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物理ネットワーク

Cisco UCS アップリンクの接続

Cisco UCSネットワークアップリンクは、UCSファブリックインターコネクトのペアからお客様
のデータセンター内のLANに「ノースバウンド」を接続します。すべてのUCSアップリンクが、
複数の 802.1Q VLAN IDをアップリングをまたいで伝送するトランクとして機能します。UCSの
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デフォルト動作は、UCS設定で定義されたすべての VLAN IDを使用可能なすべてのアップリン
ク全体でトランキングできることを前提としたものです。

図 1：論理ネットワーク設計

Ciscoファブリックインターコネクトは、別のネットワークスイッチではなく、エンドポイント
の集合としてネットワーク上に出現します。内部的に、ファブリックインターコネクトはスパニ

ングツリープロトコル（STP）ドメインに参加しません。また、レイヤ 2イーサネットリンクで
相互接続されないため、ネットワークループを形成できません。STPを介したすべてのリンク
アップ/ダウンの決定はアップストリームルートブリッジが行います。

アップリンクは、両方のファブリックインターコネクトから接続され、アクティブにされる必要

があります。冗長性を確保するために、それぞれの FI上で複数のアップリンクを 802.3ad Link
Aggregation Control Protocol（LACP）ポートチャネルとして、または、個別のリンクを通して、
使用することができます。パフォーマンスと冗長性のレベルを最適化するために、仮想ポートチャ

ネル（vPC）機能を使用して、アップリンクを複数の上流に位置するシスコスイッチへの LACP
ポートチャネルとして構築することができます。vPCアップリンクを使用すれば、すべてのアッ
プリンクをアクティブ通過データにすることができるうえ、個別のリンク障害や上流に位置する

スイッチの故障から保護できます。他のアップリンク設定を冗長にすることはできますが、vPC
を利用できない場合はスパニングツリープロトコルループの回避によってリンクが無効になる

可能性があります。

すべてのアップリンク接続方法で、トラフィックをファブリックインターコネクト間で、つま

り、ファブリックAからファブリック Bへ転送できる必要があります。ケーブル、ポート、また
はリンクの障害が発生して、通常は UCSドメインから外に出ないトラフィックを強制的に UCS
アップリンクに転送しなければならない場合があります。加えて、このトラフィックフローパ

ターンは、リブートが必要なファブリックインターコネクト上でのファームウェアの更新などの

メンテナンス手順中に一時的に確認できます。
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VLAN とサブネット

Cisco HyperFlexシステム設定では、アップストリーム LANから UCSドメインに複数の VLANを
伝送する必要があり、これらのVLANもUCS設定で定義されます。次の表に、CiscoUCSのCisco
HyperFlexインストーラによって構築される VLANとその機能を示します。

表 1：

目的VLAN IDVLAN 名

ESXiホスト管理インターフェ
イス

HXストレージコントローラ
VM管理インターフェイス

HXストレージクラスタロー
ミング管理インターフェイス

ユーザが指定hx-inband-mgmt

ESXiホストストレージ
vmkernelインターフェイス

HXストレージコントローラ
ストレージネットワークイン

ターフェイス

HXストレージクラスタロー
ミングストレージインター

フェイス

ユーザが指定hx-storage-data

ゲスト VMネットワークイン
ターフェイス

ユーザが指定hx-vm-data

VMware ESXiホスト vMotion
vmkernelインターフェイス

ユーザが指定hx-vmotion

物理デバイス管理用の専用のネットワークまたはサブネットがデータセンターで頻繁に使用さ

れます。このシナリオでは、2つのファブリックインターコネクトの mgmt0インターフェイ
スが専用のネットワークまたはサブネットに接続されます。これは、次の警告をクリアすれ

ば、HyperFlexのインストールにとって有効な設定です。HyperFlexインストーラを導入する場
合は、必ず、ファブリックインターコネクトのmgmt0インターフェイスのサブネットに IP接
続し、上記 hx-inband-mgmt VLANで使用されるサブネットにも IP接続する必要があります。

（注）
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ジャンボフレーム

hx-storage-data VLANとサブネットを通過するすべての Cisco HyperFlexストレージトラフィック
がジャンボフレームを使用するように設定されます。正確に言えば、すべての通信が、最大伝送

ユニット（MTU）サイズが 9000バイトの IPパケットを送信するように設定されます。より大き
なMTU値を使用するということは、送信される各 IPパケットがより大きなペイロードを伝送す
ることを意味するため、パケットあたりに送信するデータ量が増え、結果的にデータの送受信が

高速化します。この要件は、Cisco UCSアップリンクを、ジャンボフレームを通過させるように
設定する必要があることも意味します。Cisco UCSアップリンクスイッチでジャンボフレームを
許可するように設定できなかった場合は、一部の障害シナリオで、特に、ケーブルやポートの障

害によってストレージトラフィックがノースバウンドCisco UCSアップリンクスイッチを通過し
たときに、サービスの中断につながる可能性があります。

論理ネットワーク
Cisco HyperFlexシステムは、4つの定義済みゾーンに分類される通信パスを備えています。

•管理ゾーン：このゾーンは、物理ハードウェア、ハイパーバイザホスト、およびストレージ
プラットフォームコントローラ仮想マシン（SCVM）を制御するために必要な接続で構成さ
れます。これらのインターフェイスと IPアドレスは、LAN/WAN全体でHXシステムを管理
するすべてのスタッフが利用できる必要があります。このゾーンは、ドメインネームシス

