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章

テクノロジーの使用例
• Cisco HyperFlex Edge （1 ページ）

Cisco HyperFlex Edge
はじめに
Cisco HyperFlex Edge は、リモートおよびブランチ オフィス (ROBO) とエッジ環境のハイパー
コンバージェンスを簡素化します。このドキュメントでは、HyperFlex Edge の導入について説
明します。
制限事項とサポート可能性の概要
制限対象

サポート

クラスタ型（cluster type）

HX220c M4 ハイブリッド クラスタ
HX220c M5 ハイブリッド クラスタ
HXAF220c M4 オールフラッシュ クラスタ
HXAF220c M5 オールフラッシュ クラスタ

クラスタ サイズ

3 ノード。HyperFlex Edge 構成では拡張ワーク
フローがサポートされていません。

レプリケーション ファクタ

2

ネットワーキング

Cisco UCS ファブリック インターコネクト未
使用の 1GbE ネットワーキング

VCenter ごとの HX クラスタ数

最大 100
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テクノロジーの使用例
Cisco HyperFlex Edge
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インストール前チェックリスト
• シングル スイッチの設定 （3 ページ）
• デュアル スイッチの設定 （6 ページ）
• ネットワークの共通要件 （10 ページ）
• Intersight の接続性 （24 ページ）

シングル スイッチの設定
シングル スイッチの設定には、サーバごとにシングル スイッチと 2 つの 1 GbE ポートのみを
必要とする単純なトポロジが含まれます。リンクまたはスイッチの冗長性はありません。サ
ポートされている 2 つのネットワーク ポート設定は、アクセス ポートとトランク ポートです。
ネットワーク トポロジ
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シングル スイッチの設定

アップストリーム ネットワークの要件
• VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ
• 3 つの HyperFlex ノード用の 6 個の物理 1 GbE ポート
• ジャンボ フレームを設定する必要はありません。
• Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのアクセスを中断させないために、すべ
てのポートに PortFast または PortFast トランクを設定する必要があります。
仮想ネットワークの要件
次のネットワークに対する各 ESXi ホスト コールの推奨構成は分離する必要があります。
• 管理トラフィック ネットワーク
• データ トラフィック ネットワーク
• VMotion ネットワーク
• VM ネットワーク
ネットワークの最小構成には、少なくとも 2 つの個別ネットワークが必要です。
• 管理ネットワーク（VMotion と VM ネットワークを含む）
• データ ネットワーク（ストレージ トラフィック用）
それぞれ異なるネットワークを伝送する 2 つの vSwitch が必要です。
• vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理（vmk0）、ストレージ コントローラ管理、VMotion
（vmk2）、VM ゲスト ポートグループ
• vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワーク、ハイパーバイザ スト
レージ インターフェイス（vmk1）

（注）

シングル スイッチ構成で HyperFlex Edge をいくつか導入すると、ストレージ データ vSwitch
および関連付けられたポートグループのフェールオーバー順序（スタンバイ アダプタのみ追加
された状態）が表示されます。アクティブ アダプタが不足している場合でも、それが原因でク
ラスタに機能上の問題が生じることはありません。フェールオーバー順序はインストール プロ
セスで設定された順序のままにしておくことを推奨します。

ポート要件
サーバごとに 2 つの 1 GbE ポートが必要です。
• ポート 1：管理（ESXi と CIMC）、VMotion トラフィック、および VM ゲスト トラフィッ
ク
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シングル スイッチの設定

• ポート 2：HyperFlex ストレージ トラフィック
• サポートされている 2 つのネットワーク ポート設定：アクセス ポートまたはトランク ポー
ト。
• スパニング ツリー PortFast（アクセス ポート）または PortFast トランク（トランク ポー
ト）は、HyperFlex サーバに接続しているすべてのネットワーク ポートで有効にする必要
があります。
• PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に CIMC が断続的に切断され、物理リン
ク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。
• 導入環境でアクセス ポートとトランク ポートのどちらが使用されるのかを確認するには、
後続の「アクセス ポートとトランク ポートについて」を参照してください。
物理ネットワーク トポロジのガイダンス

• 両方の統合 LOM ポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。
• 必要に応じて、専用の CIMC ポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチ
にケーブル接続します。
• VIC の 10 GbE ポートは使用しないでください。
アクセス ポートとトランク ポートについて
イーサネット インターフェイスは、次のように、アクセス ポートまたはトランク ポートとし
て設定できます。
• アクセス ポートはインターフェイス上に設定された 1 つの VLAN だけに対応し、1 つの
VLAN のトラフィックだけを伝送します。
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• トランク ポートはインターフェイス上に設定された 1 つ以上の VLAN に対応しているた
め、複数の VLAN のトラフィックを同時に伝送できます。
次の表に、アクセス ポートとトランク ポート間の違いの概要を示します。この表に記載され
ている詳細を確認して、導入環境に使用するポートを決定できます。

重要

このガイドはトランク ポートを前提に書かれています。ユーザの導入環境にもトランク ポー
トを強く推奨します。
トランク ポート

アクセス ポート

CIMC、ESXi、および HX Data Platform インス トランク ポートよりも導入プロセスがシンプ
トーラ 内では、より多くの設定と VLAN タグ ルです。
の定義が必要です。
異なるサブネット上の管理、VMotion、および 管理、VMotion、および VM ゲスト トラフィッ
VM ゲスト トラフィックを論理的に分ける機 クで単一のサブネットを共有する必要があり
能があります。
ます。
追加の L2 ネットワークを ESXi に提供する柔 個別の VLAN にポート 1 と 2 を設定するため
軟性があります。
のマネージド スイッチが必要です。ストレー
ジ トラフィックは、例外なく、専用の VLAN
を使用する必要があります。

（注）

トランク ポートとアクセス ポートのいずれにも、個別の VLAN にポート 1 と 2 を設定するた
めのマネージド スイッチが必要です。
詳細については、ネットワーク構成の例 （43 ページ）を参照してください。

デュアル スイッチの設定
デュアル スイッチの設定には、スイッチの障害、リンクとポートの障害、LOM/PCIe NIC ハー
ドウェアの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。サー
バごとに、スタンドアロンまたはスタック構成のスイッチが 2 台、1 GbE ポートが 4 個、およ
び追加の PCIe NIC が 1 つ必要です。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワー
ク ポート設定です。
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デュアル スイッチの設定

