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HyperFlex ポッドに関するレポート
Cisco UCS Director では、ポッドとそのコンポーネントの現在のステータスや、ポッドまたはその
コンポーネントの一定の期間にわたるパフォーマンスを確認するために、数種類のレポートを使
用できるようになっています。これらのレポートはすべて、リアルタイムのデータを反映させる
ために手動で更新することも、関係者と共有するために PDF、CSV、または XLS 形式でエクス
ポートすることもできます。
使用可能なレポートは、次のとおりです。
• ポッドまたはそのコンポーネントの比較データやその他の情報を確認するために使用できる
要約レポート。これらのレポートは、[要約（Summary）] タブの棒グラフ、円グラフ、およ
び表形式のウィジェットに表示されます。
• 特定のコンポーネントに関する詳細情報を確認するために使用できる表形式のレポート。こ
れらのレポートはタブに表示されます。
• 一定期間にわたるポッド リソースのパフォーマンスに関する情報を提供する傾向グラフ。こ
れらのレポートはタブに表示されます。
• VM のインフラストラクチャをグラフ形式のバーで表示するスタック ビュー。これらのレ
ポートはポップアップ ウィンドウに表示されます。
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• その他、パフォーマンスに優れた上位5つのポッドリソースを示すレポートや、ハイパフォー
マンスのポッド リソースに関する詳細情報を提供するレポートもあります。これらのレポー
トはタブに表示されます。これらのレポートの中には、カスタマイズできるものもありま
す。

要約レポート
要約レポートを使用して、HyperFlex ポッドのステータスを確認したり、ポッドとそのコンポーネ
ントのインベントリ ライフサイクルのアクションを管理したりできます。各レポートは、ポッド
レベルおよびクラスタ レベルの [サマリー（Summary）] タブにウィジェットとして表示されま
す。
[サマリー（Summary）] タブをカスタマイズして、1 つ以上のレポートを非表示にすることもでき
ます。要約レポートの内容は、PDF、CSV、または XLS 形式でエクスポートできます。また、要
約レポートの一部またはすべてを Cisco UCS Director ダッシュボードに追加すると、それらのレ
ポートに素早くアクセスできるようになります。
HyperFlex ポッドの要約レポートには、以下の情報がグラフ形式または表形式で表示されます。
• ポッドのストレージ容量
• アクティブ状態のクラスタ ノードとメンテナンス/障害状態のクラスタ ノード
• アクティブな VM と非アクティブな VM
• ポッド コンポーネントの要約（ソフトウェア バージョン、クラスタのステータスなど）
• ESXi ホストのバージョン
要約レポートおよび Cisco UCS Director でレポートを作成する方法の詳細については、『Cisco UCS
Director Administration Guide』を参照してください。

表形式のレポート
表形式のレポートには、HyperFlex ポッドに含まれるコンポーネントのステータスが記載されま
す。表形式のレポートに表示されているデータは、PDF、CSV、または XLS 形式でエクスポート
できます。インベントリ収集をスケジュール済みの場合、ステータスは定期的に更新されます。
インベントリ収集がスケジュールされていなければ、表形式のレポートで [更新（Refresh）] をク
リックすることで、リアルタイムのステータスを取得できます。
HyperFlex ポッドを選択した後は、どのタブでも表形式のレポートにアクセスできるようになりま
す。表形式のレポートを利用できるコンポーネントは以下のとおりです。
• クラスタ
◦ ESXi ホスト
◦ VM テンプレート
◦ HX サーバ
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• コントローラ ノード
• データストア
• ディスク
• VM
クラスタなどの一部のコンポーネントでは、表形式のレポート内の行をクリックして [詳細の表示
（View Details）] を選択することで、さらに詳しい情報にアクセスできます。

VM のスタック ビュー
スタック ビューには、HyperFlex VM に関する情報（コンピューティング、ネットワーク、スト
レージの設定や、VM で使用可能なリソースなど）がグラフ形式で表示されます。
スタック ビューは以下のデータで構成されます。
コンピューティング

ネットワーク

ストレージ

OS

VM にインストールされ VMにインストールされ VM にインストールさ
ている OS
ている OS
れている OS

VM

VM 名

VM 名

VM 名

ネットワーク アダプタ 仮想ディスク
およびポート
ハイパーバイザ

ハイパーバイザのバー
ハイパーバイザのバー ハイパーバイザのバー
ジョン、IPアドレス、お ジョン、IPアドレス、お ジョン、IPアドレス、
よびクラスタ
よびクラスタ
およびクラスタ
ポート グループおよび データストア
VLAN
VSwitch