テム（DNS）とNetworkTimeProtocol（NTP）へのアクセスを提供し、セキュアシェル（SSH）
通信を可能にする必要があります。

• VMゾーン：このゾーンは、HyperFlexハイパーコンバージドシステム内で動作するゲスト
VMにネットワーク IOを提供するために必要な接続で構成されます。通常、このゾーンに
は、ネットワークアップリンクを介してCiscoUCSファブリックインターコネクトにトラン
キングされ、802.1Q VLAN IDでタグ付けされた複数の VLANが含まれています。これらの
インターフェイスと IPアドレスは、LAN/WAN全体でHXシステム内のゲストVMと通信す
る必要があるすべてのスタッフおよびその他のコンピュータエンドポイントが利用できる必

要があります。

•ストレージゾーン：このゾーンは、Cisco HX Data Platformソフトウェア、ESXiホスト、お
よびストレージコントローラ VMが HX分散データファイルシステムに提供するために使
用する接続で構成されます。適切に運用するためには、これらのインターフェイスと IPアド
レスが相互に通信できる必要があります。通常の運用では、このトラフィックのすべてが

Cisco UCSドメイン内で発生しますが、このトラフィックが UCSドメインのネットワーク
ノースバウンドを通過する必要があるハードウェア障害シナリオがあります。そのため、HX
ストレージトラフィックに使用される VLANは、FI Bから FI Aに、または、その逆方向に
到達する UCSドメインからのネットワークアップリンクを通過できる必要があります。こ
のゾーンは、主に、ジャンボフレームトラフィックであるため、UCSアップリンク上でジャ
ンボフレームを有効にする必要があります。

• vMotionゾーン：このゾーンは、ESXiホストがゲスト VMの vMotionをホスト間で有効にす
るために使用する接続で構成されます。通常の運用では、このトラフィックのすべてがCisco
UCSドメイン内で発生しますが、このトラフィックが Cisco UCSドメインのネットワーク
ノースバウンドを通過する必要があるハードウェア障害シナリオがあります。そのため、HX
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ストレージトラフィックに使用される VLANは、FI Bから FI Aに、または、その逆方向に
到達する Cisco UCSドメインからのネットワークアップリンクを通過できる必要がありま
す。

Virtual Network
Cisco HyperFlexシステムは、ESXiハイパーバイザレベルで事前定義された仮想ネットワーク設
計を備えています。4つの異なる仮想スイッチがHyperFlexインストーラによって作成され、それ
ぞれが、CiscoUCSサービスプロファイルで定義された vNICから提供される 2つのアップリンク
を使用します。

図 2：ESXi ネットワーク設計

作成される vSwitchは次のとおりです。

• vswitch-hx-inband-mgmt：これは、自動インストールの一部として ESXiキックスタートファ
イルによって名前変更されるデフォルト vSwitch0です。デフォルト vmkernelポート vmk0
が、標準の管理ネットワークポートグループ内に設定されます。スイッチは、ジャンボフ

レームを含まない 2つのアップリンク（ファブリックA上のアクティブとファブリックB上
のスタンバイ）を使用します。ストレージプラットフォームコントローラ VMが個々の管
理インターフェイスで接続するための 2番目のポートグループが作成されます。VLANは、
vNICテンプレートに割り当てられるネイティブ VLANではないため、ESXi/vSphereで割り
当てられます。

• vswitch-hx-storage-data：この vSwitchは、自動インストールの一部として作成されます。
vmkernelポート vmk1が、NFSを介した HXデータストアへの接続に使われるインターフェ
イスであるストレージハイパーバイザデータネットワークポートグループ内に設定されま
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す。スイッチは、ジャンボフレームを必要とする 2つのアップリンク（ファブリックB上の
アクティブとファブリックA上のスタンバイ）を使用します。ストレージプラットフォーム
コントローラ VMが個々のストレージインターフェイスで接続するための 2番目のポート
グループが作成されます。VLANは、vNICテンプレートに割り当てられるネイティブVLAN
ではないため、ESXi/vSphereで割り当てられます。

• vswitch-hx-vm-network：この vSwitchは、自動インストールの一部として作成されます。ス
イッチは、ジャンボフレームを含まない 2つのアップリンク（ファブリック Aおよび Bの
両方でアクティブ）を使用します。VLANは、vNICテンプレートに割り当てられるネイティ
ブ VLANではないため、ESXi/vSphereで割り当てられます。

• vMotion：このvSwitchが自動インストールの一部として作成されます。スイッチは、ジャン
ボフレームを必要とする 2つのアップリンク（ファブリックA上のアクティブとファブリッ
ク B上のスタンバイ）を使用します。VLANは、vNICテンプレートに割り当てられるネイ
ティブ VLANではないため、ESXi/vSphereで割り当てられます。

Cisco UCS LAN ポリシー

QoS ポリシーの作成
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。

表 2：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー

ンを 1つ管理します。

これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポ

リシーを割り当てるために使用できます。

Platinum

Gold

Silver

Bronze

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する QoSを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じて、データパケットのドロップを許可するドロップポリシー

があります。このシステムクラスをディセーブルにはできません。

ベストエフォート
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説明システムクラス

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスをディセーブルにはできませ

ん。

FCoEトラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約されたQoSシステムクラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoEで使用される CoS値があ
る場合、その値は 0にリマークされます。

（注）

ファイバチャネル

UCS Managerで QoSポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Webブラウザを開き、Cisco UCSManagerの IPアドレスを入力します。ログインクレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2 [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。

ステップ 3 [LAN]タブで [LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 4 [root]ノード > [Sub-org] > [hx-cluster]の順に展開します