ネットワーク トポロジ

アップストリーム ネットワークの要件
• VLAN 機能を備えた 2 台のマネージド スイッチ（スタンドアロンまたはスタック構成）
• 3 つの HyperFlex ノード向けの、12 個の物理 1 GbE ポート
12 個のポートはすべてトランクで、適用可能なすべての VLAN を許可する必要がありま
す。
• ジャンボ フレームを設定する必要はありません。
• Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのアクセスを中断させないために、すべ
てのポートに PortFast トランクを設定する必要があります。
仮想ネットワークの要件
次のネットワークに対する各 ESXi ホスト コールの推奨構成は分離する必要があります。
• 管理トラフィック ネットワーク
• データ トラフィック ネットワーク
• VMotion ネットワーク
• VM ネットワーク
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ネットワークの最小構成には、少なくとも 2 つの個別ネットワークが必要です。
• 管理ネットワーク（VMotion と VM ネットワークを含む）
• データ ネットワーク（ストレージ トラフィック用）
それぞれ異なるネットワークを伝送する 2 つの vSwitch が必要です。
• vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理（vmk0）、ストレージ コントローラ管理、VM ゲスト
ポートグループ
• vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワーク、ハイパーバイザ スト
レージ インターフェイス（vmk1）、VMotion（vmk2）
フェールオーバーの順序：
• vswitch-hx-inband-mgmt：全 vSwitch がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルト
では、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェール
オーバーされます。VM ポートグループのフェールオーバー順序は、必要に応じてオー
バーライドされることがあります。
• vswitch-hx-storage-data：HyperFlexストレージ データ ネットワークと vmk1 は、同じアク
ティブ/スタンバイ順序に設定されます。post_install スクリプトを使用して設定されて
いる場合、vMotion VMKernel ポートは反対の順序を使用するように設定されます。
ポート要件
サーバごとに 4 つの 1 GbE ポートが必要です。
• ポート 1：管理（ESXi、HyperFlex コントローラ、CIMC）および VM ゲスト トラフィッ
ク
• ポート 2：HyperFlex ストレージ トラフィック（および VMotion スタンバイ）
• ポート 3：VM ゲスト トラフィック（および管理スタンバイ）
• ポート 4：VMotion トラフィック（およびストレージ スタンバイ）
• LOM を使用している 2 つのポートと PCIe アドイン NIC からの 2 つのポート
• 1 つの LOM と 1 つの PCIe ポートが、冗長構成の管理トラフィックと VM ゲスト ト
ラフィックを処理します。
• 冗長構成および負荷分散構成にある 1 つの LOM と 1 つの PCIe ポートが、ストレージ
データと VMotion トラフィックを処理します。
• このトポロジには、Intel i350 クワッド ポート NIC（UCSC-PCIE-IRJ45）をインストールす
る必要があります。
• NIC は発注時に選択し、工場出荷時にプレインストールすることを選択できます。
• 個別に発注した場合は現場でインストールできます。ライザ #1 または #2 を使用でき
ますが、ライザ #1 の使用を推奨します。
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• トランク ポートはデュアル スイッチの設定でのみサポートされています。
• スパニング ツリー PortFast トランクは、HyperFlex サーバに接続しているすべてのネット
ワーク ポートで有効にする必要があります。
• PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に CIMC が断続的に切断され、物理リン
ク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。
物理ネットワーク トポロジのガイダンス

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

• 両方の統合 LOM ポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続します。
• 4 つの PCIe NIC ポートのうち、任意の 2 つのポートを同じ ToR スイッチにケーブル接続
します。インストール前に 3 つ以上の PCIe NIC ポートを接続しないでください。クラス
タのインストール後は、残りのポートを自由に使用できます。
• 冗長性は vSwitch レベルで確保され、オンボード LOM からの 1 つのアップリンク ポート、
および各 vSwitch の PCIe NIC からの 1 つのアップリンク ポートが含まれます。
• 必要に応じて、専用の CIMC ポートを同じスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチ
にケーブル接続します。

Cisco HyperFlex Edge 導入ガイド、リリース 2.1
9

インストール前チェックリスト
ネットワークの共通要件

• VIC の 10 GbE ポートは使用しないでください。

ネットワークの共通要件
インストールを開始する前に、お使いの環境が次の特定のソフトウェア・ハードウェア要件を
満たしていることを確認します。

注目

HX M5 ノードでは、すべてのスイッチ ポートでポート速度を手動で 1000/full に設定します。
ネットワーク構成の例 （43 ページ）を参照してください。

VLAN の要件
シングル スイッチ ネットワーク トポロジ

デュアル スイッチ ネットワーク トポロジ
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ネットワーク

VLAN ID

説明

次の各ネットワークに個別のサブネットと VLAN を使用します。
VMware ESXi および Cisco
HyperFlex の管理用の VLAN

ESXi、HyperFlex、および VMware
vCenter 間の管理トラフィックに使
用されます。ルーティング可能で
ある必要があります。
（注）

CIMC VLAN

管理 VLAN と同じまたは異なる
VLAN を指定できます。
（注）

HX ストレージ トラフィック用の
VLAN

この VLAN は Intersight
にアクセスできる必要が
あります。

この VLAN は Intersight
にアクセスできる必要が
あります。

ストレージ トラフィックに使用さ
れ、L2 接続のみ必要です。
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ネットワーク

VLAN ID

VMware vMotion 用の VLAN

説明
該当する場合、VMotion VLAN に
使用されます。
（注）

VM ネットワーク用の VLAN

管理 VLAN と同じ VLAN
を指定できますが、推奨
されません。

VM/アプリケーション ネットワー
クに使用されます。
（注）

ESXi の VM ポートグ
ループで区切られた複数
の VLAN を指定できま
す。

インバンド CIMC 対アウトオブバンド CIMC
このガイドは、Shared LOM EXT モードを使用しているインバンド CIMC の使用を前提として
作成されています。結果として、CIMC 管理トラフィックが LOM ポートで vSphere トラフィッ
クと多重化され、ケーブル配線、スイッチポート、追加の構成が削減されます。
アウトオブバンド用途では専用 CIMC 管理ポートを使用することもできます。ユーザはアップ
ストリーム スイッチの設定を計画する際は、この 3 番目の 1 GbE ポートを考慮する必要があ
ります。さらに、CIMC の構成中は、CIMC を専用モードに設定する必要があります。専用 NIC
モードにおける CIMC の構成の詳細については、Cisco UCS C シリーズのドキュメンテーショ
ンを参照してください。[NIC プロパティ（NIC properties）] の下で、NIC モードを [専用
（dedicated）] に設定してから構成を保存します。
いずれの場合も、CIMC から Intersight へのネットワーク アクセスが必要です。
サポートされている vCenter トポロジ
次の表を使用して、vCenter のサポートされているトポロジを決定します。
トポロジ