インフラストラク
チャ

VM が位置するサーバ

VM が位置する
HyperFlex ストレージ
クラスタ

スタック ビューにアクセスするには、[VM] タブで VM を選択し、[スタック ビュー（Stack View）]
をクリックします。
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インベントリ収集
HyperFlex ポッドを追加すると、Cisco UCS Director によりポッドのインベントリが検出されて収
集されます。収集されたインベントリと HyperFlex ポッドとそのコンポーネントのステータスは、
要約レポートやレポートぺージで確認できます。ステータスは、システムタスクによって定期的
に更新することも、コンポーネントを使用して手動で更新することもできます。
システム タスクによるインベントリ収集の定期的更新
HyperFlex システム タスクを使用することで、HyperFlex ポッドごとにインベントリ収集をスケ
ジュールできます。ビジネス ニーズに応じて、すべての HyperFlex ポッドに同じスケジュールを
設定することも、一部のポッドには異なるスケジュールを設定することもできます。自動的にイ
ンベントリ収集を実行して HyperFlex ポッドのステータスを更新する間隔は、時間数または分数
で指定できます。
システム タスクのスケジュール方法については、『Cisco UCS Director Administration Guide』を参
照してください。
インベントリ収集の手動更新
システム タスクによるインベントリ収集をスケジュール済みであっても、HyperFlex ポッドまた
はそのコンポーネントのインベントリを手動で収集することができます。インベントリとステー
タスを手動で更新する方法の例として、以下の方法があります。
• [更新（Refresh）] ボタン：要約レポートおよび表形式のレポートに表示されるデータを更新
します。このアクションは、HyperFlex ポッドとそのそのコンポーネント（クラスタ、コン
トローラ ノード、データストア、ディスク、VM など）に対して使用できます。
• [インベントリ収集（Inventory Collection）] ボタン：ポッドのコンポーネントのインベントリ
を収集します。このアクションは、個々のコンポーネント（VM、ESXi ホスト、HX サーバ
など）に対して使用できます。

HyperFlex クラスタ
HyperFlex（HX）クラスタは、Cisco HX シリーズ サーバからなるグループです。クラスタ内の各
Cisco HX シリーズ サーバは、ノードまたはホストと呼ばれます。Cisco UCS Director を使用して、
HX クラスタの以下のコンポーネントを表示し、管理することができます。
• ESXi ホスト
• VM テンプレート
• HX サーバ
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ESXi ホスト
Cisco UCS Director では、HyperFlex 上でのすべての ESXi ホスト操作を、FlexPod などのコンバー
ジド インフラストラクチャでの場合と同じようにサポートします。さらに、HyperFlex に限り、
以下の ESXi ホスト操作もサポートしています。
• メンテナンス モードの開始
• メンテナンス モードの終了
• ホストのリブート
• インベントリの収集

HyperFlex ポッドでの ESXi ホストの管理
ステップ 1

メニュー バーで、[ハイパーコンバージド（HyperConverged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、管理する ESXi ホストの HyperFlex ポッドを選択します。

ステップ 3

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 4

ESXi ホストが位置するクラスタを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[ESXi ホスト（ESXi Hosts）] タブをクリックします。

ステップ 6

ESXi ホストを選択し、次のいずれかをクリックします。
• [メンテナンス モードの開始（Enter Maintenance Mode）]
• [メンテナンス モードの終了（Exit Maintenance Mode）]
• [ホストのリブート（Reboot Host）]
• [インベントリの収集（Collect Inventory）]

ESXi ホストの ESXi メンテナンス モードの切り替え
HyperFlex での ESXi ホストの ESXi メンテナンス モードについては、『Cisco HyperFlex Systems
Administration Guide』を参照してください。

Cisco UCS Director HyperFlex Systems リリース 6.0 管理ガイド
5

HyperFlex ポッドの管理
ESXi ホストの ESXi メンテナンス モードの切り替え

（注）

Cisco UCS Director が ESXi メンテナンス モードをサポートしているのは、HyperFlex の ESXi
ホストに対してのみです。Cisco UCS Director は Cisco HX のメンテナンス モードをサポートし
ていません。Cisco HX メンテナンスを使用するには、VMware vCenter で ESXi ホストを右ク
リックし、プロンプトに従ってください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ハイパーコンバージド（HyperConverged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、VM をプロビジョニングする HyperFlex ポッドを選択します。

ステップ 3

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM をプロビジョニングするクラスタを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[ESXi ホスト（ESXi Hosts）] タブをクリックします。

ステップ 6

メンテナンス モードを切り替える対象の ESXi ホストを選択し、次のいずれかをクリックします。
• [メンテナンス モードの開始（Enter Maintenance Mode）]
• [メンテナンス モードの終了（Exit Maintenance Mode）]

