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Cisco HyperFlex 4.0 のインストール 
および管理ラボ v1 

 

 

 

最終更新日： 2019-08-30 

このデモンストレーションについて 

この事前設定済みデモンストレーションのガイドには、次の内容が含まれています。 

このデモンストレーションについて 

制限 

要件 

このソリューションについて 

トポロジ 

はじめに 

シナリオ 1. HyperFlex デモンストレーション環境 

シナリオ 2. HX クラスタの拡張（クラスタ A） 

シナリオ 3. HX クラスタのインストール（クラスタ B） 

シナリオ 4. HX クラスタのレプリケーション（クラスタ A + B）と VM の移行およびフェールオーバー 

シナリオ 5. HyperFlex Connect による操作 

シナリオ 6. Cisco Workload Optimization Manager 
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シナリオ 7. Cisco Intersight 

シナリオ 8. HyperFlex Plugin for vSphere による操作（クラスタ A または B） 

付録 A： マイ デモの修正 

次に必要な作業 
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制限 

• この dCloud コンテンツでは実際の HyperFlex ハードウェアを使用しません。実際の HyperFlex ホストの動作
や相互作用を再現するように設計された、ネストされた ESX HyperFlex ホストを使用します。 

• このコンテンツは、ローカル ストレージの容量が限られた HX シミュレータをベースにしています。次のいずれ
かの操作を行うと、ホストの空き容量が不足する可能性があります。 

o 含まれる VM ベース イメージ以外のものをプロビジョニングする。 

o スクリプト内で、推奨される 10 個を超えたインスタンスを作成する。 

• このデモンストレーションは、UCS Manager エミュレータをベースにしています。 

要件 

次の表に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。 

表 1. 要件 

必須 オプション 

ラップトップ  

このソリューションについて  

Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）で設計された Cisco HyperFlex™ システムは、ソフトウェア
定義型のネットワーキングおよびコンピューティングに、次世代の Cisco HX Data Platform を組み合わせ、完全な
ハイパーコンバージド ソリューションを実現します。適応型インフラストラクチャを提供することで、包括的な
データセンター戦略の一環として、ハイパーコンバージェンスの可能性を最大限に引き出し、広範なワークロードや
ユース ケースへの対応を可能にします。 

Cisco HyperFlex システムは、クラウドに求められる俊敏性や拡張性、さらには成長に応じて拡張可能な経済性に対す
る運用要件を満たしながら、オンプレミス インフラストラクチャの利点も提供します。シスコのソリューションは、
自動化された最適な導入プロセスに加え、リソースの拡張をきめ細かに実現し、お客様のデータセンターの運用効率を
引き上げます。また、リソースの統合プールが提供され、ビジネスの成長に伴いアプリケーションの性能を素早く対応
させることができます。これらのリソースは、シンプルで一元化された管理機能で制御され、中央のデータセンター環
境からリモート拠点やエッジコンピューティング環境まで、必要な場所にソリューションを導入できます。 

Cisco Workload Optimization Manager は、HyperFlex™ 上で動作するアプリケーションに必要なリソースが必要
なタイミングで確実に取得されるように支援する、意思決定エンジンです。このプラットフォームは、環境における
ワークロードの使用状況、コスト、コンプライアンスの制約を継続的に分析し、リアルタイムで自動的にリソースを
割り当てます。また、アプリケーション レイヤからインフラストラクチャ レイヤに至るまでの多次元リソースのト
レードオフを評価し、クラスタ、データセンター、およびクラウド全体の健全性の永続化を促進するワークロード自
動化を実現します。 



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 4/113 ページ 

Cisco HyperFlex システムと Workload Optimization Manager が連携すると、以下に示す特定のアクションを自動
化することでリソース ニーズの変化に動的に適応する、自己管理型ワークロードが実現します。 

• ワークロードの配置（初回および継続的） 

• ワークロードのサイジング 

• ワークロードのプロビジョニング 

• 仮想ストレージのサイズ変更 

• 仮想ストレージ（データ ストアなど）のプロビジョニングまたは停止 

Cisco Intersight™ は、Cisco UCS および Cisco HyperFlex プラットフォームに組み込みの分析機能を備えたイン
テリジェントなクラウドベースのインフラストラクチャ管理を提供します。Cisco Intersight では、従来ツールでは
不可能だった高度かつインテリジェントな方法で、IT 組織の環境を分析、合理化、自動化できます。Cisco 
HyperFlex とともに Cisco Intersight を使用すると下記が可能です。 

• 単一の管理ツールで一元的にシステムの監視が可能 

• カスタマイズ可能なダッシュボードでユーザに関連する情報とタスクのみを表示可能 

• 拡張、自動化、および実装の簡素化を実現 

• シームレスな自動アップグレードを提供 

• ほんの数クリックで、あるいは API を介してプロビジョニング プロセスを自動化する複数のサービス プロファ
イルを作成 

• 一貫性を確保し、構成のばらつきをなくすことで、多くのシステム間での標準化を維持 

Cisco Intersight は、NetOps チームが現在のシステムと Cisco UCS の管理ツールを Cisco Intersight にスムーズに
移行し、組織に最適な方法で簡単にプラットフォームを実装できるよう、複雑さを軽減して中断を減らします。 
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トポロジ 

このコンテンツには、スクリプト形式のシナリオと、ソリューションの機能を実例で示すために事前設定された管理
ユーザおよびコンポーネントが含まれています。コンポーネントのほとんどは、管理ユーザ アカウントを使用して
任意の設定が可能です。コンポーネントへのアクセスに使用する IP アドレスとユーザ アカウント資格情報は、アク
ティブ セッションの [トポロジ（Topology）] メニューのコンポーネント アイコンをクリックして確認するか、そ
れらを必要とするシナリオ内の手順で確認できます。 

dCloud のトポロジ 
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この環境は、次の要素で構成されています。 

• HX-Storage Cluster A はすでに作成されており、3 つのノードがあります。 

• HX-Storage Cluster B は作成されておらず、シナリオ 3 で HX クラスタのインストールのデモンストレーショ
ンを行うために使用します。 

• 各クラスタには、vCenter、HX Connect、および UCS Manager の独自のインスタンスがあります。 

• シナリオ 4 では、クラスタを結合して高可用性を確保するために [HyperFlex のレプリケーション（HyperFlex 
Replication）] ツールを使用します。 

• Cisco Workload Optimization Manager 2.2.2 

• Cisco Intersight。インテリジェントなクラウドベースのインフラストラクチャ管理サービスです。 

デモ環境 
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はじめに 

 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 

1. dCloud セッションを開始します。[手順を見る]  

注：セッションがアクティブになるまで、最長で 10 分かかることがあります。 

2. 利用可能ないずれかの接続方法を使用して、ワークステーションに接続します。 

• Cisco AnyConnect VPN [手順を見る] とラップトップのローカル RDP クライアント [手順を見る]（ワークス
テーション 1：198.18.133.36、ユーザ名：dCloud\demouser、パスワード：C1sco12345） 

• Cisco dCloud Remote Desktop クライアント [手順を見る] 

注：dCloud デモが最初に dCloud UI で利用可能であるとみなされた場合、デモのコンポーネントを構成するデモ用
ワークステーションのバックグラウンドでスクリプトが引き続き実行される可能性があります。実行されると、デス
クトップに [デモの初期化中（Demo Initializing）] アイコンが表示されます。スクリプトが完了してから、セッショ
ンを使用してください。 

自動起動が完了すると、デスクトップに [デモの準備（Demo Ready）] アイコンが表示されます。接続されている
場合は、ポップアップ メッセージが表示されます。 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
https://dcloud-cms.cisco.com/help/install_anyconnect_pc_mac
https://dcloud-cms.cisco.com/help/local_rdp_mac_windows
https://dcloud-cms.cisco.com/help/access_demo_wkstn
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シナリオ 1. HyperFlex デモンストレーション環境 

価値提案：このシナリオでは、デモンストレーション環境のセットアップ（「デモンストレーションの概要」セク
ションで説明）について学びます。 

手順 

クラスタの設定 – クラスタ A 

1. ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex Demo）]  ショートカットをダブル
クリックして、Cisco HyperFlex トポロジ ページを開きます。 
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2. HX-Storage Cluster A の [HyperFlex] アイコンの横にあるポインタをクリックして、クラスタ A のダッシュ
ボードに接続します。ポップアップで [OK] をクリックします。 

 

注：ポインタをクリックしてトポロジからアプリケーションを開くと、アプリケーションのユーザ名が自動的にク
リップボードにコピーされます。 

3. クレデンシャルを [ユーザ名（Username）] フィールドに貼り付けて（demouser@dcloud.cisco.com）、 
[パスワード（Password）] フィールドに C1sco12345 と入力し、Cisco HyperFlex Connector アプリケー
ションにログインします。 

