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HyperFlex Software Versions
The HX components—Cisco HXData Platformインストーラ, Cisco HXData Platform, and Cisco UCS
firmware—are installed on different servers. Verify that each component on each server used with and
within an HX Storage Cluster are compatible.

• HyperFlex does not support UCS Manager and UCS Server Firmware versions 4.0(4a), 4.0(4b), and
4.0(4c).
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Do not upgrade to these versions of firmware.

Do not upgrade to these versions of UCS Manager.

Important

• Verify that the preconfigured HX servers have the same version of Cisco UCS server firmware
installed. If the Cisco UCSファブリックインターコネクト (FI) firmware versions are different,
see the Cisco HyperFlex Systems Upgrade Guide for steps to align the firmware versions.

• M4: For NEWhybrid or All Flash (Cisco HyperFlex HX240cM4 or HX220cM4) deployments,
verify that Cisco UCS Manager 3.1(3k), 3.2(3i), or 4.0(2d) is installed.

• M5: For NEWhybrid or All Flash (Cisco HyperFlex HX240cM5 or HX220cM5) deployments,
verify that the recommended UCS firmware version is installed.

If you are upgrading CiscoUCSManager 4.0(2a) or 4.0(2b) in the presence
of more than one Nvidia GPUs, please remove the GPUs, perform the
upgrade and reinstall. For more details, see CSCvo13678.

Important

For SED-based HyperFlex systems, ensure that the A (Infrastructure), B
(Blade server) and C (Rack server) bundles are at Cisco UCS Manager
version 4.0(2b) or later for all SEDM4/M5 systems. For more details, see
CSCvh04307. For SED-based HyperFlex systems, also ensure that all
clusters are at HyperFlex Release 3.5(2b) or later. For more information,
see Field Notice (70234) and CSCvk17250.

Important

• To reinstall an HX server, download supported and compatible versions of the software. See
the Cisco HyperFlex Systems Installation Guide for VMware ESXi for the requirements and
steps.

• Please review the Release Notes for the recommended FI/Server Firmware.

Table 1: HyperFlex Software Versions for M4/M5 Servers (Non-SED)

M5 Recommended FI/Server Firmware

*(be sure to review important notes above)

M4 Recommended FI/Server Firmware

*(be sure to review important notes
above)

HyperFlex
Release

4.0(4h)4.0(4h)3.5(2h)

4.0(4h)4.0(4h)3.5(2g)

4.0(4e)4.0(4e)3.5(2f)

4.0(4e)4.0(4e)3.5(2e)

4.0(4e)4.0(4e)3.5(2d)
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-guides-list.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo13678
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh04307
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https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk17250
http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-release-notes-list.html


M5 Recommended FI/Server Firmware

*(be sure to review important notes above)

M4 Recommended FI/Server Firmware

*(be sure to review important notes
above)

HyperFlex
Release

Release Deferred3.5(2c)

4.0(2d)4.0(2d), 3.2(3i), 3.1(3k)3.5(2b)

4.0(1c)4.0(1c), 3.2(3i), 3.1(3k)3.5(2a)

4.0(1a)4.0(1b), 3.2(3h), 3.1(3j)3.5(1a) -
Unsupported

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、サーバごとに最低2つの10GbSmall Form-Factor Pluggable
（SFP）を使用します。

6300シリーズ FIを使用する場合、サーバごとに最低 2つの 40-GbE QSFP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）の一端に
RJ-45コネクタがあり、他端にDB9コネクタがあること。このケーブルは、ラップトップ
の RS-232コンソール接続に接続するのに使用します。

•標準の電源コードには、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。オプションのジャンパ電源コードには、電源モジュールとの接続側に IECC13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。

詳細については、『Cisco UCS 6300シリーズファブリックインターコネクトハードウェ
アガイド』を確認してください。

• KVMケーブルを使用すると、システムに Cisco HXシリーズサーバの接続が可能になり
ます。このケーブルには、DB9シリアルコネクタ、モニタ用のVGAコネクタ、キーボー
ドおよび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、システムで稼働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。

この同じKVMケーブルは、UCSラックマウントとブレードサー
バの両方に使用されます。

（注）

M4またはM5サーバのケーブルと注文情報に関する詳細は、それぞれ Cisco HyperFlex HXシ
リーズモデル と Cisco UCS B200ブレードサーバのインストールおよびサービスノートを参
照してください。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6300-install-guide/6300_Series_HIG.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6300-install-guide/6300_Series_HIG.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/tsd-products-support-install-and-upgrade.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/tsd-products-support-install-and-upgrade.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/products-installation-guides-list.html