ステップ 5 [QoS Policy]を右クリックし、[Create QoS Policy]を選択します。

ステップ 6 [Create QoS Policy]ダイアログボックスで、次の表に示すように必要なフィールドに値を入力します。

ホストコントロールレートBurst SizeQoSクラスQoSポリシー名

noneラインレート10240PlatinumPlatinum

noneラインレート10240GoldGold

noneラインレート10240SilverSilver

noneラインレート10240BronzeBronze

noneラインレート10240ベストエ

フォート

ベストエフォー

ト

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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次の作業

HX サーバ用の VLAN の作成

ステップ 1 Webブラウザを開き、Cisco UCSManagerの IPアドレスを入力します。ログインクレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2 [LAN]タブ > [LAN] > [LAN Cloud] > [VLANS]に移動します。

ステップ 3 次の表に示すように、右クリックして [Create VLANs]を選択します。

VLAN ID（デフォ
ルト）

マルチキャスト

ポリシー名

説明VLAN 名

3091HyperFlex次で使用されます。

• ESX管理

•ストレージコントローラ VMへの
SSH

• HXクラスタ管理 IP：マルチキャスト
トラフィックを使用

• HXデータプラットフォームプラグ
イン用の HyperFlex VMへの vCenter
接続

hx-inband-mgmt

3092HyperFlex次で使用されます。

• ESX NFSクライアント（IOvisor）

• HyperFlexレプリケーション/クラスタ

•クラスタデータ VIP

hx-storage-data

3093HyperFlex次で使用されます。

• VMおよびストレージ vMotion、FT、
iSCSI

hx-vmotion

任意*HyperFlex次で使用されます。

• VMデータトラフィック

insert existing vlan name
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（注）

•設定オプションは [Common/Global]です。これは、両方のファブリックに適用され、いずれの状況で
も同じ設定パラメータが使用されます。

• *VMデータVLANに関する特別な推奨事項はありません。VMデータトラフィック用の独自のVLAN
を作成できます。デフォルトでは、HXDPインストーラは VMデータトラフィック用の VLANを作
成しません。

MAC アドレスプールの作成
すでに存在する可能性があるMACアドレスの重複を避けるために、デフォルトのMACアドレス
のブロックを変更できます。各ブロックには、デフォルトで 100個のMACアドレスが含まれて
おり、UCSシステムごとに最大 100の HXサーバを展開できます。トラブルシューティングを容
易にするために、vNICごとに 1つのMACプールを使用することを推奨します。

8桁目は Aまたは Bに設定します。「A」は、ファブリックインターコネクト Aにピン接続
された vNICで設定されます。「B」は、ファブリックインターコネクト Bにピン接続された
vNICで設定されます。

（注）

ステップ 1 Webブラウザを開き、Cisco UCSManagerの IPアドレスを入力します。ログインクレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2 Cisco UCS Managerで、[LAN tab] > [Pools] > [root] > [Sub-org] > [hx-cluster] > [MAC Pools]に移動します。

ステップ 3 [MAC Pools]を右クリックし、[Create MAC Pool]を選択します。

ステップ 4 [CreateMAC Pool]ウィザードの [Define Name and Description]ページで、次に示すように必須フィールドに
入力します。

MACアドレスブロック割り当て順序説明MACプール
名

00:25:B5:XX:01:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールhv-mgmt-a

00:25:B5:XX:02:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールhv-mgmt-b

00:25:B5:XX:03:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールstorage-data-a

00:25:B5:XX:04:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールstorage-data-b

00:25:B5:XX:05:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールvm-network-a
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00:25:B5:XX:06:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールvm-network-b

00:25:B5:XX:07:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールhv-vmotion-a

00:25:B5:XX:08:01-64SequentialHyperFlexシステム用MACプールhv-vmotion-b

ステップ 5 [Next]をクリックします。

ステップ 6 [Create MAC Pool]ウィザードの [Add MAC Addresses]ページで、[Add]をクリックします。

ステップ 7 [Create a Block of MAC Addresses]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ブロック内の最初のMACアドレス。[First MAC Address]フィールド

ブロック内のMACアドレス数。[Size]フィールド

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 [Finish]をクリックします。
MACアドレスの変更後、以前に設定されたように ESXiが再設定されます。しかし、管理 IPには DHCP
が割り当てられたため、IPが変わります。

MACアドレス変更に対する製造プロセスの影響

•特に顧客が UCSファブリックインターコネクトがない HyperFlexサーバを発注する場合、製造プロ
セスと顧客サイトの間でMACアドレスが変わります。

• MACアドレスは、サービスプロファイルの関連付けの際に設定されます。サービスプロファイルの
関連付けの解除の間は、設定されせん。

•製造プロセスの最後で、サービスプロファイルの関連付けが解除されます。つまり、MACアドレス
が未設定になります。

• HyperFlexサーバを導入する場合は、MACアドレスプールを上記のように設定します。

• VMWareは Consistent Device Naming（CDN）をサポートしていますが、5.5.SRが公開されて以来、
問題が報告されています。
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QoS ポリシーの作成
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。

表 3：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー

ンを 1つ管理します。

これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポ

リシーを割り当てるために使用できます。

Platinum

Gold

Silver

Bronze

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する QoSを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じて、データパケットのドロップを許可するドロップポリシー

があります。このシステムクラスをディセーブルにはできません。

ベストエフォート

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスをディセーブルにはできませ

ん。

FCoEトラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約されたQoSシステムクラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoEで使用される CoS値があ
る場合、その値は 0にリマークされます。

（注）

ファイバチャネル
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UCS Managerで QoSポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Webブラウザを開き、Cisco UCSManagerの IPアドレスを入力します。ログインクレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2 [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。

ステップ 3 [LAN]タブで [LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 4 [root]ノード > [Sub-org] > [hx-cluster]の順に展開します