価値提案：HX Connect は、新しい HTML 5 ベースの Web UI を使用できる、Cisco HyperFlex の主要な管理ツー
ルです。これはクラスタ上で一元化された制御ポイントとして機能します。管理者はボリュームの作成、データ プ
ラットフォームの状態を監視、リソース使用率を管理できます。またこのデータを使用して、クラスタをいつ拡張
する必要があるかを予測することもできます。 

4. クラスタ A はすでに作成されており、3 つのノードがあります。[操作ステータス（Operational Status）] と 
[ストレージ容量（Storage Capacity）] を表示します。 
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5. 表示されるメニューから [システム情報（System Information）] を選択します。 

注：垂直メニューを表示するには、メニュー バーをクリックします。 

 

6. 表示されたウィンドウで、下にスクロールしてクラスタ内の VM、ハイパーバイザ IP アドレス、ステータス イ
ンジケータを表示します。 
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7. メニューから [レプリケーション（Replication）] をクリックします。 

 

8. [ネットワークの設定（Configure Network）] リンクが表示されているということは、レプリケーション ペアが
作成されていないということです。シナリオ 4 でレプリケーション ペアを作成します。 

 

クラスタの設定 – UCS Manager と vSphere  

1. トポロジ マップに戻り、[UCS Manager] ショートカットの横にあるポインタ アイコン  をクリックします。
ポップアップで [OK] をクリックします。 
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2. UCS Manager にログインします（admin/C1sco12345）。 

価値提案：Cisco UCS 管理 

Cisco UCS サービス プロファイルを使用すると、ノードの認識、設定、接続のあらゆる側面はソフトウェアを通じ
て設定され、効率性と安全性を高め、導入にかかる時間を短縮します。Cisco HyperFlex システムは、既存の環境
や運用プロセスに簡単に統合できます。Cisco UCS 管理の API は、シスコや数多くの独立系ソフトウェア ベンダー
（ISV）が提供するより高レベルな管理ツールに統合できます。 

3. メニューから [サーバ（Servers）] を選択します。 

 

4. [サービスプロファイル（Service Profiles）] > [root] > [サブ組織（Sub-Organizations）] > [Hyperflex-A] の順
に展開します。 

5. [Hyperflex-A] をクリックして、Hyperflex-A クラスタ ノードの [サービスプロファイル（Service Profiles）] 
を表示します。 
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6. [サービスプロファイル（Service Profiles）] タブをクリックして、ラック ユニットに関連付けられたサービス 
プロファイルを表示します。 

注：必要に応じて、[サービスプロファイル（Service Profiles）] の横にある矢印をクリックして選択項目を展開し
ます。 

 

7. トポロジ ページに戻り、vSphere html インターフェイスの横にあるポインタ アイコン  をクリックします。
ポップアップで [OK] をクリックします。 
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8. [Windows セッション認証を使用する（Use Windows session authentication）] チェックボックスをクリック
して、[ログイン（Login）] をクリックします。 

 

注：Windows セッション認証のクレデンシャルが失敗した場合は、ユーザ名：DCLOUD\demouser とパスワー
ド：C1sco12345 を使用してログインしてください。 

9. [dCloud-HX-DC-A] > [hx-cluster-a] の順に展開すると、vSphere Client に、3 つのメンバー HyperFlex ノー
ドがあるクラスタ A が表示されます。 

 

注：データストア hx-a-ds2 は意図的に小さくされています。後のシナリオで CWOM を使用して容量を増やします。 
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クラスタの設定 – クラスタ B 

1. トポロジに戻り、HX-Storage Cluster B の [HyperFlex] アイコンの横にあるポインタをクリックして、クラス
タ B のダッシュボードに接続します。ポップアップで [OK] をクリックします。 

 

2. まだ何も構築されていないため、HX Connect はロードできません。 

3. トポロジ ページに戻り、クラスタ B の vSphere html インターフェイスの横にあるポインタ アイコン  をク
リックします。ポップアップで [OK] をクリックします。 
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4. [Windows セッション認証を使用する（Use Windows session authentication）] チェックボックスをクリック
して、[ログイン（Login）] をクリックします。 

 

注：Windows セッション認証のクレデンシャルが失敗した場合は、ユーザ名：DCLOUD\demouser とパスワー
ド：C1sco12345 を使用してログインしてください。 

5. 何も設定されていないため、データセンター B の情報は空です。 
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6. トポロジ マップに戻り、クラスタ B の [UCS Manager] ショートカットの横にあるポインタ アイコン  をク
リックします。ポップアップで [OK] をクリックします。 

 

7. UCS Manager にログインします（admin/C1sco12345）。 

注：ログインの続行中にポップアップが表示された場合はクリアします。 

8. メニューから [サーバ（Servers）] を選択します。 

9. [サービスプロファイル（Service Profiles）] > [root] > [サブ組織（Sub-Organizations）] の順に展開します。
サブ組織がまだ存在しないことを確認します。 
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シナリオ 2. HX クラスタの拡張（クラスタ A） 

価値提案：このシナリオでは、Cisco HX Data Platform インストーラ アプリケーションを使用してクラスタ A を 
3 ノードから 4 ノードへ拡張する方法についてデモンストレーションを行います。 

注：このシナリオは必須ではなく、必要に応じてスキップできます。 

手順 

1. まだ開いていない場合は、ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex Demo）] ショート

カット  をダブルクリックして、HyperFlex デモンストレーション インターフェイスを開きます。 

2. HyperFlex デモンストレーション インターフェイス ページで、[HyperFlex の拡張（HyperFlex Expansion）] の

横にあるポインタ  をクリックします。[OK] をクリックします。 

 

3. クレデンシャル（root）をユーザ名フィールドに貼り付けて、パスワード フィールドに C1sco12345 と入力
し、[これらの条項に同意します（I accept the terms and conditions）] チェックボックスをクリックして、 
[ログイン（Log In）] をクリックします。 

4. [クラスタの展開] > [標準クラスタ（Standard Cluster）] の順にクリックします。 
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5. [ファイルの選択（Select a File）] をクリックします。 

 

6. 表示されるウィンドウで、Scripts ディレクトリを展開し、hx-cluster-a.json をダブルクリックします。 
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7. [設定を使用（Use Configuration）] をクリックします。 

8. [UCS Manager のパスワード（UCS Manager Password）]（C1sco12345）、[vSphere の管理パスワード
（vSphere Admin Password）]（C1sco12345）、[管理ユーザ名（Admin User Name）] および [管理パス
ワード（Admin Password）]（root/C1sco12345）を次の図のように追加します。 

 

9. 表示された画面で [続行（Continue）] をクリックし、[インポートされた値を保持する（Keep Imported 
Values）] をクリックします。 
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10. [hx-cluster-a] を選択します。自動的に設定されていない場合は、[管理 IP アドレス（Management IP 
Address）] に 198.18.134.200 と入力します。[続行（Continue）] をクリックします。 

 

11. [サーバの選択（Server Selection）] 画面で変更を加えずに [続行（Continue）] をクリックします。 

注：サーバが表示されない場合は、[サーバの選択（Server Selection）] ウィンドウの [更新（Refresh）] ボタンを
使用して画面を更新します。 
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12. [VLAN 設定（VLAN Configuration）] 画面で変更を加えずに [続行（Continue）] をクリックします。 

 

13. [共通 Hypervisor 設定の設定（Configure common Hypervisor Settings）] 画面で変更を加えずに [続行
（Continue）] をクリックします。 
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14. [IP アドレス（IP Addresses）] に次の情報を入力します。[コントローラ VM パスワード（Controller VM 
Password）]（C1sco12345）を追加して、[開始（Start）] をクリックします。 

• 198.18.134.204（このアドレスは編集できません） 

• 198.18.134.214 

• 192.168.0.14 

• 192.168.0.54 

 

15. 完了するまでクラスタの拡張の進捗状況を見守ります。これには約 20 分かかります。 

注：クラスタの展開中にエラーが発生した場合は、[再試行（Retry）] を選択します。 
 
注：このプロセスがバックグラウンドで実行されている間に、次のシナリオに進むことができます。 
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16. システムにより自動的に [サマリー（Summary）] ページにリダイレクトされます。 

 

17. 最後まで下にスクロールして、クラスタが 4 つのノードで構成されるようになったことを確認します。 

 

18. HyperFlex トポロジ ページに戻ります。 

19. HX-Storage Cluster A の [HyperFlex] の横にあるポインタ アイコン  をクリックして、HX-Storage Cluster 
A の HyperFlex Connect を開きます。[OK] をクリックします。 
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20. demouser@dcloud.cisco.com を [ユーザ名（Username）] フィールドに貼り付けて、[パスワード
（Password）] フィールドに C1sco12345 と入力します。 