ホスト要件
Cisco HyperFlexクラスタには、少なくとも 3つのコンバージドHyperFlexノードが含まれてい
ます。コンピューティング能力を高めるには、別途ストレージを用意しなくても、compute-only
ノードを追加するというオプションがあります。HyperFlexクラスタ内の各サーバは、HyperFlex
ノードと呼ばれます。ストレージクラスタを導入する前に、それぞれのノードに次の設定がイ

ンストールおよび設定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。

次のホスト要件を満たしていることを確認してください。

•クラスタのすべてのサーバ（ノードまたはホスト）に同じVLANIDを使用していること。

•ストレージクラスタ全体ですべてのESXiサーバに同じ管理者用ログインクレデンシャル
を使用していること。

• SSHをすべての ESXiホストで有効にしていること。

•すべてのサーバに DNSと NTPを設定していること。

• VMware vSphereをインストールおよび設定していること。

• VICおよび NICのサポート:詳細については、『Cisco HyperFlex Systems:ネットワーキン
グトポロジ』のマニュアルを参照してください。

Disk Requirements
The disk requirements vary between converged nodes and compute-only nodes. To increase the available
CPU andmemory capacity, you can expand the existing cluster with compute-only nodes as needed. These
compute-only nodes provide no increase to storage performance or storage capacity.

Alternatively, adding converged nodes increase storage performance and storage capacity alongside CPU
and memory resources.

Servers with only Solid-State Disks (SSDs) are All-Flash servers. Servers with both SSDs and Hard Disk
Drives (HDDs) are hybrid servers.

The following applies to all the disks in a HyperFlex cluster:

• All the disks in the storage cluster must have the same amount of storage capacity. All the nodes in
the storage cluster must have the same number of disks.

• All SSDs must support TRIM and have TRIM enabled.

• All HDDs can be either SATA or SAS type. All SAS disks in the storage cluster must be in a
pass-through mode.

• Disk partitions must be removed from SSDs and HDDs. Disks with partitions are ignored and not
added to your HX storage cluster.

インストールの前提条件

4

インストールの前提条件

ホスト要件

https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/TechNotes/b_Cisco_HyperFlex_Systems_Networking_Topologies.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/TechNotes/b_Cisco_HyperFlex_Systems_Networking_Topologies.html


• Optionally, you can remove or backup existing data on disks. All existing data on a provided disk is
overwritten.

New factory servers are shipped with appropriate disk partition settings.
Do not remove disk partitions from new factory servers.

Note

• Only the disks ordered directly from Cisco are supported.

• On servers with Self Encrypting Drives (SED), both the cache and persistent storage (capacity) drives
must be SED capable. These servers support Data at Rest Encryption (DARE).

In addition to the disks listed in the table below, all M4 converged nodes have 2 x 64-GB SD FlexFlash
cards in a mirrored configuration with ESX installed. All M5 converged nodes have M.2 SATA SSD with
ESXi installed.

Do not mix storage disks type or storage size on a server or across the storage cluster. Mixing storage disk
types is not supported.

• When replacing cache or persistent disks, always use the same type and size as the original disk.

• Do not mix any of the persistent drives. Use all HDD or SSD and the same size drives in a server.

• Do not mix hybrid and All-Flash cache drive types. Use the hybrid cache device on hybrid servers
and All-Flash cache devices on All-Flash servers.

• Do not mix encrypted and non-encrypted drive types. Use SED hybrid or SED All-Flash drives. On
SED servers, both the cache and persistent drives must be SED type.

• All nodes must use same size and quantity of SSDs. Do not mix SSD types.

Note

Please refer to the corresponding server model spec sheet for details of drives capacities and number of
drives supported on the different servers.

For information on compatible PIDs when performing an expansion of existing cluster, please refer to the
Cisco HyperFlex Drive Compatibility document.

Compute-Only Nodes

The following table lists the supported compute-only node configurations for compute-only functions.
Storage on compute-only nodes is not included in the cache or capacity of storage clusters.

When adding compute nodes to your HyperFlex cluster, the compute-only service profile template
automatically configures it for booting from an SD card. If you are using another form of boot media,
update the local disk configuration policy. See the Cisco UCS Manager Server Management Guide for
server-related policies.