説明

シングル vCenter

外部サーバで実行され、サイ 強く推奨
トに対してローカル扱いとな
る仮想または物理 vCenter。こ
のサーバには、管理ラック マ
ウント サーバを使用できま
す。

一元化された vCenter

WAN 全体で複数のサイトを管 強く推奨
理する vCenter。

Cisco HyperFlex Edge 導入ガイド、リリース 2.1
12

推奨

インストール前チェックリスト
ネットワークの共通要件

トポロジ

説明

推奨

ネストされた vCenter

展開予定のクラスタ内で実行 HyperFlex Edge クラスタのイ
される vCenter。
ンストールは、vCenter がなく
ても実行できます。また、外
部 vCenter とともに展開して、
クラスタに移行することもで
きます。
最新情報については、『HX
Data Platform への vCenter 導入
方法』テクニカル ノートを参
照してください。

顧客導入情報
一般的な 3 ノードの HyperFlex Edge の導入の場合、13 個の IP アドレスが必要です（管理ネッ
トワーク用の 10 個の IP アドレスと VMotion ネットワーク用の 3 個の IP アドレス）。
CIMC 管理 IP アドレス
サーバ

CIMC 管理 IP アドレス

サーバ 1
サーバ 2
サーバ 3
サブネット マスク
ゲートウェイ
DNS サーバ
NTP サーバ
（注）

適切な Intersight 接続を確保するため
には、CIMC に NTP を設定する必要
があります。

ネットワークの IP アドレス

（注）

デフォルトでは、HX インストーラにより、ハイパーバイザ データ ネットワークとストレージ
コントローラ データ ネットワークに 169.254.1.X の範囲内の IP アドレスが自動的に割り当て
られます。
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管理ネットワークの IP アドレス
（ルーティング可能であること）
ハイパーバイザ管理ネットワーク

ストレージ コントローラの管理ネットワー
ク

サーバ 1：

サーバ 1：

サーバ 2：

サーバ 2：

サーバ 3：

サーバ 3：

ストレージ クラスタの管理 IP アドレス
サブネット マスク
デフォルト ゲートウェイ
VMware vMotion ネットワークの IP アドレス
VMotion サービスの場合、固有の VMKernel ポートを設定します。VMotion の管理 VLAN を使
用している場合は vmk0 を再使用することもできます。
サーバ

VMotion ネットワーク IP アドレス（手動で設定）

サーバ 1
サーバ 2
サーバ 3
サブネット マス
ク
ゲートウェイ
ポート要件

重要

「Intersight の接続性」に記載されている前提条件に加えて、次のポート要件も満たしているこ
とを確認してください。
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。
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• 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
CIMC
HX Data Platform
インストーラ
HX Data Platform インストーラ
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

HX Data Platform
インストーラ

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

CIMC

CIMC アドレス

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

CIMC

CIMC アドレス

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

CIMC

CIMC アドレス
管理アドレス

80

443

HTTP/TCP

HTTPS/TCP

HX Data Platform
インストーラ

HX Data Platform
インストーラ

8089

vSphere SDK/TCP HX Data Platform
インストーラ

各 ESXi ノード

902

ハートビー
ト/UDP/TCP

vCenter

HX Data Platform
インストーラ
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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

7444

ICMP

HX Data Platform
インストーラ

ESXi IP

管理アドレス

HX Data Platform
インストーラ

CIP-M

9333

UDP/TCP

CVM IP
クラスタ管理

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

25

SMTP/TCP

各 SVCM ノード

メール サーバ

オプション

CIP-M
CIMC
監視
UCS インフラストラクチャをモニタする場合のオプション。
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

CIMC

オプション

162

SNMP トラッ
プ/UDP

CIMC

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

DNS サーバ

各 CIMC アドレス DNS
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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

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

902

ハートビート/TCP vCenter
または UDP

vCenter

各 ESXi ノード
HX Data Platform
インストーラ
ESXi サーバ

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
でエラーが発生し
ます。
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ユーザ
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

HX Data Platform
インストーラ
各 CIMC アドレス 各 CIMC アドレス
vCenter
SSOサーバ
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

CIMC
HX Data Platform
インストーラ
vCenter
443

HTTPS/TCP

ユーザ

各 SVCM ノード
CIP-M
各 CIMC アドレス 各 CIMC アドレス
HX Data Platform
インストーラ
vCenter

7444

9443

HTTPS
（SSO）/TCP

HTTPS（プラグイ ユーザ
ン）/TCP
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SSO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

7444

HTTPS
（SSO）/TCP

SSOサーバ

各 ESXi ノード

双方向

各 SCVM ノード
CIP-M

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）

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

双方向（クラスタ
管理 IP アドレス
を含む）

各 CVM ノード
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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

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。

ハイパーバイザのクレデンシャル
root ユーザ名

root

root パスワード

Cisco123
重要

Cisco HX Data Platform リリース 3.0
以降に基づく導入では、デフォルト
の工場出荷時のパスワードを変更し
ていない場合、新しいカスタム パス
ワードが必要です。

VMware vCenter の設定

（注）

HyperFlex は標準ポートを介して vCenter と通信します。ポート 80 はリバース HTTP プロキシ
で使用されますが、TAC のサポートを受けて変更されることがあります。ポート 443 は vCenter
SDK へのセキュリティで保護された通信に使用され、変更されることはありません。
vCenter 管理ユーザ名
username@domain
vCenter 管理パスワード
vCenter データセンター名
VMware vSphere コンピューティン
グ クラスタおよびストレージ クラ
スタ名
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ネットワーク サービス

（注）

• DNS サーバと NTP サーバは、HX ストレージ クラスタの外側に配置する必要があります。
• 現時点では、信頼性の高いソースを提供するには、内部でホストされている NTP サーバ
を使用してください。

DNS サーバ
<Primary DNS Server IP address,
Secondary DNS Server IP address,
…>
NTP サーバ
<Primary NTP Server IP address,
Secondary NTP Server IP address,
…>
タイム ゾーン
例：US/Eastern、US/Pacific
コネクテッド サービス
コネクテッドサービスの有効化
（推奨）
[はい（Yes）] または [いいえ
（No）] が必要
サービス要求通知用の電子メー
ル
例：name@company.com
HyperFlex Edge とファームウェアの互換性マトリックス
Cisco HX Data Platform リリース 2.6 に基づく導入
サーバ上のコンポーネント ファームウェアが、次の表に記載されている最小バージョンを満た
していることを確認します。

（注）

工場出荷のシステムには、推奨のファームウェアが事前にロードされています。
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表 1 : HX220c M4 / HXAF220c M4 クラスタ