21. 4 つ目のノードが HyperFlex Connect でも表示されることを確認します。 

 

22. 必要に応じて、サイド メニューの [データストア（Datastores）] と [システム情報（System Information）] を
クリックして、これらのタブに含まれている情報を表示します。 
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シナリオ 3. HX クラスタのインストール（クラスタ B） 

価値提案：シンプル化されたインストーラ ワークフローを使用して、コンピューティング、ネットワーク、スト
レージを含むエンドツーエンドの自動化を実現し、ハイパーコンバージド インフラストラクチャの迅速な導入を可
能にします。Cisco HyperFlex ノードは、工場出荷時からコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、および 

ハイパーバイザ ソフトウェアの事前設定が完了しており、お客様がすぐにご利用できるための基盤を備えています。
このシナリオの目的は、Cisco HyperFlex HX Platform インストーラを使用して、4 つのノードを持つ HyperFlex 

クラスタを作成することです。 

手順 

1. まだ開いていない場合は、ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex Demo）] ショート

カット  をダブルクリックして、HyperFlex デモンストレーション インターフェイスを開きます。 

クラスタのインストール 

1. HyperFlex デモンストレーション インターフェイス ページで、HX-Storage Cluster B の [HyperFlex のインス

トール（HyperFlex Installation）] の横にあるポインタ  をクリックします。[OK] をクリックします。 

 

2. ユーザ名に root を貼り付けて、パスワード フィールドに C1sco12345 と入力します。[これらの条項に同意し
ます（I accept the terms and conditions）] チェックボックスをクリックし、[ログイン（Login）] をクリック
します。 
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3. [クラスタの作成（Create Cluster）] ドロップダウンをクリックして、ドロップダウンから [標準クラスタ
（Standard Cluster）] を選択します。 

 

4. [ファイルの選択（Select a File）] をクリックします。 
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5. 表示されるウィンドウで、Scripts ディレクトリに移動し、[hx-cluster-b.json] をダブルクリックします。この
ファイルには、クラスタの作成に使用される設定情報が含まれています。 

 

6. [設定を使用（Use Configuration）] をクリックします。 

7. [UCS Manager のパスワード（UCS Manager Password）]（C1sco12345）、[vSphere の管理パスワード
（vSphere Admin Password）]（C1sco12345）、[管理ユーザ名（Admin User Name）] およびハイパーバイ
ザの [管理ユーザ名（Admin Username）] と [管理パスワード（Admin Password）]（root/C1sco12345）を
次の図のように追加します。 
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8. 表示された画面で [続行（Continue）] をクリックします。 

9. エラー メッセージが表示された場合は、[インポートされた値を保持する（Keep Imported Values）] をクリッ
クします。 

 

10. 4 つすべてのサーバが選択されていることを確認し、[続行（Continue）] をクリックします。 

 

11. [VLAN 設定（VLAN Configuration）] 画面で変更を加えずに [続行（Continue）] をクリックします。 
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12. [共通 Hypervisor 設定の設定（Configure common Hypervisor Settings）] 画面で変更を加えずに [続行
（Continue）] をクリックします。 

 

13. IP アドレスが次のように設定されていることを確認し、[続行（Continue）] をクリックします。 
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14. [管理パスワード（Admin Password）] フィールドと [管理パスワードの確認（Confirm Admin Password）] 
フィールドに C1sco12345 と入力し、[開始（Start）] をクリックします。 

 

15. 完了するまでクラスタのインストールの進捗状況を見守ります。これには約 20 分かかります。 

注：クラスタの展開中にエラーが発生した場合は、[再試行（Retry）] を選択します。 

 

  



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 33/113 ページ 

16. システムにより自動的に [サマリー（Summary）] ページにリダイレクトされます。 

 

17. 次のシナリオに進む前に、「インストール後」の手順に進みます。 

インストール後 

価値提案：このセクションでは、ポストインストール スクリプトを実行して、ユーザによる HA または DRS の有
効化/無効化、vCenter での SSH 警告の除去、vMotion の設定と vMotion ネットワーキングのセットアップ、およ
び必要な仮想マシンネットワークの追加を可能にします。 

1. wkst1 タスク バーの [PuTTY] アイコン  をクリックして、PuTTY を開きます。 

2. [保存済みセッション（Saved Sessions）] のリストから [HyperFlex インストーラ B（HyperFlex Installer B）] 
を選択して、[ロード（Load）]、[開く（Open）] の順にクリックします。 
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3. セッションにログインします（root/C1sco12345）。 

4. プロンプトで post_install と入力し、Enter を押します。 

 

5. [新規/既存クラスタ（New/Existing Cluster）] に 1 と入力します。 

 

6. クラスタに接続するよう要求されたら、クラスタ管理アドレス（198.18.135.200）を入力します。 

7. vCenter に接続するためのクレデンシャル（ユーザ名：demouser@dcloud とパスワード：C1sco12345）を
入力します。 

8. 次の図に示すように、プロンプトに応答します。 
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9. [vMotion インターフェイスを追加しますか?（Add vMotion interfaces?）] プロンプトで y と入力します。 

10. 次のように、vMotion インターフェイスの情報を入力します。 

• vMotion のネットマスク：255.255.255.0 

• VLAN ID：3093 

• hx-b-1.dcloud.cisco.com の vMotion IP：192.168.1.11 

• hx-b-2.dcloud.cisco.com の vMotion IP：192.168.1.12 

• hx-b-3.dcloud.cisco.com の vMotion IP：192.168.1.13 

• hx-b-4.dcloud.cisco.com の vMotion IP：192.168.1.14 

11. [VM ネットワークに VLAN を追加しますか?（Add VM network VLANs?）] プロンプトで n と入力します。 

12. [ヘルスチェックを実行しますか?（Run health check?）] プロンプトで y と入力し、スクリプトを完了します。 

 

13. [PuTTY] ウィンドウを閉じます。  
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クラスタの検証 

1. HyperFlex デモンストレーション統合ページで、クラスタ B の [vSphere] の横にあるポインタ アイコンをク
リックして、vSphere を開きます。 

 

2. [Windows セッションのクレデンシャルを使用する（Use Windows session credentials）] チェックボックスを
オンにして、[ログイン（Login）] をクリックします。 
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3. [ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] をクリックします。 

4. [vc2.dcloud.cisco.com] > [dCloud-HX-DC-B] > [hx-cluster-b] の順に展開します。 

 

5. サーバを 1 つ選択し、[警告を非表示にする（Suppress Warning）] をクリックして冗長性に関する警告を非表
示にします。 

 

6. ポップアップで [はい（Yes）] をクリックします。 
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7. HyperFlex のランディング ページに戻ります。 

8. HX-Storage Cluster B の [UCS Manager] の横にあるポインタをクリックして、UCS Manager を開きます。
admin を [ユーザ名（User Name）] フィールドに貼り付けて、[パスワード（Password）] フィールドに 
C1sco12345 と入力してログインします。 

 

9. 垂直メニューで [設備（Equipment）] をクリックします。[設備（Equipment）] > [ラックマウント（Rack 
Mounts）] > [サーバ（Servers）] の順に展開して、UCS Manager に 4 つのサーバがあることを確認します。 
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10. サイド メニューで [サーバ（Servers）] をクリックします。[サーバ（Servers）] > [サービスプロファイル
（Service Profiles）] > [root] > [サブ組織（Sub-Organizations）] > [HyperFlex-B] の順に展開し、HyperFlex 
クラスタ HX-Storage Cluster B に 4 つのサーバがあることを確認します。 

 

11. HyperFlex のランディング ページ以外に開いているすべてのウィンドウを閉じて、シナリオ 4 に進みます。 
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シナリオ 4. HX クラスタのレプリケーション（クラスタ A + B）と VM の移行お
よびフェールオーバー 

価値提案：VM のレプリケーションでは、一方のクラスで稼働中の保護対象の仮想マシンが、ペアとなっているも
う一方のクラスタに複製されます。ペアにする 2 つのクラスタは通常、互いに離れたところに位置し、一方のクラ
スタが他方のクラスタで実行中の仮想マシンのディザスタ リカバリ サイトとして機能します。また、オプションで 
HyperFlex クラスタの 1 つをストレッチ クラスタにすることができます。このシナリオの目的は、次の手順を実行
することにあります。 
 
- デモの HyperFlex クラスタ間のレプリケーションを設定  
- HX クラスタ A から HX クラスタ B への VM のテスト リカバリ 
- VM の計画された移行を実行 
- VM の計画外の移行のリカバリを実行 
- 計画外のリカバリ後に VM を再保護  
 
注：Cisco HyperFlex HX Data Platform では、ディザスタ リカバリに対応するため、仮想マシンや仮想マシン グ
ループから他のクラスタへの WAN 経由レプリケーションをサポートしています。 