Note
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Supported Methods for Booting ESXiSupported Compute-Only Node Servers

Choose any method.

Ensure that only one form of boot media is
exposed to the server for ESXi installation.
Post install, you may add in additional local
or remote disks.

USB boot is not supported for HX
Compute-only nodes.

Important

• SD Cards in a mirrored configuration with ESXi
installed.

• Local drive HDD or SSD.

• SAN boot.

• M.2 SATA SSD Drive.

HW RAID M.2 (UCS-M2-HWRAID and
HX-M2-HWRAID) is not supported on
Compute-only nodes.

Note

• Cisco B200 M3/M4/M5

• B260 M4

• B420 M4

• B460 M4

• C240 M3/M4/M5

• C220 M3/M4/M5

• C460 M4

• C480 M5

• B480 M5

Browser Recommendations - 3.5(x) Releases
Use one of the following browsers to run the listed HyperFlex components. These browsers have been
tested and approved. Other browsers might work, but full functionality has not been tested and confirmed.

Table 2: Supported Browsers

HX ConnectHX Data Platform
Installer

Cisco UCS ManagerBrowser

11 or higher11 or higher9 or higherMicrosoft Internet
Explorer

56 or higher56 or higher14 or higherGoogle Chrome

52 or higher52 or higher7 or higherMozilla Firefox

Notes

• Cisco HyperFlex Connect:

The minimum recommended resolution is 1024 X 768.

• Cisco HX Data Platform Plug-In:

The Cisco HX Data Platform Plug-In runs in vSphere. For VMware Host Client System browser
requirements, see the VMware documentation.
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The Cisco HX Data Platform Plug-In is not displayed in the vCenter HTML client. You must use
the vCenter flash client.

• Cisco UCS Manager:

The browser must support the following:

• Java Runtime Environment 1.6 or later.

• Adobe Flash Player 10 or higher is required for some features.

For the latest browser information about Cisco UCS Manager, refer to the most recent Cisco UCS
Manager Getting Started Guide.

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用です。

• 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。

Time Server

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

双方向Time Server各 ESXiノード

各 SCVMノード

UCSM

NTP/UDP123

HX Data Platformインストーラ

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

管理アドレス各 ESXiノードHX Data Platform
インストーラ

SSH/TCP22

管理アドレス各 SCVMノード

クラスタ管理CIP-M

UCSM管理アドレ
ス

UCSM

CIMC IP
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Getting-Started/3-1/b_UCSM_Getting_Started_Guide_3_1/b_UCSM_Initial_Configuration_Guide_3_0_chapter_010.html#concept_E870B2833AFC474889AF752732B0F6C1
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

管理アドレス各 ESXiノードHX Data Platform
インストーラ

HTTP/TCP80

管理アドレス各 SCVMノード

クラスタ管理CIP-M

UCSM管理アドレ
ス

UCSM

管理アドレス各 ESXiノードHX Data Platform
インストーラ

HTTPS/TCP443

管理アドレス各 SCVMノード

クラスタ管理CIP-M

UCSM管理アドレ
ス

UCSM

管理アドレス各 ESXiノードHX Data Platform
インストーラ

vSphere SDK/TCP8089

vCenterHX Data Platform
インストーラ

Heartbeat/UDP/TCP902

各 ESXiノード

管理アドレスESXi IPs

CVM IPs

HX Data Platform
インストーラ

Ping/ICMPなし

クラスタ管理CIP-MHX Data Platform
インストーラ

UDP/TCP9333

メールサーバ

クラスタイベントへの電子メールサブスクリプションではオプションです。

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

任意メールサーバ

（Mail Server）
各 SCVMノード

CIP-M

UCSM

SMTP/TCP25

モニタリング

UCSインフラストラクチャをモニタリングするためのオプション。
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

オプションUCSMモニタリング

サーバ

SNMP Poll/UDP161

任意モニタリング

サーバ

UCSMSNMPトラッ
プ/UDP

162

Name Server

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

管理アドレスName Server各 ESXiノードDNS/TCP/UDP53（外部ルック
アップ）

管理アドレスName Server各 SCVMノード

クラスタ管理Name ServerCIP-M

Name ServerUCSM

vCenter

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

双方向各 SCVMノード

CIP-M

vCenterHTTP/TCP80

双方向各 ESXiノード

各 SCVMノード

CIP-M

vCenterHTTPS (プラグイ
ン)/TCP

443

双方向各 ESXiノード

各 SCVMノード

CIP-M

vCenterHTTPS (VC
SSO)/TCP

7444

双方向各 ESXiノード

各 SCVMノード

CIP-M

vCenterHTTPS (プラグイ
ン)/TCP

9443

各 ESXiノードvCenterCIMサーバ/TCP5989

ESXiリリース 6.5
で導入されました

各 ESXiノードvCenterCIMサーバ/TCP9080
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