ステップ 5 [QoS Policy]を右クリックし、[Create QoS Policy]を選択します。

ステップ 6 [Create QoS Policy]ダイアログボックスで、次の表に示すように必要なフィールドに値を入力します。

ホストコントロールレートBurst SizeQoSクラスQoSポリシー名

noneラインレート10240PlatinumPlatinum

noneラインレート10240GoldGold

noneラインレート10240SilverSilver

noneラインレート10240BronzeBronze

noneラインレート10240ベストエ

フォート

ベストエフォー

ト

ステップ 7 [OK]をクリックします。

   Cisco HyperFlex システムネットワークおよび外部ストレージ管理ガイドリリース 2.1
12

Network Management
QoS ポリシーの作成



次の作業

HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成

はじめる前に

この手順では、合計 8つの vNICテンプレートを作成します。FI（A）と FI（B）のそれぞれに、
トラフィック管理、ストレージ管理、ネットワーク管理、および vMotion用のテンプレートを 1
つずつ割り当てます。

ステップ 1 Cisco UCS Managerで、[LAN tab] > [Policies] > [root] > [Sub-Organization] > [Hyperflex] > [vNIC Templates]に
移動します。

ステップ 2 [vNIC Templates]ノードを右クリックし、[Create vNIC Template]を選択します。

ステップ 3 [Create Network Policy]ダイアログボックスで、次のように必要なフィールドに値を入力します。

説明ネットワーク

制御ポリシー

QoS ポ
リ

シー

MTUMAC アド
レスプー

ル

ネイ

ティ

ブ
VLAN

VLANファブ

リック
ID

vNIC テン
プレート

名

次で使用されます。

• ESX管理

•ストレージコント
ローラVMへのSSH

•クラスタ管理 IP

• HXDPプラグイン用
のHXコントローラ
VMへの vCenter接
続。

• hv-mgmt-aと
hv-mgmt-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ
vswitch-hx-inband-mgmt
のアップリンクとし

て使用されます。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-infra

Silver1500hv-mgmt-aYeshx-inband-mgmtAhv-mgmt-a

hv-mgmt-bYeshx-inband-mgmtBhv-mgmt-b
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説明ネットワーク

制御ポリシー

QoS ポ
リ

シー

MTUMAC アド
レスプー

ル

ネイ

ティ

ブ
VLAN

VLANファブ

リック
ID

vNIC テン
プレート

名

次で使用されます。

• ESXi NFSクライア
ント（IOSvisor）

• HXDPレプリケー
ション/クラスタ

•クラスタデータVIP

• storage-data-aと
storage-data-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ
vswitch-hx-storage-data
のアップリンクとし

て使用されます。

• NFSトラフィック
は、セキュリティと

QoSを考慮して、専
用の vNICおよび
VLAN上にある必要
があります。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-infra

Platinum9000storage-data-aYesstorage-dataAstorage-data-a

storage-data-bYesstorage-dataBstorage-data-b

次で使用されます。

• VMデータトラ
フィック（VDI、
データベースなど）

• vm-network-aと
vm-network-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ
vswitch-hx-vm-network
のアップリンクとし

て使用されます。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-vm

Gold1500vm-network-aYes（カス

タマー

vlan名）

Avm-network-a

vm-network-bYes（カス

タマー
VLAN
名）

Bvm-network-b
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説明ネットワーク

制御ポリシー

QoS ポ
リ

シー

MTUMAC アド
レスプー

ル

ネイ

ティ

ブ
VLAN

VLANファブ

リック
ID

vNIC テン
プレート

名

次で使用されます。

• VMとストレージ
vMotion、FT

• hv-vmotion-aと
hv-vmotion-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ vmotionの
アップリンクとして

使用されます。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-infra

Bronze9000hv-vmotion-aYeshv-motion-aAhv-vmotion-a

hv-vmotion-aYeshv-motion-bBhv-vmotion-b

[General]領域で、次の参照テーブルに従って、8つすべての vNICにすべてのプロパティを設定します。

無効フェールオーバー

アダプタTarget

更新Template Type

not setPINグループ

デフォルトStats Threshold Policy

not setダイナミック vNIC接続ポ
リシー

vNICテンプレートのそれぞれに対し、次の表の通りに設定VLANs
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表 4：vNIC テンプレートに設定された VLAN

注VLANsvNIC 名

HXDPインストーラは、次のようにUCSMLCPvNICに単一のVLAN
を設定します。

• VLAN名を「hx-inband-mgmt」に設定します

•ネイティブ VLANとして設定します

•デフォルトでは VLAN IDを 3091に設定します。

HXDPインストーラで VLAN IDを変更でき
ます

（注）

• HXDPのインストール後、UCSMを開き、追加の VLANを作
成して、「hv-mgmt-a」および「hv-mgmt-b」vNICテンプレー
トに追加できます。これらの追加のVLANは、NetappNFS/ISCSI
ファイラなどの外部システムにアクセスするために使用できま

す。

•ポートグループ名は、VLANの [hx-inband-mgmt]でサポート
される [Storage Controller, Management Network]に設定されてい
る値です。

hx-inband-mgmthv-mgmt-a

hv-mgmt-b

HXDPインストーラは、次のように単一 VLANを設定します。

• VLAN名を「hx-storage-data」に設定します

•ネイティブ VLANとして設定します

•デフォルトでは VLAN IDを 3092に設定します。

注：HXDPインストーラで VLAN IDを変更できます。ただ
し、「hx-inband-mgmt」と同じにはできません。同じにする
と、ESXiルーティングが混乱します。