手順 

1. まだ開いていない場合は、ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex Demo）] ショート

カット  をダブルクリックして、HyperFlex デモンストレーションのランディング ページを開きます。 

2. [HyperFlex のレプリケーション（HyperFlex Replication）] の横にあるポインタ  をクリックします。[OK] 
をクリックします。 

 

3. これにより、2 つの HyperFlex Connect のインスタンスが開始されます。片方はクラスタ A 用で、もう片方は
クラスタ B 用です。クラスタ A および B の HyperFlex Connect の [ユーザ名（Username）] に 
demouser@dcloud.cisco.com を貼り付けて、[パスワード（password）] フィールドに C1sco12345 と入力
します。[ログイン（Login）] をクリックします。  
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4. ダッシュボードから各クラスタの正常性を確認します。 

 

5. [クラスタ A（Cluster A）] ウィンドウで、垂直メニューから [レプリケーション（Replication）] を選択しま
す。垂直メニューを表示するには、メニュー アイコン  をクリックします。 

6. [ネットワークの設定（Configure Network）] をクリックします。 

  

7. [既存の VLAN を選択（Select an existing VLAN）] をクリックして、VLAN ID の 0 を入力します。[次へ
（Next）] をクリックして次に進みます。 
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8. 次のネットワークの設定に関する情報を入力します。 

• [サブネット（Subnet）]：198.18.1.0/24 

• [ゲートウェイ（Gateway）]：198.18.1.1 

• [IP 範囲（IP Range）]/[開始（From）]：198.18.1.10-198.18.1.19 

• [レプリケーション帯域幅の上限の設定（Set replication bandwidth limit）]：オフ 

9. [IP 範囲の追加（Add IP Range）] をクリックして、[設定（Configure）] をクリックします。 

 

10. [クラスタ B（Cluster B）] ウィンドウに切り替えて、クラスタ B のレプリケーション ネットワークをプロビ
ジョニングし、レプリケーションのターゲット データストアをセットアップします。 

11. 垂直メニューから [データストア（Datastores）] を選択します。 
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12. [データストアの作成（Create Datastore）] をクリックします。 

 

13. データストアに hx-b-ds1 という名前を付けて、サイズを 100 GB に設定します。[データストアの作成
（Create Datastore）] をクリックします。 

 

14. 別のデータストアを作成し、今回は hx-b-ds2 という名前を付けて、もう一度サイズを 100 GB に設定しま
す。[データストアの作成（Create Datastore）] をクリックします。 

15. サイド メニューから [レプリケーション（Replication）] を選択します。 

16. [ネットワークの設定（Configure Network）] をクリックします。 
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17. [既存の VLAN を選択（Select an existing VLAN）] をクリックして、VLAN ID の 0 を入力します。[次へ
（Next）] をクリックして次に進みます。 

 

18. 次のネットワークの設定に関する情報を入力します。 

• [サブネット（Subnet）]：198.18.1.0/24 

• [ゲートウェイ（Gateway）]：198.18.1.1 

• [IP 範囲（IP Range）]/[開始（From）]：198.18.1.20-198.18.1.29 

• [レプリケーション帯域幅の上限の設定（Set replication bandwidth limit）]：オフ 

19. [IP 範囲の追加（Add IP Range）] をクリックして、[設定（Configure）] をクリックします。 
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20. 約 1 分後に、レプリケーション ネットワークがオンラインになります。 

 

21. [レプリケーションネットワークの構成成功（Configure Replication Network success）] ウィンドウを閉じます。 

22. [クラスタA（Cluster A）] ウィンドウに戻り、垂直メニューから [仮想マシン（Virtual Machines）] を選択します。 

23. 仮想マシンはすべて保護されていないことに注意してください。 
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24. [レプリケーション（Replication）] をメニューから選択して、レプリケーション画面に戻ります。 

25. [ペアクラスタ（Pair Cluster）] をクリックします。 

 

26. [レプリケーションペア名（Replication Pair Name）] フィールドに dcloud-hx と入力して、[次へ（Next）] を
クリックします。 

 

27. [リモート接続（Remote Connection）] ウィンドウで、次の値を入力して、[ペアリング（Pair）] をクリックし
ます。 

• [管理 IP または FQDN]：198.18.135.200 

• [ユーザ名（Username）]：demouser@dcloud.cisco.com 

• [パスワード（Password）]：C1sco12345 
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28. 接続ペアが作成されたら、[次へ（Next）] をクリックします。 

注：データストア マッピングは、複製元と複製先のデータストアを定義するものです。 

29. [データストアマッピング（Datastore Mapping）] ウィンドウで、先ほど作成した [hx-b-ds1（空き容量：100 GB）
（hx-b-ds1 (Free Space: 100GB)）] および [hx-b-ds2（空き容量：100 GB）（hx-b-ds2 (Free Space: 
100GB)）] を [リモートデータストア（Remote Datastore）]（ローカル データストアの名前と一致）として 
選択します。 

30. [データストアのマッピング（Map Datastore）] をクリックします。 

 

価値提案：保護グループには、共通の保護スケジュールを共有する 0 から 32 名までの VM メンバーを含めること
ができます。保護スケジュールには、インターバル、保護の発生頻度、および開始時刻が含まれます。また、共通
の VM 静止パラメータもあります。保護グループを使用すると、共通の RPO（リカバリ ポイント目標）を有する複
数の VM に対して、共通の保護スケジュールを簡単に導入することが可能です。 

31. [ローカル VM（Local VMs）] タブで、[保護グループ（Protection Groups）] を選択します。[グループの作成
（Create Group）] を選択します。 
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32. [保護グループの作成（Create Protection Group）] のフィールドに次のように入力します。 

• [保護グループ名（Protection Group Name）]：dcloud-15m 

• [このグループの仮想マシンの保護間隔（Protect virtual machines in this group every）]：[15 分
（15 minutes）] 

• [仮想マシンの保護をすぐに開始（Start protecting the virtual machines immediately）]：オン 

33. [保護グループの作成（Create Protection Group）] をクリックします。 

 

34. 保護グループが作成されたことを確認します。 
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35. サイド メニューで、[仮想マシン（Virtual Machines）] をクリックします。 

36. すべての myVM インスタンスを選択し、[保護（Protect）] をクリックします。 

 

37. ドロップダウンから新しく作成した [dcloud-15m] を選択して、既存の保護グループに VM を追加します。[次
へ（Next）] をクリックします。 
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38. [保護グループへの追加（Add to Protection Group）] をクリックします。 

39. VM が保護されたことを確認します。 

 

40. クラスタ B の Hyperflex Connect ウィンドウに戻ります。 

41. メイン メニューから [レプリケーション（Replication）] を選択し、[リモート VM（Remote VMs）] をクリック
して 4 つの仮想マシンを表示します。初期レプリケーションが実行され、保護ステータスは [アクティブ
（Active）] と表示されます。 

42. [複製アクティビティ（Replication Activity）] をクリックすると、クラスタ A からクラスタ B へのレプリケー
ションが [実行中（In Progress）] であることが示されます。終了すると、[完了] に変わります。 

 

注：レプリケーションの完了にはしばらく時間がかかる場合があります（約 5 分）。ビューを更新してモニタし、
少々お待ちください。 
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43. [リモート VM（Remote VMs）] をもう一度クリックすると、すべての仮想マシンが保護されたことがわかります。 

 

44. トポロジ ページに戻り、クラスタ A の vSphere html インターフェイスの横にあるポインタ アイコン  をク
リックします。ポップアップで [OK] をクリックします。 

 

45. [Windows セッション認証を使用する（Use Windows session authentication）] チェックボックスをクリック
して、[ログイン（Login）] をクリックします。 

注：Windows セッション認証のクレデンシャルが失敗した場合は、ユーザ名：DCLOUD\demouser とパスワー
ド：C1sco12345 を使用してログインしてください。 
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46. トポロジ ページに戻り、クラスタ B の vSphere html インターフェイスの横にあるポインタ アイコン  をク
リックします。ポップアップで [OK] をクリックします。 

 

47. [Windows セッション認証を使用する（Use Windows session authentication）] チェックボックスをクリック
して、[ログイン（Login）] をクリックします。 

48. クラスタ A で実行されている仮想マシンが 4 つあることを確認します。 
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49. クラスタ B には仮想マシンがなく、ストレージ コントローラのみが存在することを確認します。 

 

50. クラスタ B の HX Connect ウィンドウに戻り、[レプリケーション（Replication）] を選択します。 

51. まだ選択していない場合は、[リモート VM（Remote VMs）] タブをクリックし、[myVM-C] を選択します。 
[テストリカバリ（Test Recovery）] をクリックします。 