コンポーネント

最小のファームウェア バージョン：2.6

BIOS

C220M4-3.0.3c

Cisco Integrated Management Controller
(CIMC)

3.0(3f)

SAS HBA

11.00.00.12

VIC 1227

4.1(3f)

SSD

CS01（インテル）

HDD

AD50 (HGST)
5705（東芝）
N003/N0A4（Seagate）
3F3Q/8F3Q（Samsung）

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロー 3.0(3f)
ド リンク
ソフトウェアのダウンロード
表 2 : HX220c M5/HXAF220c M5 クラスタ

コンポーネント

最小のファームウェア バージョン：2.6

BIOS

C220M5-3.1.2d

Cisco Integrated Management Controller
(CIMC)

3.1(2d)

SAS HBA

00.00.00.32

VIC 1387

4.2(2b)

SSD

CS01（インテル）
0101（東芝）
0F3Q（サムスン）

HDD

N0A4（Seagate）
DA01、AD50（HGST）
5705（東芝）

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロー 3.1(2d)
ド リンク
ソフトウェアのダウンロード
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サポート対象VMware vSphere バージョンとエディション
vSphere の互換性のあるバージョンがすべての HyperFlex サーバにプレインストールされてい
ることを確認します。
HyperFlex のバージョン

VMware vSphere バージョン

VMware vSphere エディション

2.6

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 Plus、Enterprise、
Standard、Essentials Plus、
ROBO

Cisco HX Data Platform リリース 3.0 に基づく導入
サーバ上のコンポーネント ファームウェアが、次の表に記載されている最小バージョンを満た
していることを確認します。

（注）

M4 Edge システムは、Intersight インストーラではサポートされていません。オンプレミス イ
ンストーラ OVA を使用します。
表 3 : HX220c M4 / HXAF220c M4 クラスタ

コンポーネント

最小のファームウェア バージョン：3.0

BIOS

C220M4-3.0.3c

Cisco Integrated Management Controller
(CIMC)

3.0(3f)

SAS HBA

11.00.00.12

VIC 1227

4.1(3f)

SSD

CS01（インテル）

HDD

AD50 (HGST)
5705（東芝）
N003/N0A4（Seagate）
3F3Q/8F3Q（Samsung）

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロー 3.0(3f)
ド リンク
ソフトウェアのダウンロード
表 4 : HX220c M5/HXAF220c M5 クラスタ

コンポーネント

最小のファームウェア バージョン：3.0

BIOS

C220M5-3.1.2d
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コンポーネント

最小のファームウェア バージョン：3.0

Cisco Integrated Management Controller
(CIMC)

3.1(2d)

SAS HBA

00.00.00.32

VIC 1387

4.2(2b)

SSD

CS01（インテル）
0101（東芝）
0F3Q（サムスン）

HDD

N0A4（Seagate）
DA01、AD50（HGST）
5705（東芝）

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロー 3.1(2d)
ド リンク
ソフトウェアのダウンロード
サポート対象VMware vSphere バージョンとエディション
vSphere の互換性のあるバージョンがすべての HyperFlex サーバにプレインストールされてい
ることを確認します。
HyperFlex のバージョン

VMware vSphere バージョン

VMware vSphere エディション

3.0

6.0 U3、6.5 U1、6.5 U2

Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、
ROBO

物理要件
HX220c ノードはそれぞれ 1 RU です。3 ノード クラスタの場合、3 RU が必要です。
再インストール
HyperFlex Edge システムの再インストールを実行する場合は、Cisco TAC にお問い合わせくだ
さい。

Intersight の接続性
Intersight の接続性に関する次の前提条件を考慮してください。
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• 一連の HX サーバ上に HX クラスタをインストールする前に、対応する UCSM インスタン
ス上のデバイス コネクタが Cisco Intersight に接続するように正しく構成され、登録されて
いることを確認する必要があります。
• 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 接続を許可する必要があります。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。
• すべてのコントローラの VM 管理インターフェイスは、download.intersight.com を適切に
解決できる必要があり、ポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可す
る必要があります。インターネットへの直接接続がない場合、現在の HX インストーラは
HTTP プロキシの使用をサポートしています。
• 対象の ESX サーバ、HX コントローラ ネットワーク、および vCenter ホストは、UCS ファ
ブリック インターコネクトの管理インターフェイスからアクセス可能でなければなりませ
ん。
• 工場出荷時にインストールされた、HXDP バージョン 2.5(1a) 以降の HX コントローラ VM
が HX サーバ上に存在する必要があります。
さらに、クラスタの展開後、継続的な管理のために Intersight 内で新しい HX クラスタが自動
的に登録されます。
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章

インストール
• インストレーションの概要 （27 ページ）
• ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード （28 ページ）
• Cisco Integrated Management Controller の構成 （29 ページ）
• ファームウェア バージョンの確認 （31 ページ）
• Cisco HX Data Platform インストーラの導入 （32 ページ）
• HyperFlex クラスタの構成 （33 ページ）
• Cisco HX Data Platform ソフトウェア インストールの確認 （36 ページ）
• HyperFlex Edge 用の Cisco Intersight HX インストーラ （37 ページ）

インストレーションの概要
インストール時には、次のワークフローに従います。
ステップ

説明

参考資料

1

システム要件を確認して、プレ
インストールワークシートの各
セクションに記入します。

• シングル スイッチの設定 （3 ページ）
またはデュアル スイッチの設定 （6 ペー
ジ）
• ネットワークの共通要件 （10 ページ）
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ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード

ステップ

説明

2

インストールの前提条件を準備
します。

参考資料
• ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード （28
ページ）
• Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）用のネットワーキングを設定し
ます。
「CIMC の構成：静的割り当て （29 ペー
ジ）」を参照してください。
• ファームウェアバージョンを確認します。
「ファームウェア バージョンの確認 （31
ページ）」を参照してください。

3

Cisco HyperFlex ストレージ ク
ラスタを導入します。

• Cisco HX Data Platform インストーラ をダ
ウンロードして導入します。「Cisco HX
Data Platform インストーラの導入 （32
ページ）」を参照してください。
• Cisco HX Data Platform インストーラ を起
動し、HyperFlex ストレージ クラスタを作
成します。「HyperFlex クラスタの構成 （
33 ページ）」を参照してください。
• vCenter Server 内で Cisco HX Data Platform
ソフトウェアのインストールを確認しま
す。「Cisco HX Data Platform ソフトウェ
ア インストールの確認 （36 ページ）」
を参照してください。

ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード
Cisco HX220c M4 HyperFlex ノードの設置についての詳細は、『Cisco HX220c M4 HyperFlex Node
Installation Guide』を参照してください。
Cisco HX220c M5 HyperFlex ノードの設置についての詳細は、『Cisco HX220c M5 HyperFlex Node
Installation Guide』を参照してください。

重要

CIMC 構成のために、コンソール ドングルを使用して VGA モニタとキーボードを接続できま
す。また、サーバの背面で VGA および USB ポートを直接接続することもできます。
あるいは、ネットワーク内で DHCP サーバを使用できる場合は、CIMC の Lights-Out 構成を行
うこともできます。
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Cisco Integrated Management Controller の構成
CIMC ネットワークを構成する方法として、静的（スタティック）割り当てまたは DHCP 割り
当てのいずれかを選択します。

CIMC の構成：静的割り当て
Cisco Integrated Management Controller（CIMC） を構成するには、CIMC スタンドアロン モード
を有効にし、CIMC パスワードと設定を構成し、KVM を使用して手動で静的 IP アドレスを構
成する必要があります。それには、モニタとキーボードを備えた各サーバに物理的にアクセス
できる必要があります。一度に 1 台ずつサーバを構成する必要があります。
アウトオブバンド用途では専用 CIMC 管理ポートを使用することもできます。ユーザはアップ
ストリーム スイッチの設定を計画する際は、この 3 番目の 1 GbE ポートを考慮する必要があ
ります。さらに、CIMC の構成中は、CIMC を専用モードに設定する必要があります。専用 NIC
モードにおける CIMC の構成の詳細については、Cisco UCS C シリーズのドキュメンテーショ
ンを参照してください。[NIC プロパティ（NIC properties）] の下で、NIC モードを [専用
（dedicated）] に設定してから構成を保存します。
始める前に
• 「インストール前チェックリスト （3 ページ）」の説明に従って、すべてのイーサネッ
トが接続されていることを確認します。
• サーバに VGA ドングルを接続し、モニタと USB キーボードを接続します。

ステップ 1 サーバの電源を入れ、画面に Cisco ロゴが表示されるまで待ちます。
ステップ 2 プロンプトが表示されたら、F8 キーを押して、Cisco IMC Configuration ユーティリティを起動します。
ステップ 3 [CIMC ユーザの詳細（CIMC User Details）] で、[現在の CIMC パスワード（current CIMC password）] に
passwordと入力し、新しい CIMC パスワードを 2 回入力してから Enter キーを押して新しいパスワードを
保存します。
重要

システムに同梱されているデフォルトのパスワード Cisco123 は、インストール時に変更する必要
があります。新しいユーザ指定のパスワードを指定しない限り、インストールを続行することは
できません。

ステップ 4 [IP（基本）（IP (Basic)）] で、[IPV4] をオンにし、[DHCP を使う（DHCP Enabled）] をオフにして、[CIMC
IP] 、[プレフィックス/サブネット（Prefix/Subnet）] マスク、[ゲートウェイ（Gateway）] に値を入力しま
す。
ステップ 5 [VLAN（詳細設定）（VLAN (Advanced)）] で、[VLAN を使う（VLAN enabled）] をオンにして、次の操作
を行います。
• トランク ポートを使用する場合は、適切な [VLAN ID] を設定します。
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• アクセス ポートを使用する場合は、このフィールドを空白のままにします。
ステップ 6 他の設定はデフォルトのままにして、F10 キーを押して構成を保存し、ESC キーを押してユーティリティ
を終了します。
ステップ 7 Web ブラウザで、CIMC ページ（https://CIMC IP アドレス）に直接移動します。
ステップ 8 ユーザ名 admin と新しい CIMC パスワードを入力し、[ログイン（Log In）] をクリックします。
ステップ 9 [サーバ（Server）] > [電源ポリシー（Power Policies）] に移動して、目的の動作と一致する電源ポリシーを
手動で設定します。
サーバはデフォルトで、電力復元ポリシーを工場出荷時の設定 [電源オフ（Power Off）] に設定します。

次のタスク
仮想 KVM コンソールを使用することも、物理 KVM を引き続き使用することもできます。SD
カードには工場出荷時に ESXi がプリインストールされているので、インストール時に自動的
に起動します。

CIMC の構成：DHCP 割り当て
Cisco Integrated Management Controller（CIMC） を構成するには、CIMC スタンドアロン モード
を有効にし、CIMC パスワードと設定を構成し、DHCP から取得した動的 IP アドレスを構成す
る必要があります。この場合、ネットワークの設定作業が増えますが、HyperFlexEdge ノード
の Lights-Out セットアップを有効にすることで構成が容易になります。すべてのサーバが同時
に自動的にアドレスをリースするため、導入時間が短縮されます。
始める前に
• 「インストール前チェックリスト （3 ページ）」の説明に従って、すべてのイーサネッ
トが接続されていることを確認します。
• DHCP サーバが有効なスコープで構成されて稼働していることを確認します。
• DHCP サーバが管理 VLAN で直接リッスンしているか、スイッチ上に IP ヘルパーが構成
されていることを確認します。
• インバンド CIMC とアウトオブバンド CIMC のどちらを使用するかを決定します。
• インバンド CIMC を使用する場合、すべての HyperFlex Edge スイッチ ポートに対応
するネイティブ VLAN が正しい DHCP VLAN と一致するように構成します。CIMC が
自動的にアドレスをリースできるようにするには、これが唯一の方法です。
• アウトオブバンド CIMC を使用する場合、DHCP VLAN 上にアクセス モード専用のス
イッチ ポートを構成します。
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ステップ 1 電源ケーブルを接続します。
ステップ 2 DHCP ログまたはリース テーブルにアクセスして、取得した CIMC アドレスを確認します。
ステップ 3 C220-<S/N> のホスト名を検索して HyperFlex サーバを見つけ、HX Data Platform インストーラに入力する
必要があるアドレスをメモします。

次のタスク
DHCP を使用する場合、HyperFlex データ プラットフォームのインストールを開始する前に手
動でユーザ定義 CIMC パスワードを設定する必要があります。Web UI または CLI セッション
のいずれかを使用して、新しいパスワードを設定します。デフォルトのパスワード password
を変更する必要があります。そうしない場合、インストールが失敗します。

ファームウェア バージョンの確認
現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブのファームウェア バージョンを表示して、
それらのバージョンが、ネットワークの共通要件 （10 ページ）の Cisco HyperFlex Edge と
ファームウェアの互換性マトリックスに記載されているバージョンと一致していることを確認
します。