•ポートグループ名は次のとおりです。

•「Storage Controller Data Network」の後ろに VLAN
「hx-storage-data」が続きます。

• VMK「StorageHypervisorDataNetwork」の後ろにVLAN
「hx-storage-data」が続きます。

•サブネット 10

hx-storage-datastorage-data-a

storage-data-b
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注VLANsvNIC 名

• UCSMで 1つ以上の VLANを手動で作成します。

•ポートグループを手動で作成します。その際、ユーザが作成
した VLANを後ろに続けます。

• UCSMでさらに VLANを作成し、それらを VMトラフィック
用に「vm-network-a」および「vm-network-b」vNICテンプレー
トに割り当てることができます。

•注：HXDPインストーラは VLANまたはポートグループを設
定しません。

ユーザが作成した
VLAN

vm-network-a

vm-network-b

HXDPインストーラは、次のように単一 VLANを設定します。

• VMotion：VLAN「hx-vmotion」

• VLAN IDを設定します。

•ネイティブ VLANとして設定します

•デフォルトの VLAN IDは 3093です。

•サブネット 10

hx-vmotionhv-vmotion-a

hv-vmotion-b

ステップ 4 完了したら、[OK]をクリックします。

プライベート VLAN

プライベート VLAN の概要
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のメンバーであり、プライマリ VLANは、プライベート VLANドメイン全体です。

プライベート VLAN ポートの概要

プライベート VLANポートのタイプは、次のとおりです。
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•無差別プライマリVLAN：無差別ポートはプライマリVLANに属しています。無差別ポート
は、無差別ポートとアソシエートされているセカンダリ VLANに属し、プライマリ VLAN
とアソシエートされている、すべてのインターフェイスと通信でき、この通信可能なイン

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がこの VLANを通過します。

•独立セカンダリVLAN：独立ポートは、独立セカンダリVLANに属するホストポートです。
このポートは、アソシエートされている無差別ポートと通信できることを除き、同じプライ

ベート VLANドメイン内の他のポートから、完全に隔離されています。

•コミュニティセカンダリ VLAN：コミュニティポートは、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。

デフォルトでは、HXの展開後、VMネットワークは通常の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、次の項から設定手順を実行します。

•既存の仮想マシンのないVMネットワークでのプライベートVLANの設定, （18ページ）。

•既存の仮想マシンがあるVMネットワークでのプライベートVLANの設定, （21ページ）。

既存の仮想マシンのない VM ネットワークでのプライベート VLAN の
設定

ステップ 1 CiscoUCSManagerでプライベートVLANを設定します（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#task_F2EAE343E6894F12877F7192DEFB64B6)を参照してください）。

ステップ 2 アップストリームスイッチでプライベートVLANを設定します。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/
datacenter/nexus9000/sw/6-x/layer2/configuration/guide/
b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_chapter_0101.html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を設定します。次を参照してください。 ESXホストでのプライベート
VLANの設定, （19ページ）
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ESX ホストでのプライベート 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。

ステップ 1 VMware vSphereクライアントから vSphere標準スイッチの 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分散スイッチを作成します。

ステップ 3 無差別、独立、およびコミュニティ VLANを作成します。

vSphere 標準スイッチでの VMNIC の削除

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにログインします。

ステップ 2 [Home] > [Hosts and Clusters]を選択します。

ステップ 3 VMNICを削除する ESXホストを選択します。

ステップ 4 [Configuration]タブを開きます。

ステップ 5 [Hardware]で [Networking]をクリックします。

ステップ 6 vmincを削除する vSwitchの横にある [Properties]をクリックします。

ステップ 7 [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、[Remove]をクリックします。

ステップ 9 [Yes]をクリックして、選択内容を確認します。

ステップ 10 [Close]をクリックします。

vSphere 分散スイッチの作成

ステップ 1 VMware vSphereクライアントから、[Inventory] > [Networking]を選択します。

ステップ 2 dvSwitchを右クリックして、[New vSphere Distributed Switch]をクリックします。

ステップ 3 [Create vSphere Distributed Switch]ダイアログボックスで、[vSphere Distributed Switch Version: 6.0.0]を選択
します。

ステップ 4 [Next]をクリックします。

ステップ 5 [General Properties]タブで、次の項目を指定します。

• [Name]
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• [Number of uplink ports]

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [Add Hosts and Physical Adapters]で、[Add Now]を選択します。

ステップ 8 目的の ESXホストの下で、[Physical Adapters]を選択します。

ステップ 9 [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 分散スイッチでのプライベート VLAN の作成

ステップ 1 VMware vSphereクライアントから、[Inventory] > [Networking]を選択します。

ステップ 2 dvSwitchを右クリックして、[Edit Settings]をクリックします。

ステップ 3 [Private VLAN]タブを選択します。

ステップ 4 [Primary private VLAN ID]タブで、プライベート VLAN IDを入力します。

ステップ 5 [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 [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。

• Isolated

• Community

無差別プライベート VLANが自動的に作成されま
す。

（注）

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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分散ポートグループでのプライベート VLAN の設定

はじめる前に

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、[Edit Settings]をクリックします。

ステップ 2 [Policies] > [VLAN]をクリックします。

ステップ 3 [VLAN type]ドロップダウンリストから [Private VLAN]を選択します。

ステップ 4 [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。

•無差別

• Isolated

• Community

コミュニティプライベート VLANが推奨されま
す。

（注）

ステップ 5 [OK]をクリックします。

既存の仮想マシンがある VM ネットワークでのプライベート VLAN の
設定

ステップ 1 CiscoUCSManagerでプライベートVLANを設定します（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#task_F2EAE343E6894F12877F7192DEFB64B6)を参照してください）。