このポートは、各

ホストからアクセ

ス可能である必要

があります。この

ポートがHXイン
ストーラから

ESXiホストに開
かれていない場

合、インストール

はエラーになりま

す。

各 ESXiノードvCenterHeartbeat/TCP/UDP902

ユーザ

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

管理アドレス各 ESXiノードUserSSH/TCP22

管理アドレス各 SCVMノード

クラスタ管理CIP-M

HX Data Platform
インストーラ

UCSM管理アドレ
ス

UCSM

vCenter

SSO Server

管理アドレス各 SCVMノードUserHTTP/TCP80

クラスタ管理CIP-M

UCSM

HX Data Platform
インストーラ

vCenter
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

各 SCVMノードUserHTTPS/TCP443

CIP-M

UCSM管理アドレ
ス

UCSM

HX Data Platform
インストーラ

vCenter

vCenter

SSO Server

UserHTTPS (SSO)/TCP7444

vCenterUserHTTPS (プラグイ
ン)/TCP

9443

UCSM管理アドレ
ス

UCSMユーザvirtual keyboard/ビ
デオ/マウス
(vKVM)/TCP

2068

SSO Server

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

双方向各 ESXiノード

各 SCVMノード

CIP-M

SSO ServerHTTPS (SSO)/TCP7444

ストレッチウィットネス

HyperFlexストレッチクラスタを展開する場合にのみ必要です。

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

双方向,管理アド
レス

各 CVMノードウィットネスZookeeper/TCP2181

2888

3888

双方向,管理アド
レス

各 CVMノードウィットネスExhibitor
(Zookeeper
lifecycle)/TCP

8180

潜在的な将来の必

要条件

各 CVMノードウィットネスHTTP/TCP80
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

潜在的な将来の必

要条件

各 CVMノードウィットネスHTTPS/TCP443

Replication

ネイティブ HX非同期クラスタからクラスタへの複製を構成する場合にのみ必要です。

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードデータサービス

マネージャピ

ア/TCP

9338

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードCVM/TCPの複製3049

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードクラスタマッ

プ/TCP
4049

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードNR NFS/TCP4059

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノード複製サービス9098

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードコーディネーショ

ン用 NRマス
ター/TCP

8889

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードハイパーバイザ

サービス/TCP
9350

SEDクラスタ

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

ポリシーの設定UCSM（ファブ
リックA、ファブ
リック B、VIP）

各 SCVM管理 IP
（クラスタ管理

IPを含む）

HTTPS443
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

Key ExchangeKVMサーバ各ノードからの
CIMC

TLS5696

UCSM

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

各 UCSノードの
双方向

CIMC OOB各 CVMノード暗号化など/TCP443

OOB KVMUCSMユーザKVM/HTTP81

OOBKVM暗号化UCSMユーザKVM/HTTP743

その他

基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

双方向,クラスタ
管理 IPアドレス
を含める

各 CVMノード各 CVMノードハイパーバイザ

サービス/TCP
9350

その他の CVMへ
の各 CVMの双方
向

各 CVMノード各 CVMノードCIP-Mフェール
オーバー/TCP

9097

インストーラへの

CVMアウトバウ
ンド

各 SCVMノード各 SCVMノードRPCバイン
ド/TCP

111

Service Location
Protocol

インストーラ各 SCVMノードインストーラ/TCP8002

stDeployは接続、
uri/stdeployの要求
を行います

各 SCVMノード各 SCVMノードApache
tomcat/TCP

8080

Uri/auth/を使用し
た要求

各 SCVMノード各 SCVMノード認証サービス/TCP8082

Roboの導入各 SCVMノード各 SCVMノードhxRoboControl/TCP9335

ポリシーの設定UCSMA/Bおよび
VIP

各 CVM管理 IP
(CIPを含む)

HTTPS/TCP443

Key ExchangeKMSサーバ各ノードからの
CIMC

TLS/TCP5696

インストールの前提条件
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基本情報ポート宛先[Source]Service/Protocolポート番号

