ステップ 11

[リモート パス（Remote Path）] に /images/ と入力します。

ステップ 12

[変更の保存（Save Changes）] をクリックし、[OK] をクリックします。

ステップ 13

設定ペインで、[サーバ（Servers）] > [サービス プロファイル テンプレート（Service Profile Templates）] >
[ルート（root）] > [サブ組織（Sub-Organizations）] > [hx-cluster] > [サービス テンプレート hx-nodes
（Service Template hx-nodes）] を選択します。

ステップ 14

[VMedia ポリシー（vMedia Policy）] タブをクリックします。

ステップ 15

[vMedia ポリシーの変更（Modify vMedia Policy）] をクリックします。

ステップ 16

ドロップダウン選択項目から [HyperFlex vMedia ポリシー（HyperFlex vMedia Policy）] を選択して、[OK]
を 2 回クリックします。

ステップ 17

[サーバ（Servers）] > [ポリシー（Policies）] > [ルート（root）] > [サブ組織（Sub-Organizations）] >
[hx-cluster] > [Boot Policy HyperFlex] を選択します。

ステップ 18

ナビゲーション ペインで、[CIMC マウント vMedia（CIMC Mounted vMedia）] というセクションを展開
します。

ステップ 19

[CIMC マウント CD/DVD の追加（Add CIMC Mounted CD/DVD）] という名前のエントリをクリックしま
す。

ステップ 20

[ブート順序（Boot Order）] リストで [CIMC マウント CD/DVD（CIMC Mounted CD/DVD）] エントリを
選択し、[上へ（Move Up）] ボタンを何度かクリックして [CIMC マウント CD/DVD（CIMC Mounted
CD/DVD）] エントリをリストの先頭に移動させます。

ステップ 21

[変更の保存（Save Changes）] をクリックし、[OK] をクリックします。

次のタスク
サブ組織 Temporary を削除します。

リモート KVM コンソールを開く
1 つ以上のサーバの進行状況をモニタするには、リモート KVM コンソール セッションを開い
てインストール状況を監視することを推奨します。
KVM コンソールを開くには、以下の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [サーバ（Servers）] をクリックします。
ステップ 2 [サーバ（Servers）] > [サービス プロファイル（Service Profiles）] > [ルート（Root）] > [サブ組織
（Sub-Organizaitons）] > [hx-cluster] > [rack-unit-number] を展開します。
ステップ 3 [ワーク（Work）] ペインで、[全般（General）] タブをクリックします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] 領域で、[KVM コンソール（KVM Console）] をクリックします。
ステップ 5 セキュリティ アラートが表示される場合は [続行（Continue）] をクリックします。しばらくしてリモート
KVM コンソール ウィンドウが開き、サーバのローカル コンソール出力が表示されます。
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ステップ 6 インストール中に KVM コンソールをモニタする対象のサーバごとに、ステップ 2 ～ 4 をさらに繰り返し
ます。

サーバの再起動
vMedia ポリシー、ブート ポリシー、およびサービス プロファイル テンプレートを変更した
後、インストールを開始するにはサーバを再起動します。
サーバを再起動するには、次の手順を実行します。
始める前に
サーバの再起動の進行状況をモニタリングするには、リモート KVM コンソール セッションを
開きます。

ステップ 1 Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [サーバ（Servers）] をクリックします。
ステップ 2 [機器（Equipment）] > [ラック マウント（Rack Mounts）] > [サーバ（Servers）]を展開します。
ステップ 3 [ワーク（Work）] ペインで、最初に再起動するサーバをクリックし、最後に再起動するサーバを Shift
キーを押しながらクリックして、すべてのサーバを選択します。
ステップ 4 マウスを右クリックして、[リセット（Reset）] をクリックします。
ステップ 5 [OK] をクリックします。
ステップ 6 [電源の再投入（Power Cycle）] を選択し、[OK] をクリックします。
これにより、KVM コンソール ウィンドウでモニタしているサーバが即時に再起動し、リモート vMedia マ
ウントから起動して Cisco カスタマイズ ESXi ISO をインストールします。エラー メッセージがある場合
は、無視しても差し支えありません。

VMedia とブート ポリシーの変更を元に戻す
サーバがブート ループに陥ってインストール用 ISO ファイルから起動し続けることを防ぐに
は、ブート ポリシーの変更を元に戻します。
始める前に
すべてのサーバがリモート vMedia ファイルからすでに起動し、インストール プロセスが開始
済みであることを確認します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager のナビゲーション ペインで [サーバ（Servers）] をクリックします。
ステップ 2 [サーバ（Servers）] > [ポリシー（Policies）] > [ルート（Root）] > [サブ組織（Sub-Organizaitons）] >
[hx-cluster_name] > [ブート ポリシー（Boot Policies）] > [ブート ポリシー HyperFlex（Boot Policy HyperFlex）]
を展開します。
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ステップ 3 [ワーク（Work）] ペインで、[全般（General）] タブをクリックします。
ステップ 4 [アクション（Actions）] 領域で、CIMC マウント CD/DVDをクリックします。
ステップ 5 [ブート順序（Boot Order）] リストから [CIMC マウント CD/DVD（CIMC Mounted CD/DVD）] エントリを
選択し、[削除（Delete）] をクリックします。
ステップ 6 [変更の保存（Save Changes）] をクリックし、[OK] をクリックします。

次のタスク
新しいノード
過去にクラスタ内で使用したことがない新しいノードを追加する場合は、HX クラスタを拡張
します。詳細については、「クラスタ拡張ガイドライン」を参照してください。
既存のノードの再インストール
このノードが過去にクラスタに含まれ、何かを修正するためにイメージを再作成した場合に
は、Cisco TAC に連絡して指示を受けてください。

VMware ESXi 向け Cisco HyperFlex System リリース 3.0 インストール ガイド
152