ステップ 2 アップストリームスイッチでプライベートVLANを設定します。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/
datacenter/nexus9000/sw/6-x/layer2/configuration/guide/
b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_
NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_chapter_0101.html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を設定します。を参照してください。 ESXホストでのプライベート
VLANの設定, （19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、[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、[source network]および [destination network]を選択します。
c) [Next]をクリックします。
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d) 移行する仮想マシンを選択します。
e) [Finish]をクリックします。

ステップ 5 VM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、[Edit Settings]をクリックします。
b) [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) [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を選択します。
d) [OK]をクリックします。

QoS ポリシーの作成
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。

表 5：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーに含めることができる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィックレー

ンを 1つ管理します。

これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポ

リシーを割り当てるために使用できます。

Platinum

Gold

Silver

Bronze

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する QoSを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じて、データパケットのドロップを許可するドロップポリシー

があります。このシステムクラスをディセーブルにはできません。

ベストエフォート
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説明システムクラス

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスをディセーブルにはできませ

ん。

FCoEトラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約されたQoSシステムクラスがあります。他
のタイプのトラフィックに FCoEで使用される CoS値があ
る場合、その値は 0にリマークされます。

（注）

ファイバチャネル

UCS Managerで QoSポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Webブラウザを開き、Cisco UCSManagerの IPアドレスを入力します。ログインクレデンシャルを入力し
ます。

ステップ 2 [Navigation]ペインで [LAN]をクリックします。

ステップ 3 [LAN]タブで [LAN] > [Policies]を展開します。

ステップ 4 [root]ノード > [Sub-org] > [hx-cluster]の順に展開します

ステップ 5 [QoS Policy]を右クリックし、[Create QoS Policy]を選択します。

ステップ 6 [Create QoS Policy]ダイアログボックスで、次の表に示すように必要なフィールドに値を入力します。

ホストコントロールレートBurst SizeQoSクラスQoSポリシー名

noneラインレート10240PlatinumPlatinum

noneラインレート10240GoldGold

noneラインレート10240SilverSilver

noneラインレート10240BronzeBronze

noneラインレート10240ベストエ

フォート

ベストエフォー

ト

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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次の作業

HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成
はじめる前に

この手順では、合計 8つの vNICテンプレートを作成します。FI（A）と FI（B）のそれぞれに、
トラフィック管理、ストレージ管理、ネットワーク管理、および vMotion用のテンプレートを 1
つずつ割り当てます。

ステップ 1 Cisco UCS Managerで、[LAN tab] > [Policies] > [root] > [Sub-Organization] > [Hyperflex] > [vNIC Templates]に
移動します。

ステップ 2 [vNIC Templates]ノードを右クリックし、[Create vNIC Template]を選択します。

ステップ 3 [Create Network Policy]ダイアログボックスで、次のように必要なフィールドに値を入力します。

説明ネットワーク

制御ポリシー

QoS ポ
リ

シー

MTUMAC アド
レスプー

ル

ネイ

ティ

ブ
VLAN

VLANファブ

リック
ID

vNIC テン
プレート

名

次で使用されます。

• ESX管理

•ストレージコント
ローラVMへのSSH

•クラスタ管理 IP

• HXDPプラグイン用
のHXコントローラ
VMへの vCenter接
続。

• hv-mgmt-aと
hv-mgmt-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ
vswitch-hx-inband-mgmt
のアップリンクとし

て使用されます。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-infra

Silver1500hv-mgmt-aなしhx-inband-mgmtAhv-mgmt-a

hv-mgmt-bなしhx-inband-mgmtBhv-mgmt-b
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説明ネットワーク

制御ポリシー

QoS ポ
リ

シー

MTUMAC アド
レスプー

ル

ネイ

ティ

ブ
VLAN

VLANファブ

リック
ID

vNIC テン
プレート

名

次で使用されます。

• ESXi NFSクライア
ント（IOSvisor）

• HXDPレプリケー
ション/クラスタ

•クラスタデータVIP

• storage-data-aと
storage-data-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ
vswitch-hx-storage-data
のアップリンクとし

て使用されます。

• NFSトラフィック
は、セキュリティと

QoSを考慮して、専
用の vNICおよび
VLAN上にある必要
があります。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-infra

Platinum9000storage-data-aなしstorage-dataAstorage-data-a

storage-data-bなしstorage-dataBstorage-data-b

次で使用されます。

• VMデータトラ
フィック（VDI、
データベースなど）

• vm-network-aと
vm-network-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ
vswitch-hx-vm-network
のアップリンクとし

て使用されます。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-vm

Gold1500vm-network-aなし（カス

タマー

vlan名）

Avm-network-a

vm-network-bなし（カス

タマー
VLAN
名）

Bvm-network-b

Cisco HyperFlex システムネットワークおよび外部ストレージ管理ガイドリリース 2.1    
25

Network Management
HX サーバ用の vNIC テンプレートの作成



説明ネットワーク

制御ポリシー

QoS ポ
リ

シー

MTUMAC アド
レスプー

ル

ネイ

ティ

ブ
VLAN

VLANファブ

リック
ID

vNIC テン
プレート

名

次で使用されます。

• VMとストレージ
vMotion、FT

• hv-vmotion-aと
hv-vmotion-bは、
vCenterで仮想ス
イッチ vmotionの
アップリンクとして

使用されます。

ネットワーク

制御ポリ

シー：

hyperflex-infra

Bronze9000hv-vmotion-aなしhv-motion-aAhv-vmotion-a

hv-vmotion-aなしhv-motion-bBhv-vmotion-b

[General]領域で、次の参照テーブルに従って、8つすべての vNICにすべてのプロパティを設定します。

無効フェールオーバー

アダプタTarget

更新Template Type

not setPINグループ

デフォルトStats Threshold Policy

not setダイナミック vNIC接続ポ
リシー

vNICテンプレートのそれぞれに対し、次の表の通りに設定VLANs
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表 6：vNIC テンプレートに設定された VLAN