ステップ 1 お使いのブラウザで https://<CIMC IP> にアクセスして、CIMC Web UI にログインします。
ステップ 2 ナビゲーション ウィンドウで [サーバ（Server）] をクリックします。
ステップ 3 [サーバ（Server）] ページで [概要（Summary）] をクリックします。
ステップ 4 [サーバの概要（Server Summary）] ページの [Cisco Integrated Management Controller（CIMC）情報（Cisco
Integrated Management Controller (CIMC) Information）] セクションで、[BIOS バージョン（BIOS Version）]
と [CIMC ファームウェア バージョン（CIMC Firmware Version）] を検索してメモします。
ステップ 5 CIMC で、[インベントリ（Inventory）] > [PCIe アダプタ（PCIe Adapters）] の順に移動し、[SAS HBA の
バージョン（SAS HBA Version）] を見つけて値をメモします。
ステップ 6 CIMC で、[インベントリ（Inventory）] > [ストレージ アダプタ（Storage Adapters）] の順に移動します。
ステップ 7 使用しているサーバの種類に応じて、次のいずれかに移動します。
a)

M4 の場合、[UCSC-SAS12GHBA] > [詳細（Details）] > [物理ドライブ情報（Physical Drive Info）] の
順に移動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。

b) M5 の場合、[UCSC-SAS-M5] > [詳細（Details）] > [物理ドライブ情報（Physical Drive Info）] の順に移
動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。
ステップ 8 現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブ ファームウェアのバージョンとネットワークの共通要件
（10 ページ）の Cisco HyperFlex Edge とファームウェアの互換性マトリックスに記載されているバージョ
ンを比較します。
ステップ 9 最小バージョンを満たしていない場合、互換性マトリックスの Host Update Utility（HUU）ダウンロード リ
ンクを基に、システムで実行中のファームウェアのバージョン（Cisco仮想インターフェイスカード（VIC）、
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PCI アダプタ、RAID コントローラ、ドライブ（HDD/SSD）ファームウェアを含む）をアップグレードし
ます。Cisco HUU ユーザ ガイド [英語] の最新および以前のリリースは、http://www.cisco.com/c/en/us/support/
servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html で見つけることができます。

Cisco HX Data Platform インストーラの導入
HX Data Platform インストーラ を導入できる場所は、ESXiServer、VMwareワークステーショ
ン、VMwareFusion、または Virtual Box です。HyperFlex ソフトウェアは、展開可能な仮想マシ
ンとしてオープン仮想アプライアンス（OVA）ファイル形式で配布されます。VMware vSphere
（シック）クライアントを使用して HX Data Platform インストーラ を導入するには、次の手順
に従います。

ステップ 1

HX Data Platform インストーラ OVA を Cisco.com からダウロードし、パッケージをローカルに保存しま
す。
バージョンが、「ネットワークの共通要件 （10 ページ）」に記載されている Cisco HyperFlex Edge およ
びファームウェアの互換性マトリクスと一致することを確認してください。

ステップ 2

vSphere クライアントを使用して vCenter にログインします。

ステップ 3

[ファイル（File）] > [OVF テンプレートの導入（Deploy OVF Template）] の順に選択します。

ステップ 4

[OVF テンプレートの導入（Deploy OVF Template）] ウィザードの [送信元（Source）] ページで、送信元
の場所を指定し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[OVF テンプレートの詳細（OVF Template Details）] ページで、情報を確認してから [次へ（Next）] をク
リックします。

ステップ 6

（任意）[名前と場所（Name and Location）] ページで、仮想アプライアンスの名前と場所を編集し、[次
へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[ホスト/クラスタ（Host/Cluster）] ページで、導入先のホストまたはクラスタを選択し、[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 8

[リソース プール（Resource Pool）] ページで、OVF テンプレートの実行場所となるリソース プールを選
択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[ストレージ（Storage）] ページで、導入後の OVF テンプレートを保管するデータベースを選択し、[次
へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10

[ディスク フォーマット（Disk Format）] ページで、仮想マシンの仮想ディスクを保管するディスク フォー
マットを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 11

[ネットワーク マッピング（Network Mapping）] ページで、OVF テンプレートで指定されているそれぞ
れのネットワークについて、[宛先ネットワーク（Destination Network）] 列を右クリックしてインフラス
トラクチャ内のネットワークを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 12

インストーラ VM の OVF プロパティとして、ホスト名、デフォルト ゲートウェイ、DNS サーバ、IP ア
ドレス、およびサブネット マスクを指定します。
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あるいは、DHCP で割り当てられるアドレスを使用するには、すべての OVF プロパティを空白のままに
します。
ステップ 13

[準備完了（Ready to Complete）] ページで、[展開後に電源をオン（Power On After Deployment）] を選択
し、[終了（Finish）] をクリックします。

HyperFlex クラスタの構成
ステップ 1

Web ブラウザで、インストーラ VM の IP アドレスを入力し、[承認（Accept）] 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。

ステップ 2

ログイン画面の右下隅にある [ビルド ID（Build ID）] で HyperFlex インストーラのビルド ID を確認しま
す。

ステップ 3

ユーザ名 root とパスワード Cisco123 を使用して Cisco HX Data Platform インストーラ にログインします。
重要

システムに同梱されているデフォルトのパスワード Cisco123 は、インストール時に変更する必
要があります。新しいユーザ指定のパスワードを指定しない限り、インストールを続行するこ
とはできません。

ステップ 4

エンド ユーザ ライセンス契約書を読み、[利用規約に同意する（I accept terms and conditions）] をオンに
してから、[ログイン（Login）] をクリックします。

ステップ 5

[Workflow（ワークフロー）] ページで、[HyperFlex によるクラスタ作成（Cluster Creation with HyperFlex
Edge）] をクリックします。

ステップ 6

[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てから、[続行（Continue）] を
クリックします。
名前

説明

vCenterクレデンシャル
vCenter サーバ

vCenter Server の FQDN または IP アドレス。vCenter
root レベルの管理権限を持つアカウントを使用する
必要があります。

ユーザ名

管理者ユーザ名。

[管理パスワード（Admin Password）]

管理者パスワード。

[CIMC クレデンシャル（CIMC Credentials）]
[CIMC ユーザ名（CIMC User Name）]

CIMC のユーザ名。デフォルトのユーザ名は admin
です。

パスワード

CIMC のパスワード。デフォルトのパスワードは
password です。
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名前

説明

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。デフォルトのユーザ名は root で
す。

[管理パスワード（Admin Password）]

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。
重要

システムに同梱されているデフォルトの
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
ザ指定のパスワードを指定しない限り、
インストールを続行することはできませ
ん。