ステップ 7

メンテナンス モードの開始を選択する場合は、[メンテナンス モードの開始（Enter Maintenance Mode）]
ダイアログ ボックスで以下のフィールドに値を入力します。
a) [メンテナンス モード（Maintenance Mode）] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• [アクセシビリティの確保（Ensure accessibility）]：これはデフォルトのホスト メンテナンス モー
ドです。ホスト上のアクセス可能なすべての仮想マシンは、ホストの電源がオフになっていると
き、またはクラスタから削除されるときに、アクセス可能なままになります。部分的なデータの
移行が行われます。
• [完全なデータ移行（Full data migration）]：このホスト メンテナンス モードは最も時間とリソー
スを消費します。VMware は、クラスタ内の他のすべてのホストにすべてのデータを移動し、ク
ラスタ内で影響を受けるコンポーネントの可用性コンプライアンスを修正します。このオプショ
ンは永続的なホストの移行に使用できます。仮想マシンのオブジェクトがホスト上にデータを持
つ場合、ホストはメンテナンス モードに入ることができず、アクセスすることも完全に移行する
こともできません。クラスタ内の最後のホストからデータを移行する場合、必ず仮想マシンを別
のデータストアへ移行して、ホストをメンテナンス モードにしてください。
• [データ移行なし（No data migration）]：このホスト メンテナンス モードではホストからデータを
移行しません。ホストの電源を切るか、クラスタから削除すると、一部の仮想マシンにアクセス
できなくなる可能性があります。
b) VMware vCenter からホストを削除する場合は、[vCenter から削除（Remove from vCenter）] をクリック
します。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
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HX サーバの管理
ステップ 1

メニュー バーで、[ハイパーコンバージド（HyperConverged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、HX サーバを管理する HyperFlex ポッドを選択します。

ステップ 3

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 4

HX サーバが位置するクラスタを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[HX サーバ（HX Servers）] タブをクリックします。

ステップ 6

管理する対象の HX サーバを選択し、以下のいずれかをクリックします。
• [電源オン（Power ON）]
• [電源オフ（Power OFF）]
• [リセット（Reset）]
• [KVM コンソール起動（Launch KVM Console）]
• [KVM ダイレクト アクセス（KVM Direct Access）]
• [インベントリ収集のリクエスト（Request Inventory Collection）]

データストアの管理
ステップ 1

メニュー バーで、[ハイパーコンバージド（HyperConverged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、データストアを管理する対象の HyperFlex ポッドを選択しま
す。

ステップ 3

[クラスタ（Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 4

データストアが位置するクラスタを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[データストア（Datastores）] タブをクリックします。

ステップ 6

管理する対象のデータストアを選択し、以下のいずれかをクリックします。
• [作成（Create）]
• [削除（Delete）]
• [編集（Edit）]
• [マウント（Mount）]
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• [マウント解除（Unmount）]
データストアで [詳細の表示（View Details）] をクリックして、選択されているデータストアの詳細およ
びサービス リクエストの詳細にアクセスすることもできます。

VM の管理
ステップ 1

メニュー バーで、[ハイパーコンバージド（HyperConverged）] > [HyperFlex]を選択します。

ステップ 2

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、管理する VM の HyperFlex ポッドを選択します。

ステップ 3

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 4

VM が位置するクラスタを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[VM（VMs）] タブをクリックします。

ステップ 6

管理する対象の VM を選択し、以下のいずれかをクリックします。
これらのオプションの中には、メニュー バーの右側にあるドロップダウン リストをクリックしなければ
選択できないものもあります。
• [VM クレデンシャルにアクセス（Access VM Credentials）]
• [VM クライアントの起動（Launch VM Client）]
• [VM の割り当て（Assign VM）]
• [リース時間の設定（Configure Lease Time）]
• [VM のサイズ変更（Resize VM）]
• [電源オン（Power ON）]
• [電源オフ（Power OFF）]
• [VM の削除（Delete VM）]
• [一時停止（Suspend）]
• [ゲストのシャットダウン（Shutdown Guest）]
• [スタンバイ（Standby）]
• [リセット（Reset）]
• [リブート（Reboot）]
• [スナップショットの作成（Create Snapshot）]
• [ISO イメージのマウント（Mount ISO Image）]
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• [スナップショットの復元（Revert Snapshot）]
• [ゴールデンスナップショットのマーキング（Mark Golden Snapshot）]
• [スナップショットの削除（Delete Snapshot）]
• [すべてのスナップショットの削除（Delete All Snapshots）]
• [VM ディスクのサイズ変更（VM Disk Resize）]
• [インベントリ収集（Inventory Collection）]
• [VM ディスクの作成（Create VM Disk）]
• [VM ディスクの削除（Delete VM Disk）]
• [vNIC の追加（Add vNICs）]
• [vNIC の削除（Delete vNICs）]
• [VNC の設定（Configure VNC）]
• [VNC の設定解除（Unconfigure VNC）]
• [VNC のテスト（Test VNC）]
• [複製（Clone）]
• [VM 再同期（VM Resync）]
• [VM を VDC へ移動（Move VM to VDC）]
• [VM の移行（Migrate VM）]
• [イメージとして VM を複製する（Clone VM as Image）]
• [イメージとしての VM を変換する（Convert VM as Image）]
• [VMRC コンソール アクセスの有効化/無効化（Enable/Disable VMRC Console Access）]
• [VDC への VM の割り当て（Assign VMs to VDC）]
また、VM で [詳細の表示（View Details）] をクリックして、サービス リクエスト、VM アクション リク
エスト、イベント、VM スナップショット、vNIC、ディスク、CD ROM、VM アクセス データ、およびリ
ンクド クローン VM に関する傾向レポートと詳細にアクセスすることもできます。
Cisco UCS Director での VMware VM に関する機能およびアクションの詳細については、『Cisco UCS Director
VMware vSphere Management Guide』を参照してください。
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