注VLANsvNIC 名

HXDPインストーラは、次のようにUCSMLCPvNICに単一のVLAN
を設定します。

• VLAN名を「hx-inband-mgmt」に設定します

•デフォルトでは VLAN IDを 3091に設定します。

HXDPインストーラで VLAN IDを変更でき
ます

（注）

• HXDPのインストール後、UCSMを開き、追加の VLANを作
成して、「hv-mgmt-a」および「hv-mgmt-b」vNICテンプレー
トに追加できます。これらの追加のVLANは、NetappNFS/ISCSI
ファイラなどの外部システムにアクセスするために使用できま

す。

•ポートグループ名は、VLANの [hx-inband-mgmt]でサポート
される [Storage Controller, Management Network]に設定されてい
る値です。

hx-inband-mgmthv-mgmt-a

hv-mgmt-b

HXDPインストーラは、次のように単一 VLANを設定します。

• VLAN名を「hx-storage-data」に設定します

•ネイティブ VLANとして設定します

•デフォルトでは VLAN IDを 3092に設定します。

注：HXDPインストーラで VLAN IDを変更できます。ただ
し、「hx-inband-mgmt」と同じにはできません。同じにする
と、ESXiルーティングが混乱します。

•ポートグループ名は次のとおりです。

•「Storage Controller Data Network」の後ろに VLAN
「hx-storage-data」が続きます。

• VMK「StorageHypervisorDataNetwork」の後ろにVLAN
「hx-storage-data」が続きます。

•サブネット 10

hx-storage-datastorage-data-a

storage-data-b
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注VLANsvNIC 名

• UCSMで 1つ以上の VLANを手動で作成します。

•ポートグループを手動で作成します。その際、ユーザが作成
した VLANを後ろに続けます。

• UCSMでさらに VLANを作成し、それらを VMトラフィック
用に「vm-network-a」および「vm-network-b」vNICテンプレー
トに割り当てることができます。

•注：HXDPインストーラは VLANまたはポートグループを設
定しません。

ユーザが作成した
VLAN

vm-network-a

vm-network-b

HXDPインストーラは、次のように単一 VLANを設定します。

• VMotion：VLAN「hx-vmotion」

• VLAN IDを設定します。

•ネイティブ VLANとして設定します

•デフォルトの VLAN IDは 3093です。

•サブネット 10

hx-vmotionhv-vmotion-a

hv-vmotion-b

ステップ 4 完了したら、[OK]をクリックします。

vSwitch の設定
VMware ESXおよび ESXiホストの両方で、vSwitchが GUIまたはコマンドラインの両方から設定
できます。

CLI設定は、複数の ESXサーバをインストールして、vSwitch設定のスクリプトを構築する際に
非常に便利です。

ESXのインストール後、次に示すように ESXホストで vSwitchを設定します。

ステップ 1 各 ESXサーバのコマンドラインにログインします。

ステップ 2 リストされた名前を使用して、各 ESXサーバで 3つの vSwitchを作成します。

• vswitch-hx-storage-data
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スイッチでMTUを 9000に設定します。

• vmotion

スイッチでMTUを 9000に設定します。

• vswitch-hx-vm-network

ステップ 3 次の CLIコマンドを使用して、3つの新しい vSwitchを作成します。
# esxcli network vswitch standard add -v vswitch-hx-storage-data

# esxcli network vswitch standard set -v vswitch-hx-storage-data -mtu= 9000

# esxcli network vswitch standard add -v vswitch-vmotion

# esxcli network vswitch standard set -v vswitch-vmotion -mtu=9000

# esxcli network vswitch standard add -v vswitch-hx-vm-network

ステップ 4 ESXiのインストール時に作成されるデフォルトの vSwitch vSwitch0は、Hxデータプラットフォームノー
ドのセットアップスクリプトが機能するように、「vswitch-hx-inband-mgmt」に名前を変更する必要があ
ります。次のコマンドを使用してスイッチの名前を変更してから、vmkernelがコンフィギュレーション
ファイルを再度読み取り、新しい名前を使用するように、ホストを再起動します。
# sed -i 's/vSwitch0/vswitch-hx-inband-mgmt/g' /etc/vmware/esx.conf

# reboot

ステップ 5 次のコマンドを使用して、ホストの再起動後に、vSwitchの作成と名前の変更が確認できます。
# esxcli network vswitch standard list

コマンド出力には、上記 4つの vSwitchが表示されます。「switch-hx-inband-mgmt」vSwitchのみにアップ
リンクとポートグループがリストされ、残りのネットワーク設定は、HXデータプラットフォームイン
ストーラスクリプトによって実行されます。