ステップ 7

[IP アドレス（IP Addresses）] ページで、各サーバに割り当てられたアドレスを入力します。

ステップ 8

[クラスタ構成（Cluster Configuration）] ページで、次のフィールドに値を入力してから、[続行（Continue）]
をクリックします。
（注）

プリインストール ワークシートを使用して、すべてのフィールドに値を入力します。

名前

説明

Cisco HXクラスタ
クラスタ名

ユーザが指定する HyperFlex ストレージ クラスタの
名前。

レプリケーション ファクタ

HyperFlex Edge 導入でのリプリケーション ファク
タは 2 に固定されています。

コントローラ VM
管理者パスワードの作成

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。
重要

管理者パスワードの確認

システムに同梱されているデフォルトの
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
ザ指定のパスワードを指定しない限り、
インストールを続行することはできませ
ん。

管理者パスワードを再入力して確認します。

vCenter の設定
vCenterデータセンター名
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名前

説明

vCenterクラスタ名

HyperFlex ホストの追加場所となった vCenter クラ
スタの名前。

システムサービス
[DNSサーバ（DNS Server(s)）]

各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリス
ト。

NTPサーバ

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリス
ト。
重要

[タイム ゾーン（Time Zone）]

信頼性の高い NTP サーバが必要です。

コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。

自動サポート
自動サポートを有効にします（推奨）。

自動サポートを有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。
（注）

自動サポートを有効にして、メール ア
ラートを Cisco TAC に送信できるように
することを強くお勧めします。

[サービス チケット通知の送信先（Send service ticket サービス リクエスト通知を受信するメール アドレ
notifications to）]
ス。
例：name@company.com
ステップ 9

[クラスタ構成の詳細設定（Advanced Cluster Configuration）] ページで、次のフィールドに値を入力して
から、[続行（Continue）] をクリックします。
名前

説明

詳細ネットワーク
管理 VLAN タグ
データ VLAN タグ

トランク ポートを使用する場合は、適切な VLAN
タグを入力します。
アクセス ポートを使用する場合は、両方の VLAN
タグに 0 を入力します。

管理 vSwitch
データ vSwitch

自動入力された vSwitch 名を変更しないでくださ
い。

詳細設定
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名前

説明

データネットワーク上のジャンボフレームを有効化 オンにしません。HyperFlex Edge 導入で通常サイズ
のパケットが確実に使用されるよう、このチェック
ボックスはオンにしないでください。
ディスクパーティションのクリーンアップ

既存のすべてのデータとパーティションを HX スト
レージ クラスタから削除する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。たとえば、クラスタに
このソフトウェアをインストールするのは初めてで
はない場合、このチェックボックスをオンにしま
す。

[VDI のみの展開用に最適化（Optimize for VDi only VDI 展開を最適化する場合は、このチェックボック
deployment）]
スをオンにします。
vCenter Single-Sign-On Server

このフィールドには、Cisco TAC から指示があった
場合にのみ値を入力してください。

[進捗状況（Progress）] ページで、すべてのクラスタ構成タスクの進捗状況を確認します。導入が完了す
るまでには 20 ～ 45 分かかります。
ステップ 10

導入が完了すると、[導入の概要（Summary Deployment）] ページに導入の詳細が要約されて表示されま
す。

次のタスク
HX Data Platform プラグイン のインストールを確認します。「Cisco HX Data Platform ソフト
ウェア インストールの確認 （36 ページ）」を参照してください。

Cisco HX Data Platform ソフトウェア インストールの確認
ステップ 1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
ステップ 2 [vCenter Inventory リスト（vCenter Inventory Lists）] に、Cisco HX Data Platformが表示されていることを確
認します。
Cisco HX Data Platform のエントリが表示されていない場合は、vCenterからログアウトしてブラウザを閉
じ、再度ログインします。ほとんどの場合はこの操作で問題が解決します。
vCenter からログアウトしても問題が解決されない場合は、vSphere Web クライアントを再起動する必要が
あります。VCSA に SSH で接続し、service vsphere-client restart を実行します。Windows 対応 vCenter
の場合、MMC のサービス ページで VMware vSphere Web クライアント を再起動します。
ステップ 3 新しいクラスタがオンライン状態になっていて、登録済みであることを確認してください。
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HyperFlex Edge 用の Cisco Intersight HX インストーラ
Intersight HX インストーラを使用すると、HyperFlex Edge クラスタを短時間で展開できます。
このインストーラにより、「HX クラスタ プロファイル」と呼ばれるクラスタの事前構成定義
が作成されます。この定義は、HX Edge クラスタ内の HX ノードの論理的表現です。HX クラ
スタ プロファイルで、Cisco Intersight 内にプロビジョニングされる各 HX ノードが指定されま
す。
展開の詳細な手順については、『Cisco HyperFlex Installation Guide for Cisco Intersight』を参照し
てください。
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インストール後のタスク
• インストール後のタスク （39 ページ）
• VMotion の構成 （40 ページ）

インストール後のタスク
ステップ 1 Web ブラウザで、Http://<インストーラ VM IP アドレス>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワー
ドを使用してログインし、~#post_install を実行します。
ステップ 2 Enter キーを押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。
ステップ 3 画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。
post_install スクリプトによって以下の操作が実行されます。
• vCenter ホストにライセンスを与えます。
• ベスト プラクティスごとのクラスタの HA/DRS の有効化。
• vCenter 内での SSH/Shell 警告を抑止します。
• ベスト プラクティスに沿って VMotion を構成します。
• 追加ゲストの VLAN/ポートグループの追加。
• テストの自動サポート（ASUP）電子メールの送信。
• HyperFlex Edge 構成チェックを実行します。
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VMotion の構成
vMotion の自動構成
Post_install

スクリプトにより、ネットワーク トポロジに基づいて自動的に VMotion が構成

されます。
シングル スイッチに関する考慮事項
• 自動構成では、トランク ポートのみがサポートされ、専用 VMotion VLAN を使用した構
成のみが可能です。
• アクセス ポートを使用する場合や、共有 VMotion VLAN を使用して構成する場合は、既
存の管理 VMkernel ポート（vmk0）上に VMotion を手動で構成する必要があります。
。
• VMotion は 1GbE 管理および VM ネットワーク アップリンクで共有されます。
• VMotion によってリンクが完全に飽和状態にならないよう、デフォルトの 500Mbps トラ
フィック シェーパーを使用して新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。この
デフォルト値を、post_install の実行後に変更することができます。手動によるトラフィッ
ク シェーピングの構成 （41 ページ）を参照してください。
デュアル スイッチに関する考慮事項
• VMotion は、専用 1 GbE アップリンク上に構成されます。
• 新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。フェールオーバーの順序は、通常の
ネットワーク条件下でストレージ データと VMotion が分離されるように自動構成されま
す。
• この構成では、トラフィック シェーパーは必要ありません。