 

52. ポップアップ ウィンドウで、[回復する（Recover）] をクリックします。 
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53. クラスタ B の vSphere ウィンドウで、myVM-C が登録されて電源がオンになっていることを確認します。 

 

54. myVM-C リストを右クリックし、[リモートコンソールを開く（Open Remote Console）] を選択します。 

 

注：すべての警告を受け入れ、接続を続行します。 

55. ログイン プロンプトが表示され、VM の電源がオンになっていることがわかります。 
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56. クラスタ B の vSphere Client ウィンドウで、myVM-C リストを右クリックし、[電源（Power）] > [電源オフ
（Power Off）] の順に選択します。[はい（Yes）] をクリックして確認します。 

 

57. myVM-C リストをもう一度右クリックし、[ディスクから削除（Delete from Disk）] を選択します。[はい
（Yes）] をクリックして確認します。 

注：次に、HX-Cluster-A から HX-Cluster-B への myVM-C の計画的な移行を行います。 

58. クラスタ B の HX Connect ウィンドウで、[myVM-C] を選択します。[移行] をクリックします。 
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59. すべての警告を除外し、[移行（Migrate）] をクリックします。 

 

60. クラスタ A の vSphere に戻り、myVM-C の電源がすでにオフになっていることを確認します。 

 

61. myVM-C がオンラインになるのを確認するには、クラスタ B の vSphere に切り替えます。 
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62. クラスタ A の vSphere に戻り、更新します。myVM-C マシンがリストから削除されます。 

 

63. クラスタ B の HX Connect ウィンドウに戻り、更新します。myVM-C マシンが [リモート VM（Remote VM）] 
のリストから削除されます。 

 

64. [ローカル VM（Local VMs）] をクリックすると、myVM-C がリストに表示され、自動的に保護されていること
がわかります。 

 

注：次に、HX-Cluster-B から HX-Cluster-A への myVM-C の計画外リカバリを行います。 
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65. クラスタ A の HX Connect ウィンドウに戻り、[レプリケーション（Replication）] > [複製アクティビティ
（Replication Activity）] の順に選択します。 

66. フェールオーバー後に myVM-C が [着信（Incoming）] レプリケーションを完了したことを確認します。 

注：[着信（Incoming）] と表示されるまでに、レプリケーション ポリシーに基づき 15 分かかる場合があります。 

 

67. [リモート VM（Remote VMs）] タブを選択し、[myVM-C] を選択してから [回復する（Recover）] を選択します。 

 

68. 警告を確認し、[回復する（Recover）] を選択します。 

69. クラスタ A の vSphere に戻り、myVM-C が再度表示されることを確認します。 
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70. クラスタ B の vSphere に戻り、myVM-C がここでも実行されていることを確認します。 

71. クラスタ A の HX Connect ウィンドウに戻り、[レプリケーション（Replication）] > [リモート VM（Remote 
VMs）] ビューを開きます。myVM-C が [回復済み（Recovered）] になっていることを確認します。 

 

72. VM をクリーンアップして再保護するには、[myVM-C] を選択して [再保護（Re-protect）] をクリックします。 

  

73. クラスタ B の vSphere に戻り、myVM-C が表示されなくなったことを確認します。 
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シナリオ 5. HyperFlex Connect による操作  

価値提案：このシナリオでは、HyperFlex Connect の操作機能について学びます。 

手順 

データストアの作成 

1. HyperFlex デモをまだ開いていない場合は、ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex 

Demo）] ショートカット  をダブルクリックします。 

2. HyperFlex トポロジ ページで、HX-Storage Cluster A の [HyperFlex] の横にあるポインタ  をクリックし
ます。[OK] をクリックします。 

 

3. クラスタ B の HyperFlex Connect の [ユーザ名（Username）] フィールドに demouser@dcloud.cisco.com 
を貼り付け、[パスワード（Password）] フィールドに C1sco12345 と入力し、[ログイン（Login）] をクリッ
クします。 
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4. ダッシュボードには、HyperFlex クラスタの設定と健全性の概要が表示されます。 

 

5. サイド メニューで [データストア（Datastores）] をクリックします。 

6. [データストアの作成（Create Datastore）] をクリックして、データストアを作成します。 
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7. [データストア名（Datastore Name）] フィールドに hx-a-ds3、[サイズ（Size）] フィールドに 100 と入力
し、[データストアの作成（Create Datastore）] をクリックします。 

 

8. 数秒以内に、データストアが正常に作成されたことが表示されます。 
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新しいデータストアへの VM の展開 

1. [vCenter vSphere] アイコンをクリックして、クラスタ A の vSphere を開きます。 

 

2. [Windows セッションのクレデンシャルを使用する（Use Windows session credentials）] チェックボックスを
オンにして、[ログイン（Login）] をクリックします。 

3. [vc1.dcloud.cisco.com] > [dCloud-HX-DC-A] > [hx-cluster-a] の順に展開します。[hx-cluster-a] をクリック
します。 
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4. [ストレージ（Storage）] アイコンをクリックし、新しいデータストアが作成されたことを確認します。 

 

注：データストアのリストの更新にはしばらく時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。 

5. [ホストおよびクラスタ（Host and Clusters）] アイコンをクリックします。 

6. クラスタを右クリックし、[OVF テンプレートのデプロイ（Deploy OVF Template）] を選択します。 
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7. [ローカルファイル（Local File）] を選択します。 

8. [ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、リストから .ova ファイルを選択します。 

 

9. [次へ（Next）] をクリックします。 

10. 展開する新しい VM に名前を付けるか、CentOS7-VM のままにします。[次へ（Next）] をクリックします。 
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11. [次へ（Next）] をクリックして [ストレージの選択（Select Storage）] ウィンドウに進みます。先ほど追加した
データストアを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

12. [次へ（Next）] をクリックして [終了準備の完了（Ready to Complete）] 画面に進みます。[完了（Finish）] を
クリックします。 

 

13. VM が作成されるまで待ちます。VM の電源が自動的にオンにならない場合は、ここでオンにします。 
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レディ クローンの作成 

価値提案：Cisco HyperFlex HX Data Platform では、クローンは書き込み可能なスナップショットです。クローン
を使用すると、テストや開発環境用に、仮想デスクトップやアプリケーションなどの項目を迅速にプロビジョニン
グできます。これらの高速でスペース効率の高いクローンにより、ストレージ ボリュームを迅速に複製可能です。
そのため、仮想マシンをメタデータの操作だけで複製でき、実際のデータ コピーは書き込み操作に対してのみ実行
されます。このアプローチでは、何百個ものクローンの作成や削除を数分で行えます。フルコピー方式と比較する
と、このアプローチは時間を大幅に節約し、IT の俊敏性や生産性を高められます。 

 
クローンは作成時に重複排除されます。それぞれのクローンに差が生じ始めた場合は、共通するデータは共有さ
れ、固有のデータのみが新たな記憶域に保存されます。差が生じたクローン内にあるデータ重複は、重複排除エン
ジンが排除し、クローンのストレージ フットプリントをさらに削減します。そのため、ストレージ容量の使用状況
を心配せずに、多数のアプリケーション環境を導入できます。 

1. クラスタ A の HyperFlex Connect のサイド メニューで、[仮想マシン（Virtual Machines）] をクリックします。 

2. 新しい VM を選択し、[クローンの準備（Ready Clones）] をクリックします。 

 

3. 次のように値を入力し、[クローン] をクリックします。 

• [クローン数（Number of clones）]：10 

• [VM 名のプレフィックス（VM Name Prefix）]：myReadyClone- 

• [開始クローン番号（Starting clone number）]：1 

• [増分（Increment by）]：1 

• [複製後に VM を起動（Power on VMs after cloning）]：オン 
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4. VM がオンラインになったら、[仮想マシン（Virtual Machines）] 画面が更新されます。これには約 2 分かかり
ます。 

  



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 69/113 ページ 

5. vSphere Web Client に戻ると、レディ クローンが作成されています。 

 

6. HyperFlex Connect に戻り、サイド メニューの [データストア（Datastores）] をクリックします。 

7. 新しいデータストアの hx-a-ds3 を選択します。 

8. 新しい VM がオンラインになったときに発生したスループットと IOPS のスパイクが表示されます。 

 

  



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 70/113 ページ 

データストアの編集 

1. メニューから [データストア（Datastores）] を選択します。 

2. hx-a-ds3 をデータストアとして選択します。 

3. [編集（Edit）] をクリックします。 

 

4. データストアの [サイズ（Size）] を 50 に変更して、[データストアの編集（Edit Datastore）] をクリックします。 
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5. この変更はほとんど即座に有効になります。 

 