Graphite各 SCVMノード各 SCVMノードUDP8125

Service Location
Protocol

各 SCVMノード各 SCVMノードUDP427

SCVMのアウトバ
ウンド通信

各 SCVMノード各 SCVMノードUDP32768～ 65535

標準構成がなく、別の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
トリテラル値を参照してください。

ヒント

HyperFlex外部接続
基本情報IPアドレス/FQDN/ポー

ト/バージョン
説明外部接続

すべてのデバイスコネ

クタは
svc.ucs-connect.com

を適切に解決でき、か

つポート 443のアウト
バウンドで開始される

HTTPS接続が許可され
ている必要がありま

す。現在のHXインス
トーラでは、HTTPプ
ロキシの使用がサポー

トされています。

ESXi管理の IPアドレ
スは、インストーラか

ら ESXi管理に必要と
されるすべてのポート

を介して、Cisco UCS
Managerから到達可能
である必要がありま

す。これにより、Cisco
Intersightから ESXi管
理を展開できるように

なります。

HTTPSポート番号：
443

1.0.5-2084以降（Cisco
Intersightによって自動
的にアップグレード）

サポートされている

HXシステムは、各シ
ステムの管理コント

ローラに組み込まれて

いるデバイスコネクタ

を介して Cisco
Intersightに接続されま
す。

Intersightデバイスコ
ネクタ

インストールの前提条件
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config/ref_ports.html#wp1007767
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config/ref_ports.html#wp1007767


基本情報IPアドレス/FQDN/ポー
ト/バージョン

説明外部接続

Auto Supportは、ノー
ドのドライブ障害など

のハードウェア問題が

発生した際の診断に役

立つハードウェアカウ

ンタの履歴を提供する

ため、有効にすること

を強く推奨します。

SMTPポート番号：25Auto Support（ASUP）
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。

Auto Support

インストール後のスク

リプトでは、ポート80
（HTTP）経由での
http://cs.co/hx-scriptsへ
の名前解決が必要で

す。

HTTPポート番号：80インストール後のタス

クを完了するために、

インストーラVMにイ
ンストール後スクリプ

トを実行できます。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、およびスト
レージネットワーク）

に pingを実行して、
ファブリックが完全に

利用できることを確認

します。また、ノース

バウンドスイッチで

VLANのタギングが正
しいことと、ジャンボ

フレーム設定を検証し

ます。

インストール後のスク

リプト

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クラスタを設定する前に、ネットワークトラフィック管理を最適化するアップスト
リーム帯域幅容量を計画してください。これにより、コンポーネントで障害が発生したり、

ネットワークが部分的に停止したりした場合でも、トラフィックフローを安定した状態に維持

できます。

デフォルトでは、「hx-vm-network」vSwitchは [active/active] に設定されています。これ以外の
すべての vSwitchは、[active/standby] に設定されています。

インストールの前提条件
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http://cs.co/hx-scripts


FIに対してCatalystスイッチを実行しているクラスタの場合は、最適なQuality of Service (QOS)
MTUを 9216に設定します (LAN > LAN Cloud > QoSシステムクラスにあります)。そうでない
場合、フェールオーバーは失敗します。

（注）

図 1 :単一ホストの HyperFlex Data Platform接続

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 [yes] に設定し
ます。これにより、管理トラフィック、vMotionトラフィック、およびストレージトラフィッ
クのすべてが、ローカルでファブリックインターコネクトに転送されるようになり、フローを

安定した状態に維持できます。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。

インストールの前提条件
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図 2 :安定した状態の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

の使用量が増加するため、アップリンクの追加が必要になります。

インストールの前提条件
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図 3 :リンク障害中のトラフィックフロー

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。DJL2は、
FIがエンドホストモードとなっているときに DJL2が適切に設定されていないと発生するこ
とが既知となっています。

DJL2を適切に導入するには、『CiscoUCS 6300 Series Fabric Interconnect HardwareGuide—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。

（注）

ネットワーク設定

すべての IPアドレスは IPv4である必要があります。HyperFlexは IPv6アドレスをサポートし
ていません。

重要

ベストプラクティス

•ネットワークごとに異なるサブネットと VLANを使用する必要があります。

• 10 Gbpsのケーブルを使用して、各ホストを直接 Cisco UCSファブリックインターコネク
トに接続します。

インストールの前提条件
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ネットワーク設定

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6300-install-guide/6300_Series_HIG.html