手動による vMotion の構成
VMotion を環境のニーズに応じてさまざまな方法で構成できます。このタスクで説明するのは
構成の一例です。この手順を基に、必要に応じてバリエーションを適用できます。
この設定では、ポート 1 でトランキングされる固有の VLAN を VMotion に使用します。

ステップ 1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
ステップ 2 [vCenter Inventory リスト（vCenter Inventory Lists）] で HyperFlex ホストをクリックし、[管理（Manage）] >
[ネットワーキング（Networking）] > [仮想スイッチ（Virtual Switches）] の順に移動します。
ステップ 3 [ホスト ネットワークの追加（Add Host Networking）] をクリックします。
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ステップ 4 [ネットワークの追加ウィザード：接続タイプ（Add Network Wizard: Connection Type）] ページで、[VMkernel]
をクリックしてから、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 5 [vswitch-hx-inband-mgmt を使用（Use vswitch-hx-inband-mgmt）] をクリックしてから、[次へ（Next）] をク
リックします。
ステップ 6 [ネットワーク ラベル（Network Label）] に識別しやすいラベル（vMotion など）を入力し、[VLAN ID] に
正しい値を入力してから、[vMotion にこのポート グループを使用（Use this portgroup for vMotion）] をオン
にし、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 7 [次の IP 設定を使用（Use the following IP settings）] をクリックし、スタティック IPv4 アドレスと [サブネッ
ト マスク（Subnet Mask）] の値を入力してから、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 8 設定内容を確認し、[Finish（終了）] をクリックします。
ステップ 9 HyperFlex ストレージ クラスタに含まれるすべての HyperFlex ホストとコンピューティング専用ホストにつ
いて、上記の手順を繰り返します。

手動によるトラフィック シェーピングの構成
共有アップリンクでのネットワーク輻輳を防ぐためのベスト プラクティスは、VMotionイン
ターフェイスでトラフィック シェーピングを有効にすることです。トラフィック シェーパー
を構成しないと、VMotionトラフィックが管理ポートを枯渇させて、VM ゲスト トラフィック
が同じ物理 1 GbE ポートを共有する可能性があります。VMware vSphere 標準スイッチでは、
出力トラフィック シェーピングのみを構成できます。

ステップ 1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
ステップ 2 [vCenter Inventory リスト（vCenter Inventory Lists）] で HyperFlex ホストをクリックし、[管理（Manage）] >
[ネットワーキング（Networking）] > [仮想スイッチ（Virtual Switches）] の順に移動します。
ステップ 3 VMotion ポート グループが含まれている vSwitch を選択します。
ステップ 4 VMotion ポート グループ名をクリックし、[設定の編集（Edit Settings）]（鉛筆アイコン）をクリックしま
す。
ステップ 5 左側のメニューで、[トラフィック シェーピング（Traffic shaping）] を選択します。
ステップ 6 [オーバーライド（Override）] チェックボックスをオンにしてトラフィック シェーピングを有効にします。
ステップ 7 平均帯域幅とピーク帯域幅を、環境のニーズに適合する値に設定します。たとえば両方に 500,000 キロビッ
ト/秒を使用すると、1GbE アップリンクで使用可能な合計帯域幅の 50% を表すことになります。
ステップ 8 [OK] を選択して設定を保存します。
（注）

平均帯域幅を適切な値に設定するよう注意してください。ピーク帯域幅はトラフィックのバース
トにのみ適用され、VMotion動作では短時間で枯渇します。

Cisco HyperFlex Edge 導入ガイド、リリース 2.1
41

インストール後のタスク
手動によるトラフィック シェーピングの構成

Cisco HyperFlex Edge 導入ガイド、リリース 2.1
42

第

5

章

付録
• ネットワーク構成の例 （43 ページ）
• BIOS 設定の回復 （47 ページ）

ネットワーク構成の例
シングル スイッチ
トランク ポートを使用している Nexus 5548
vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
…
interface Ethernet2/11
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/12
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/13
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/14
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
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speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000

トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T
vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description HX-01-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
description HX-01-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
description HX-02-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
description HX-02-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
description HX-03-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
description HX-03-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
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デュアル スイッチ
トランク ポートを使用している Nexus 5548
この構成では、ネイティブ vlan 105 を使用しているインバンド管理とともに DHCP を使用し
ます。このスイッチでは両方の 1 GbE LOM に接続して、dhcp relay コマンドを使用します。
ip dhcp relay
…
interface Vlan105
ip address 10.1.2.1/24
ip dhcp relay address 10.1.1.2
no shutdown
vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-DHCP-CIMC
…
interface Ethernet2/11
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/12
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/13
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/14
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
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switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。dhcp
は削除します。

relay

コマンドと interface

Vlan 105

コマンド

トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T
この構成では、vlan 105 に静的に割り当てられている CIMC IP を使用します。すべてのトラ
ンク インターフェイスですべての vlans が許可されます。セキュリティ上の理由から、すべて
のポート設定に switchport trunk allowed vlan ステートメントを追加し、VLAN を HyperFlex
の導入に必要なものに限定することを推奨します。
vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-CIMC
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。

Cisco HyperFlex Edge 導入ガイド、リリース 2.1
46

付録
BIOS 設定の回復

BIOS 設定の回復
Cisco HyperFlexノードには、HyperFlexの動作に最適化されたデフォルト ポリシーが付属して
います。CIMC 構成を完了した後は、工場出荷時に構成された BIOS 設定を変更しないでくだ
さい。誤って BIOS を再設定してしまった場合は、手動で BIOS 設定を再構成する必要があり
ます。

ステップ 1 サーバを再起動し、起動画面で F2 キーを押して BIOS セットアップを開始します。
ステップ 2 F9 キーを押してデフォルト ユーザ設定を復元し、以下の設定を変更します。
BIOS 設定

M4 値

M5 値

Passthrough DMA

有効

有効

Direct Cache access

有効

有効

Power Technology

無効

無効

CPU C6 Report

無効

無効

Enhanced Halt State(C1E)

無効

無効

コンソールのリダイレクト(Console COM0
Redirection)

COM0

Memory Mapped IO Above 4GB

無効

無効

SR-IOV support

無効

無効

PCI ROM CLP

有効

有効

電源ポリシー

任意（デフォルトはオフ）

任意（デフォルトはオフ）
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