パフォーマンス測定指標の取得 

1. 垂直メニューで、[パフォーマンス（Performance）] をクリックします。 

2. [パフォーマンス（Performance）] ウィンドウにグラフが表示されます。チャートの間隔と分析可能なオブジェ
クトを確認します。 

注：HyperFlex 4.0 on Shared Hardware v1 の簡単なデモで、パフォーマンス測定指標について詳しく説明します。 

3. グラフにマウス オーバーすると、ポップアップに詳細情報が表示されます。 

 

  

https://dcloud2.cisco.com/instantdemo/cisco-hyperflex-4-0-on-shared-hardware-v1


ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 72/113 ページ 

4. 測定指標の表示を拡大する方法を確認する場合は、右上の交差する矢印をクリックします。 

 

5. HX Connect からログアウトします。 
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ロールベース アクセス コントロール（RBAC） 

価値提案：このセクションでは、ロールベース アクセスのデモンストレーションを実行します。読み取り専用アカ
ウントでログインし、権限が readonly であるため、demouser アカウントで使用できる機能の一部を使用できない
ことを示します。 

1. HyperFlex のランディング ページに戻り、クラスタ A の [HyperFlex] の横にあるポインタ アイコンをクリック
します。 

 

2. 認証ウィンドウでログイン クレデンシャル（readonly@dcloud.cisco.com/C1sco12345）を編集します（貼
り付けないでください）。[ログイン（Login）] をクリックしてログインし、読み取り専用アクセスのデモンス
トレーションを行います。 
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3. サイド メニューの [データストア（Datastores）] をクリックして、読み取り専用ユーザがデータストアを作成
および変更できないことを確認します。 

 

4. サイド メニューの [仮想マシン（Virtual Machines）] をクリックして、読み取り専用ユーザが仮想マシンの追
加、保護、またはレディ クローンへのアクセスができないことを確認します。 

 

5. HyperFlex デモ ウィンドウ以外のすべてのウィンドウを閉じます。 
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シナリオ 6. Cisco Workload Optimization Manager 

価値提案：このシナリオでは、Cisco Workload Optimization Manager（CWOM）について学びます。 

Cisco Workload Optimization Manager は、HyperFlex™ 上で動作するアプリケーションに必要なリソースが必要
なタイミングで確実に取得されるように支援する、意思決定エンジンです。このプラットフォームは、環境におけ
るワークロードの使用状況、コスト、コンプライアンスの制約を継続的に分析し、リアルタイムで自動的にリソー
スを割り当てます。また、アプリケーション レイヤからインフラストラクチャ レイヤに至るまでの多次元リソース
のトレードオフを評価し、クラスタ、データセンター、およびクラウド全体の健全性の永続化を促進するワーク
ロード自動化を実現します。Cisco HyperFlex システムと Workload Optimization Manager が連携すると、以下に
示す特定のアクションを自動化することでリソース ニーズの変化に動的に適応する、自己管理型ワークロードが実
現します。 

 
• ワークロードの配置（初回および継続的） 

• ワークロードのサイジング 

• ワークロードのプロビジョニング 

• 仮想ストレージのサイズ変更 

• 仮想ストレージ（データ ストアなど）のプロビジョニングまたは停止 

 
Cisco Workload Optimization Manager は、次の操作を推奨する場合があります。 

 
• HyperFlex コンピューティング専用ノードのプロビジョニングまたは停止 

• HyperFlex ノード（物理ストレージ）のプロビジョニングまたは停止 

 
このインフラストラクチャは、柔軟性と高いパフォーマンスを備え、インテリジェントなソフトウェアによりリア
ルタイムで調整されてアプリケーション ニーズに対応します。その結果、IT 部門は、開発者、基幹業務エンド  

ユーザ、顧客へのサービス提供に集中的に取り組めるようになります。 

手順 

1. ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex Demo）]  ショートカットをダブルク
リックして、Cisco HyperFlex トポロジ ページを開きます。 

2. [CPU] アイコンの横にあるポインタをクリックします。これは、myVM-A でストレス ユーティリティをトリ
ガーし、CWOM によって検出される人工負荷を生成するために使用されます。ポップアップで [OK] をクリック
します。 
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3. [CPU のロードを開始しますか（Do you want to start the CPU load）] プロンプトで、Y と入力します。Enter 
を押します。 

 

4. トポロジ ページに戻り、[vCenter vSphere] アイコンをクリックして、クラスタ A の vSphere を開きます。
[OK] をクリックします。 

 

5. [Windows セッションのクレデンシャルを使用する（Use Windows session credentials）] チェックボックスを
クリックして、ログインします。 

6. メニューで [vc1.dcloud.cisco.com] > [dCloud-HX-DC-A] > [hx-cluster-a] の順に展開し、[myVM-C] をク
リックします。 
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7. [仮想マシンのハードウェア（VM Hardware）] ビューを展開し、VM が 1 つの CPU のみで構成されていること
を確認します。 

 

8. [監視（Monitor）] タブをクリックし、[パフォーマンス（Performance）] > [概要（Overview）] の順に選択し
ます。CPU 使用率のチャートが突然最大になっていることに注目してください。 
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9. [ストレージ（Storage）] アイコンをクリックし、[hx-a-ds2] へ移動します。 

10. [サマリー（Summary）] タブをクリックして、ディスクのデータストア使用状況のアラートが表示されている
ことを確認します。 

 

11. トポロジに戻り、[Cisco Workload Optimization Manager] の横にあるポインタをクリックします。[OK] をク
リックします。 

 

12. プロンプトでユーザ名を貼り付け、パスワード C1sco12345 を使用します。 

注：ダッシュボード画面で、デモンストレーションを続行する前に、クイック ツアーを実施することをお勧めします。 
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13. ダッシュボードには次の 3 つのビューがあります。 

• [ハイブリッド（Hybrid）] ビュー。このビューでは、オンプレミスとクラウド両方の環境全体で保留になっ
ているすべてのアクションを確認できます。 

• [オンプレミス（On-Prem）] ビュー。このビューでは、オンプレミス環境の詳細を確認できます。[サプラ
イチェーン（Supply Chain）] にはクラウド エンティティは含まれず、オンプレミスのエンティティのみが
示されることに注目してください。 

• [クラウド（Cloud）] ビュー。このビューでは、クラウド環境の詳細を確認できます。これには、保留中の
アクション、コスト別のクラウド アカウントのリスト、現在使用しているクラウド データセンターのロ
ケーション、予想コスト、およびその他のコスト関連情報が含まれます。 

 

注：インテリジェントなワークロード管理を実行するために、Workload Optimization Manager は、問題を発生前
に回避するために実行できるアクションを特定します。このアクションは手動で実行するか、コマンドでアクション
を実行するように CWOM に指示するか、発生時に自動的にアクションを実行するように CWOM に指示することが
できます。 

[保留中のアクション（Pending Actions）] リストには、CWOM によって現在提示されている推奨アクションが表
示されます。 
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14. [保留中のアクション（Pending Action）] をクリックして、推奨事項を確認します。 

 

注：hx-a-ds2 のサイズは意図的に小さくされているため、CWOM によってストレージのサイズ変更を推奨する  
[保留中のアクション（Pending Action）] が生成されます。HyperFlex データストアのサイジングは手動で管理され
るため、CWOM によって推奨事項が提示されます。 

15. HyperFlex トポロジ ページで、HX-Storage Cluster A の [HyperFlex] の横にあるポインタ  をクリックし
ます。[OK] をクリックします。 

 

  



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 81/113 ページ 

16. クラスタ A の HyperFlex Connect の [ユーザ名（Username）] フィールドに demouser@dcloud.cisco.com 
を貼り付け、[パスワード（Password）] フィールドに C1sco12345 と入力し、[ログイン（Login）] をクリッ
クします。 

17. メニューから [データストア（Datastores）] を選択します。 

18. hx-a-ds2 が 10 GB に設定されていることを確認します。 

 

19. [CWOM] ウィンドウに戻り、メニューから [設定（Settings）] を選択します。 

20. [ポリシー（Policies）] を選択します。 
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21. [ストレージのデフォルト（Storage Defaults）] ポリシーを選択します。これはストレージ設定を管理するポリ
シーです。 

 

22. [サイズ変更（Resize）] 列を [自動（Automated）] に変更します。[保存して適用（Save and Apply）] をク
リックします。 
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23. シスコ ロゴをクリックしてホーム画面に戻ります。少し待ってから、ダッシュボードを更新します。ダッシュ
ボードから [保留中のアクション（Pending Action）] が自動的に削除され、ストレージ ビューから赤い円が消
えます。 

 

24. 下にスクロールして、[承認されたアクション（Accepted Actions）] を確認します。 

 