•特にDisjoint Layer 2設定が使用されている場合は、ネットワークの問題を引き起こす可能
性があるため、デフォルト VLANである VLAN 1は使用しないでください。

•インストーラは、デフォルトで 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てください。

各 ESXiホストには、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）の管理、
およびストレージクラスタの管理を処理します。

•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、それぞれ異なるネットワークを伝送します。

• vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi管理および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、および HX Data Platformの複製に使用
されます。

これら 2つの vSwitchは、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するための静的 IPアドレスが割り当てられます。

• vswitch hx-vmotion：VMおよびストレージ vMotionに使用されます。

この vSwitchには管理用に 1つのポートグループがあり、vCenterクラスタ内のすべての
ホストに接続する vSphereを介して定義されます。

• vswitch hx-vm-network：VMデータトラフィックに使用されます。

VLANを、CiscoUCSManagerの対応する vNICテンプレートに追加または削除できます。
手順の詳細については、「ManagingVLANs inCiscoUCSManager」および「Managing vNIC
templates in Cisco UCSManager」を参照してください。vSwitch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。

1. Cisco HX Data Platformインストーラは、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の次のサービスを有効にする必要があ
ります。

• DRS（オプション、ライセンス登録されている場合）

• vMotion

•ハイアベイラビリティ

（注）
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ネットワーク設定

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_0110.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_0111.html#d24564e315a1635
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_0111.html#d24564e315a1635
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.networking.doc%2FGUID-004E2D69-1EE8-453E-A287-E9597A80C7DD.html


VLANおよび vSwitchの要件
少なくとも 3つの VLAN IDを提供します。すべての VLANがインストール時にファブリック
インターコネクトに設定されている必要があります。

説明VLAN Type

次のネットワークごとに、異なるサブネットとVLANを使用する必要があります。（注）

VLAN名：hx-inband-mgmt

VLAN ID

VLAN ESXiおよび HyperFlex管理トラフィッ
ク

VLAN名：hx-storage-data

VLAN ID

VLAN HyperFlexストレージトラフィック

VLAN名：hx-vmotion

VLAN ID

VLAN VM vMotion

ユーザ定義VLAN VMデータ

KVM IPプール

ホストごとに 1つの IPアドレス。

IPブロック

例：255.255.0.0サブネットマスク

例：10.193.0.1デフォルトゲートウェイ

外部スイッチ VLANタギング（EST）を使用する VLANタギングと vSwitchの設定は、UCS
Managerプロファイルを使用して適用されます。HX Data Platformインストーラにより、この
プロセスが簡単になります。

•特にDisjoint Layer 2設定が使用されている場合は、ネットワークの問題を引き起こす可能
性があるため、デフォルトVLANであるVLAN 1は使用しないでください。VLAN 1では
ない別の VLANを使用してください。

インストーラは、デフォルトで VLANを非ネイティブとして設定します。非ネイティブ
の 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。

•インバンド管理は、VLAN 2または VLAN 3ではサポートされていません。

（注）

インストールの前提条件
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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および UCS Managerに関し
てリストされているコンテンツを提示します。

Cisco UCSファブリックインターコネクトの要件

基本情報UI要素

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）。
[Uplink Switch Model]

<IPアドレス>[Fabric Interconnect Cluster IP address]

<IPアドレス>[FI-A IP Address]

<IPアドレス>[FI-B IP Address]

00:00:00MACアドレスプールを確認します。[MAC Address Pool]

KVM IPプール。少なくとも 4つの IPアドレ
ス。

[IP Blocks]

たとえば、255.255.0.0と指定します。[Subnet mask]

たとえば、10.193.0.1と指定します。[Default Gateway]

Cisco UCS Managerの要件

基本情報UI要素

ホスト名または IPアドレス[UCS Manager Host Name]

<adminユーザ名>[User Name]

<adminユーザ名>[Password]

ハイパーバイザ要件
vCenter経由で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
サーバに使用可能なアドレス範囲から IPアドレスを入力します。すべてのネットワークアド
レスに静的 IPアドレスを提供します。

インストールの前提条件
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•データネットワークと管理ネットワークは異なるサブネット上になければなりません。