分散仮想スイッチ（DVS）または Cisco Nexus 1000v
（N1Kv）への vMotion ネットワークの移行

（注） • HXに依存しない以下の特定のネットワークでは、VMware DVSまたはCisco Nexus 1000v
を使用して HX Data Platformを設定できます。

vMotionネットワーク

仮想マシンネットワーク

•詳細については、Cisco Nexus 1000vのドキュメントを参照してください。
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HXに依存しないvSwitchと関連するポートグループをDVSネットワークまたはN1Kvネットワー
クに移行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 vCenterから、DVSスイッチおよびポートグループを作成します。
a) [vCenter Inventory Lists] > [Datacenters] > [datacenter] > [Related Objects] > [Distributed Switches]の順に選択
します。[Add Distributed Switch]アイコンをクリックします。

b) [NewDistributed Switch]ウィザードを完了します。2つのアップリンクを使用して各DVSスイッチを作
成します。

例：VMネットワークと vmotion pg

• DVSwitch-VMNetwork：DVPortGroup-VMNetwork

• DVSwitch-Vmotion：DVPortGroup-Vmotion

ステップ 2 vSwitch、VMNetworkを移行します。VMNetworkを、従来の vSwitchからDVSに移行するには、次の手順
を実行します。

a) [vCenter Inventory Lists] > [Datacenters] > [datacenter] > [Related Objects] > [Distributed Switches]の順に選択
します。

b) [DVSwitch-VMNetwork vSwitch]を選択します。[Add and Manage Hosts]アイコンをクリックします。
[Add and Manage Hosts]ウィザードが起動します。

c) [Select task]ページで、[Add Hosts]を選択します。[Next]をクリックします。
d) [Select hosts]ページで、[Add New Hosts]をクリックします。クラスタ内のすべてのホストを選択しま
す。[Next]をクリックします。

e) [Select network adapter tasks]ページで、[Manage physical adapters]と [Migrate virtual machine networking]
を選択します。[Next]をクリックします。

f) [Manage physical network adapters]ページで、vswitch-hx-vm-network：VMネットワークの一部である物
理アダプタが DVSwitch-VMNetworkに割り当てられます。
[On other switches/unclaimed]リストで、スイッチで使用中の vswitch-hx-vm-networkに対応する vmnicを
選択します。[Assign uplink]をクリックし、[Auto-assign]を選択して [OK]をクリックします。ページが
更新され、新しく割り当てられた vmnicが [On this switch]にリストされます。

g) [Analyze impact]ページに、この移行による影響が表示されます。影響がすべてグリーンであることを
確認します。[Next]をクリックします。

h) [Migrate VM networking]ページで、新しいネットワーク DVPortGroup-VMNetworkに移行する VMを選
択します。
Next
すべてのホストから、コントローラ VM、stCtlVMを除くすべての VMを選択します。
[DVPortGroup-VMNetwork]を選択します。[Next]をクリックします。

各ホストのVMのリストには、コントローラVMを含むすべてのVMが含まれています。コ
ントローラ VMは選択しないでください。コントローラ VMを移行すると、ストレージク
ラスタが中断されます。

（注）

i) [Ready to complete]ページで、移行の概要を確認します。[Finish]をクリックします。
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移行後のシステムによって、複数のネットワーク関連のアラームが生成されます。アラーム

を確認し、クリアします。

（注）

ステップ 3 vmotion pgに vSwitchを移行します。 vmotion pgを、従来の vSwitchから DVSに移行するには、次の手順
を実行します。

a) [vCenter Inventory Lists] > [Datacenters] > [datacenter] > [Related Objects] > [Distributed Switches]の順に選択
します。

b) [DVSwitch-Vmotion vSwitch]を選択します。[Add and Manage Hosts]アイコンをクリックします。[Add
and Manage Hosts]ウィザードが起動します。

c) [Select task]ページで、[Add Hosts]を選択します。[Next]をクリックします。
d) [Select hosts]ページで、[Add New Hosts]をクリックします。クラスタ内のすべてのホストを選択しま
す。[Next]をクリックします。

e) [Select network adapter tasks]ページで、タスク [Manage physical adapters]と [Manage VMkernel adapters]
を選択します。[Next]をクリックします。

f) [Manage physical network adapters]ページで、vmotion:vmotion pgの一部である物理アダプタが
DVSwitch-Vmotionに割り当てられます。
[On other switches/unclaimed]リストで、スイッチで使用中の vmotionに対応する vmnicを選択します。
[Assign uplink]をクリックし、[Auto-assign]を選択して [OK]をクリックします。ページが更新され、新
しく割り当てられた vmnicが [On this switch]にリストされます。[Next]をクリックします。

g) [ManageVMkernel network adapters]ページで、VMkernelアダプタをポートグループDVPortGroup-Vmotion
に移行します。

各ホストに対し、[On other switches]で、スイッチで使用中の vmotionに対応するVMKernelアダプタを
選択します。[Assign port group]をクリックします。宛先ポートグループ、DVPortGroup-Vmotionを選
択します。[OK]をクリックします。ページが更新され、VMkernelネットワークアダプタが再度割り
当てられ、送信元ポートグループと宛先ポートグループがリストされます。

h) 新しいネットワーク、DVPortGroup-Vmotionに移行するホストを選択します。[Next]をクリックしま
す。

i) [Ready to complete]ページで、移行の概要を確認し、[Finish]をクリックします。

ステップ 4 移行後の手順：IO、ネットワークの接続性、およびVMの移行について、VMに影響がないことを確認し
ます。

Stats Daemon のリセット
説明

ネットワークデーモンは、UDPまたは TCP経由で送信されるカウンタやタイマーなどの統計情
報をリッスンし、1つ以上の着脱可能なバックエンドサービスに集計を送信します。

手動で HXデータプラットフォームサーバに ESXを再インストールした後、パフォーマンス統
計情報が正しく表示されるように、stats daemonをリセットします。

Cisco HyperFlex システムネットワークおよび外部ストレージ管理ガイドリリース 2.1    
31

Network Management
Stats Daemon のリセット



アクション：stats daemonの再起動

ステップ 1 ESXホストのコントローラ VMのコマンドラインにログインします。

ステップ 2 restartコマンドを実行します。
# /etc/init.d/statsd restart

ステップ 3 ストレージクラスタのすべての ESXホストのコントローラ VMでステップ 1およびステップ 2を繰り返
します。
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