25. HX-Storage Cluster A の HyperFlex に戻り、[データストア（Datastores）]  を選択します。 

26. 画面を更新すると、データストアのサイズが 110 GB に変更されていることが確認できます。 
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27. 最適化ウィンドウに戻り、[設定（Settings）] を選択します。[ターゲット設定（Target Configuration）] をク
リックします。 

 

注：ターゲットがオフラインの場合、またはそのステータスが [検証失敗（Validation Failed）] である場合は、ター
ゲットを選択して [検証（Validate）] をクリックします。リストが緑色に変わります。 

28. 右上の [ターゲットの追加（Add Target）] をクリックします。 
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29. [ハイパーコンバージド（Hyperconverged）] を選択します。 

30. [Hyperflex] を選択します。 

 

31. 次の情報を入力して、[追加（Add）] をクリックします。 

• [アドレス（Address）]：hx-cluster-b 

• [ユーザ名（Username）]：demouser@dcloud.cisco.com 

• [パスワード（Password）]：C1sco12345 

• [ポート番号（Port Number）]：443 

• [セキュアな接続（Secure Connection）]：オンにする 
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32. ターゲットはリスト内の緑色を示しています。 

 

33. 右上の [ターゲットの追加（Add Target）] をクリックします。 

34. [ハイパーバイザ（Hypervisor）] を選択します。 

35. [vCenter] を選択し、次の情報を入力して [追加（Add）] をクリックします。 

• [アドレス（Address）]：vc2.dcloud.cisco.com 

• [ユーザ名（Username）]：demouser@dcloud.cisco.com 

• [パスワード（Password）]：C1sco12345 
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36. ターゲットはリスト内の緑色を示しています。 

 

37. 右上の [ターゲットの追加（Add Target）] をクリックします。 

38. [ファブリック（Fabric）] を選択します。 

39. [Cisco UCS Manager] を選択し、次の情報を入力します。[追加（Add）] をクリックします。 

• [アドレス（Address）]：ucsm1-b.dcloud.cisco.com 

• [ユーザ名（Username）]：admin 

• [パスワード（Password）]：C1sco12345 
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40. ターゲットはリスト内の緑色を示しています。 

 

41. シスコ ロゴをクリックしてホーム画面に戻ります。 

42. しばらくすると、ダッシュボードに保留中のアクションが表示されます。 

注：保留中のアクションがただちに表示されない場合は、左上のシスコ ロゴをクリックしてビューを更新してくださ
い。ロード ジェネレータを起動してから保留中のアクションが表示されるまでに最大 20 分かかる場合があります。 
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43. メニューから [設定（Settings）] を選択します。 

44. [グループ（Groups）] を選択します。 

 

45. [新しいグループの作成（Create New Group）] をクリックします。 

46. [仮想マシン（Virtual Machine）] をクリックします。 

47. グループ名には MyVMs と入力します。 

48. ドロップダウン フィルタで、[名前（Name）]、[イコール（equals）]、[MyVM*] を選択し、[適用（Apply）] 
をクリックします。 
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49. [グループを保存（Save Group）] をクリックします。リストにグループが表示されます。 

 

50. メニューから [設定（Settings）] を選択します。 

51. [ポリシー（Policies）] をクリックします。 

52. [ ̟+ 自動化ポリシー（+ Automation Policy）] をクリックします。 
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53. [仮想マシン（Virtual Machine）] を選択します。 

54. ポリシー名には myVM Policy と入力します。 

55. [スコープ（Scope）] セクションの [仮想マシングループの追加（Add Virtual Machine Groups）] をクリックし
ます。 

 

56. [MyVMs] を選択し、[選択（Select）] をクリックします。 

 

57. [スケジュール（Schedule）] を展開し、[ポリシースケジュールの設定（Set Policy Schedule）] をクリックし
ます。 

 

注：CWOM がインフラストラクチャの再設定を実行可能なタイミング（週に 1 回またはシステムが使用されない週
末など）をスケジュールに設定することができます。 
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58. [スケジュール（Schedule）] 画面では、何も変更せずに [X] をクリックします。 

 
59. [アクションの自動化（Action Automation）] を展開して、[アクションの追加（Add Action）] をクリックします。 

60. ドロップダウン メニューから、[vCPU のサイズ拡張（vCPU Resize Up）] と [自動化（Automated）] を選択します。 

注：サイズ変更アクションは、エンティティに対するリソース キャパシティの増減を行います。これには、VM への 
vCPU または vMem の追加や削除、データストアの容量の増減、ディスク アレイ上のボリュームの増減などが含ま
れます。 

61. [アクションの追加（Add Action）] を再度クリックし、ドロップダウンから [vCPU のサイズ縮小（vCPU 
Resize Down）] と [自動化（Automated）] を選択します。 

62. [アクションの追加（Add Action）] を再度クリックし、ドロップダウンから [vMem のサイズ拡大（vMem 
Resize Up）] と [自動化（Automated）] を選択します。 

63. [アクションの追加（Add Action）] を再度クリックし、ドロップダウンから [vMem のサイズ縮小（vMem 
Resize Down）] と [自動化（Automated）] を選択します。 

 



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 93/113 ページ 

64. [アクションのオーケストレーション（Action Orchestration）] を展開して、[アクションのオーケストレーショ
ンの追加（Add Action Orchestration）] をクリックします。 

65. ドロップダウン メニューから、[サイズ変更（Resize）] と [ネイティブ（Native）] を選択します。 

 

66. [保存して適用（Save and Apply）] をクリックします。 

67. シスコ ロゴをクリックしてホーム画面に戻ります。 

注：ポリシーの処理には最大 5 分かかる場合があります。 

68. myVM-C の vSphere クライアントに切り替えて、[ホストとクラスタ（Hosts and Clusters）] アイコンをク
リックします。 

69. [概要（Summary）] タブをクリックします。 
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70. [最近のタスク（Recent Tasks）] に [仮想マシンの再設定（Reconfigure Virtual Machine）] タスクが表示され
るまで、画面を更新します。 

71. タスクが完了すると、myVM-C に追加された新しい CPU が表示されます。 

 

72. CWOM に戻り、画面を更新します。 

73. [承認されたアクション（Accepted Actions）] まで下にスクロールすると、VM を追加したアクションが表示さ
れます。 

74. CPU 負荷のウィンドウに戻り、dCloud プラットフォームの負荷を軽減するためにそのウィンドウを閉じます。 

注：Workload Optimization Manager は、環境内の問題を追跡するだけにとどまらず、問題を発生前に回避するた
めに実行できるアクションを特定します。このアクションは手動で実行するか、コマンドでアクションを実行するよ
うに Workload Optimization Manager に指示するか、発生時に自動的にアクションを実行するように Workload 
Optimization Manager に指示することができます。 

Workload Optimization Manager は、一般に次のタイプのアクションを実行します。 

配置：コンシューマを特定のプロバイダーに配置します（VM をホストに配置）。 

構成：不良構成を修正します。 

スケーリング：収益性に基づいてリソースの割り当てサイズを変更します。 

サイズの拡大：必要な投資として示されます。 

サイズの縮小：コスト削減として示されます。 

開始：新しいインスタンスを開始して、環境にキャパシティを追加します。必要な投資として示されます。 

停止：インスタンスを一時停止して、リソースがさらに効率的に使用されるようにします。コスト削減として示され
ます。 

詳細については、『Cisco Workload Optimization Manager 2.0 v1 - インスタント デモ』を参照してください。 

https://dcloud2.cisco.com/instantdemo/cisco-workload-optimization-manager-2-0-v1
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シナリオ 7. Cisco Intersight 

価値提案：この Cisco Intersight™ 環境は読み取り/書き込み用であり、エミュレートされた UCS インフラストラク
チャへのアクセスを管理者に提供します。このデモンストレーションでは、Intersight アカウントを作成し、そのア
カウントで Intersight Essentials の機能を使用できます。 

注：ユーザは、このデモンストレーションの終了時に各自のアカウントからデバイスを削除する必要があります。削
除されなかったデバイスはアカウントに関連付けられたままになり、ユーザの Intersight Essentials ライセンスの割
り当てに加算されます。 

ライセンスが無効かつ無効化から 90 日以上経過している Intersight アカウントをすでに保有している場合、このシ
ナリオではデバイスを管理できません。この問題が発生した場合は、『Cisco Intersight Essentials v2』のデモン
ストレーションを実行してください。 

手順 

1. ワークステーション デスクトップの [HyperFlex デモ（HyperFlex Demo）]  ショートカットをダブルク
リックして、Cisco HyperFlex トポロジ ページを開きます。 

2. [Cisco Intersight] アイコンの横にあるポインタをクリックします。ポップアップで [OK] をクリックします。 

 

  

https://dcloud2.cisco.com/instantdemo/cisco-intersight-essentials-v2
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3. すでに Intersight アカウントを持っている場合は、推奨される方法でログインして手順 14 に進みます。 