• IPアドレスは、ストレージクラスタの作成後は変更できません。Cisco TACに連絡して、
サポートを受けてください。

•単独では必要ありませんが、DNS名を指定する場合は、IPアドレスの正逆方向の DNS
ルックアップを有効にします。

•インストーラの IPアドレスは、ハイパーバイザとストレージコントローラ VMで使用さ
れる管理サブネットから到達できる必要があります。インストーラアプライアンスは、

ESXiホスト上か、またはインストールされるクラスタの一部ではない VMwareワークス
テーション上で動作する必要があります。

（注）

データネットワークの IPアドレス管理ネットワークの IPアドレス

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

ハイパーバイザ

<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_IDVLANタグVLAN_IDVLANタグ

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
ストレージクラスタは、Cisco HX Data Platformのコンポーネントです。vSphere Webクライア
ントで単一のデータストアが容易にプロビジョニングされ、それによりストレージの複雑さを

軽減します。ストレージクラスタ内のすべてのサーバにおいて、データがディスク全体に配布

され、コントローラリソースの活用と高可用性を実現します。

ストレージクラスタは、関連する vCenterクラスタには依存しません。vCenterクラスタ内に
ある 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。

インストールの前提条件
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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。

説明フィールド

ストレージクラスタの名前を入力します。[名前（Name）]

これによって、各ESXiホストにストレージ管
理ネットワークへのアクセスが提供されます。

• 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ある必要がありま

す。

•クラスタ管理 IPが同じサブネット上の別
のクラスタと最後のオクテットを共有す

ることを許可しないでください。

•これらの IPアドレスは、4つの IPアドレ
スに加えて、シスコが [Hypervisor]セク
ションで各ノードに割り当てます。

[Management IP Address]

これによって、各 ESXiホストにストレージ
データネットワークおよびストレージコント

ローラ VMネットワークへのアクセスが提供
されます。

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。

[Storage Cluster Data IP Address]

インストールの前提条件
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説明フィールド

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のインストール時に
設定され、その後は変更できません。

[Data Replication Factor]を選択します。選択で
きる基準は、次のとおりです。

•データ複製ファクタ3: HyperflexEdgeを除
くすべての環境で複製ファクタ 3を強く
推奨しています。複製ファクタ 2では、
可用性と復元性のレベルが低くなります。

コンポーネントまたはノードの障害によ

る停電のリスクは、アクティブかつ定期

的なバックアップを作成することにより

軽減されます。

これは推奨オプションです。注目

• [Data Replication Factor] 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、ノード障害やディスク障害が同

時に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

の動作能力に影響が生じます。複数のノー

ドで障害が発生した場合や 1つのノード
と別のノードのディスクで障害が発生し

た場合は、同時障害と呼ばれます。

[Data Replication Factor]

vCenter設定の要件
vCenterに管理者レベルアカウントとパスワードを指定します。既存の vCenterサーバがある
ことを確認します。次の vSphereサービスが動作していることを確認します。

•ダイナミックリソーススケジューラ（DRS）を有効にします（オプション。ライセンス
供与時に有効）。

• vMotionを有効にします。

インストールの前提条件

24

インストールの前提条件

vCenter設定の要件



•高可用性（HA）（フェールオーバーキャパシティを定義し、データストアハートビート
を拡張するために必要）を有効にします。

•ユーザ VMは、バージョン 9以降である必要があります（ HX Data Platform、ネイティブ
スナップショット、および ReadyCloneを使用するために必要）。

説明フィールド

現在の vCenterサーバのWebアドレスを入力
します。

たとえば、http://<IPアドレス>とします。

[vCenter Server]

<adminユーザ名>を入力します。[User Name]

<adminパスワード>を入力します。[Password]

vCenterデータセンターに必要な名前を入力し
ます。

[Datacenter Name]

既存のデータセンターオブジェクト

を使用できます。データセンターが

vCenterに存在しない場合は、作成さ
れます。

（注）

vCenterクラスタに必要な名前を入力します。
クラスタには、少なくとも 3つのESXiサーバ
が含まれている必要があります。

[Cluster Name]

システムサービス要件
CiscoHXData Platformをインストールする前に、次のネットワーク接続やサービスが動作して
いることを確認します。

• DNSサーバ

DNSサーバは、HXストレージクラスタの外部に存在する必要が
あります。ネストされたDNSサーバは、DC電源損失時など、ク
ラスタ全体がシャットダウンした後にクラスタが起動しない可能

性があります。

注意

• NTPサーバ

インストールの前提条件
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NTPサーバは、HXストレージクラスタの外部に存在する必要が
あります。ネストされた NTPサーバは、DC電源損失時など、ク
ラスタ全体がシャットダウンした後にクラスタが起動しない可能

性があります。

注意

•ストレージクラスタを設定する前に、NTPサーバが動作して
いて、信頼できる時間のソースを提供していることを手動で

確認します。

•コンバージドノード、コンピューティングノード双方のす
べてのノード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サーバは安定していて、（クラスタの有効期間に対し）
継続性があり、静的 IPアドレスから到達できる必要がありま
す。

•アクティブディレクトリを NTPサーバとして使用している
場合、NTPサーバがMicrosoftベストプラクティスに従って
設定されていることを確認してください。詳細については、

『Windows Time Service Tools and Settings』を参照してくださ
い。NTPサーバが適切に設定されていない場合、同期が行わ
れず、クライアント側で時間同期を修正する必要が発生する

可能性があります。詳細については、『Synchronizing
ESXi/ESX time with a Microsoft Domain Controller』を参照して
ください。

（注）

• Time Zone

基本情報フィールド

<IP address>

HyperFlex Data Platform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要になります。

（注） • DNSサーバがない場合は、HX Data Platformインス
トーラの [Cluster Configuration]ページの [System
Services]に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サーバアドレスを入力するには、アドレ
スをカンマで区切ります。DNSサーバのアドレスが
正しく入力されていることを慎重に確認します。

[DNS Server(s)]
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https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-tools-and-settings
https://kb.vmware.com/s/article/1035833
https://kb.vmware.com/s/article/1035833


基本情報フィールド

<IP address>

NTPサーバは、以下の間のクロック同期に使用されます。

•ストレージコントローラ VM

• ESXiホスト

• vCenterサーバ

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サーバ間でクロック
同期を確保するために必要です。

重要

インストール時に、この情報は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搬されます。サーバは、ストレージ
クラスタの起動時に自動的に同期されます。

[NTP Server(s)]

（信頼できる NTPサー
バが必要です）

<利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。スケ
ジュールされたスナップショットをいつ取得するかを決定するため

に使用されます。

すべてのVMが同じタイムゾーンにある必要があります。（注）

[Time Zone]

コントローラ VM用 CPUリソース予約
ストレージコントローラVMからHyperFlexData Platformに重要な機能が提供されるため、HX
Data Platformインストーラはコントローラ VM用に 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では最低限必要な CPUリソースが確保されます。これは、ESXi
ハイパーバイザホストの物理 CPUリソースがゲスト VMによって大量に消費されるような状
況で役立ちます。次の表に、ストレージコントローラ VM用 CPUリソース予約の詳細を示し
ます。

LimitReservation共有VM CPUの数

制限なし10,800 MHzLow8

コントローラ仮想マシン用メモリリソース予約
以下の表に、ストレージコントローラ VM用メモリリソース予約の詳細を示します。

インストールの前提条件
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全ゲストメモリに対する予約ゲストメモリの量サーバモデル

○48 GBHX220c-M4/M5s

HXAF220C-M4/M5s

○72 GBHX240c-M4/M5SX

HXAF240C-M4/M5SX

Yes78 GBHX240C-M5L

• 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（2 RU）フォームファクタで卓越した拡張性と
パフォーマンスを発揮します。

• C220サーバは、1ラックユニット（1 RU）フォームファクタで拡張性を実現します。

Auto Support要件
Auto Support（ASUP）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。
Auto Supportを有効にすると、HXData 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。

Auto Supportを設定するには次の情報が必要です。

Auto Support

このボックスは、HXストレージクラスタの作成時にオンにします。[Enable Auto
Support]チェック
ボックス

<IPアドレス>

Auto Support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た電子メールを処理するために使用します。

未認証の SMTPのみが ASUPのサポート対象となります。（注）

メールサーバ

<username@domain.com>

Auto Support通知の送信に使用する電子メールアドレス。

メール送信者

Auto Support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。

ASUP受信者

インストールの前提条件
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AutoSupportを有効にすることを強くお勧めします。それにより、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。

（注）

シングルサインオンの要件
SSO URLは、vCenterから提供されます。この URLにコントローラ VMから直接到達できな
い場合は、[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）

SSOURLは、vCenterの [vCenter Server] > [Manage] > [Advanced
Settings]にある config.vpxd.sso.sts.uriキーで確認できます。

SSOサーバ URL
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