4. シスコ ID を使用して、SSO でサインインします。 

 

5. [アカウントの作成（Create an Account）] をクリックします。 
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6. オファーの説明に同意し、[次へ（Next）] をクリックします。 

7. トポロジ ページに戻り、クラスタ B の [HyperFlex Connect] のアイコンをクリックします。 

 

8. クラスタ B の HyperFlex Connect の [ユーザ名（Username）] フィールドに demouser@dcloud.cisco.com 
を貼り付け、[パスワード（Password）] フィールドに C1sco12345 と入力し、[ログイン（Login）] をクリッ
クします。 

9. 右上の [設定（Settings）] アイコンをクリックします。[デバイスコネクタ（Device Connector）] を選択します。 
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10. このページには、Intersight のアカウント作成に必要な [デバイス ID（Device ID）] と [要求コード（Claim 
Code）] が表示されます。必要に応じてコピーして貼り付けます。 

 

11. [アカウントの作成] ページに戻り、[アカウント名]（dCloud など）を入力します。デバイス ID と要求コードを
コピーして貼り付け、[作成（Create）] をクリックします。 
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12. [ログインします] をクリックします。 

 

注：上部ツールバーの [ヘルプ（Help）] アイコンをクリックして [サイトツアーに参加（Take a Site Tour）] を選
択すれば、いつでもサイト ツアーにアクセスできます。 
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13. [閉じる] をクリックして Intersight ダッシュボードに移動します。 

 

14. サイド メニューで [デバイス（Devices）] をクリックします。 

15. 作業ウィンドウで [新しいデバイスの登録（Claim a New Device）] ボタンをクリックします。 

 

16. 新しい HyperFlex クラスタ B を登録して新しい Intersight アカウントを作成した場合は、手順 22 に進んでくだ
さい。 

17. Chrome でタブを開き、[HX Connect B] ショートカットを選択します。 
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18. ユーザ名：demouser@dcloud.cisco.com 、パスワード：C1sco12345 を使用してログインします。 

19. 右上の [設定（Settings）] アイコンをクリックします。[デバイスコネクタ（Device Connector）] を選択します。 

 

20. このページには、Intersight のアカウント作成に必要な [デバイス ID（Device ID）] と [要求コード（Claim 
Code）] が表示されます。必要に応じてコピーして貼り付けます。 
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21. Intersight ページに戻り、デバイス ID と要求コードをコピーして貼り付け、新しいデバイスを登録します。
[登録（Claim）] をクリックします。 

 

22. Chrome でタブを開き、[ucsm1-b] ショートカットを選択します。 

 

注：この手順では、トポロジ ページのリンクを使用しないでください。 

23. ユーザ名：admin、パスワード：C1sco12345 を使用してログインします。 

24. UCS Manager ページで、メニューから [管理（Admin）] を選択します。 

25. ドロップダウンで [デバイスコネクタ（Device Connector）] を選択します。 
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26. このページには、Intersight のアカウント作成に必要な [デバイス ID（Device ID）] と [要求コード（Claim 
Code）] が表示されます。必要に応じてコピーして貼り付けます。 

 

27. Intersight ページに戻り、[新しいデバイスの登録（Claim a New Device）] ボタンをもう一度クリックします。
デバイス ID と要求コードをコピーして貼り付け、新しいデバイスを登録します。[登録（Claim）] をクリックし
ます。 
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28. Intersight ダッシュボードに戻り、[サーバヘルスの概要（Server Health Summary）] と [HyperFlex クラスタヘ
ルスの概要（Hyperflex Cluster Health Summary）] が更新されていることを確認します。 

 

29. メニューから [サーバ（Servers）] を選択して、サーバの健全性を表示します。 

 

30. メニューから [HyperFlex クラスタ（Hyperflex Clusters）] を選択して、HX クラスタの健全性を表示します。 
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31. [hx-cluster-b] を選択します。リストの右側にある 3 つのドットをクリックし、[HyperFlex Connect の起動
（Launch Hyperflex Connect）] を選択します。 

 

注：デモンストレーションを続行するには、この画面でポップアップが許可されていることを確認してください。 

32. システムは Hyperflex Connect に自動的にログインします。これにより、インフラストラクチャを管理できます。 

33. Intersight ダッシュボードに戻り、[ファブリックインターコネクト（Fabric Interconnects）] を選択して、 
ファブリック インターコネクトの健全性を表示します。 

 

34. 次のステップへ進む前に、シスコによって要求されたデバイスが Intersight アカウントから削除されます。 

35. [デバイス（Devices）] をクリックし、HyperFlex クラスタと UCSM ファブリックを選択して、[削除
（Delete）] アイコンをクリックします。 

 

36. [削除（Delete）] ボタンをクリックし、削除します。 
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シナリオ 8. HyperFlex Plugin for vSphere による操作（クラスタ A または B） 
価値提案：このシナリオの目的は、vSphere プラグインを使用して、シナリオ 5 と同じ操作を実行する方法を示す
ことです。このシナリオでは、Flash バージョンの vSphere Web クライアントに HyperFlex プラグインを使用し
ます。html バージョンの vSphere Web クライアント向けのプラグインは開発中であり、HyperFlex のバージョン 
4.02 と同時期にリリースされる見込みです。html バージョンの vSphere Web クライアント向けのプラグインは開
発中であり、HyperFlex のバージョン 4.02 と同時期にリリースされる見込みです。 

手順 

データストアの作成 

1. まだ開いていない場合は、ワークステーション デスクトップの [HyperFlex] ショートカット をダブルクリック
して、HyperFlex のランディング ページを開きます。 

2. クラスタ A の [vSphere Flash サイト（vSphere Flash site）] の横にあるポインタ アイコンをクリックします。 

 
3. [Windows セッション認証を使用する（Use Windows session authentication）] チェックボックスをオンにし

て、ログインします。 

注：Windows セッション認証のクレデンシャルが失敗した場合は、ユーザ名：DCLOUD\demouser とパスワー
ド：C1sco12345 を使用してログインしてください。 

注：「VMware クライアント統合プラグインを開く（Open VMware Client I…ration Plug-in）」メッセージが表示
されたら、[選択内容を記憶する（Remember my choice）] チェックボックスをオンにして、[VMware クライアン
ト統合プラグインを開く（Open VMware Client I…ration Plug-in）] をクリックします。 

4. [ホーム（Home）] をクリックし、[グローバルインベントリリスト（Global Inventory Lists）] を選択します。 
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5. サイド メニューを下にスクロールして、[Cisco HX Data Platform] をクリックします。 

 

6. [hx-cluster-a] をクリックします。 

7. [管理（Manage）] タブをクリックして、[データストア（Datastores）] ボタンをクリックします。 

8. [データストアの作成（Create Datastore）] アイコンをクリックします。 
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9. 新しいデータストアに hx-a-ds4 という名前を付けて、サイズを 100 GB に設定し、[OK] をクリックします。 

 

10. 新しいデータストアが作成されるまで数秒待ちます。 

 

11. [ホーム（Home）] ボタン  をクリックして、ドロップダウン メニューから [ホストおよびクラスタ（Hosts 
and Clusters）] を選択します。 
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12. [vc1.dcloud.cisco.com] > [dCloud-HX-DC-A] > [hx-cluster-a] の順に展開して、[myVM-A] を右クリックします。 

13. [Cisco HX Data Platform] を選択してオプションを確認します。 

 

14. スナップショットを作成するには、[Cisco HX Data Platform] > [今すぐスナップショットを作成（Snapshot 
Now）] を選択します。 

15. スナップショット名には myVM-A-Snapshot と入力して、[OK] をクリックします。 
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16. [最近のタスク（Recent Tasks）] バーに、スナップショット タスクの完了が表示されます。 

 

17. 次に、実行中の仮想マシンの ReadyClone をいくつか作成します。[myVM-A] を右クリックし、[Cisco HX 
Data Platform] > [ReadyClone] を選択します。 

18. 次の情報を入力して、[OK] をクリックします。 

• [クローン数（Number of clones）]：10 

• [カスタマイズの仕様（Customization Specification）]：CentOS 

• [VM 名のプレフィックス（VM Name Prefix）]：myClones 

• [複製後に VM を起動（Power on VMs after cloning）]：オン 
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19. レディ クローン VM がオンライン状態であることを確認します。 
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付録 A： マイ デモの修正 
デモの HyperFlex クラスタでエラーが表示される場合、またはクラスタで vSphere のエラーが表示される場合は、
ESXi ホストで発生している問題を修復するスクリプトを実行する必要がある場合があります。 

手順 

1. WKST1 デスクトップで、[マイデモの修正（Fix My Demo）]  アイコンをクリックします。 

2. デモの問題に関連するオプションを選択し、[希望の操作を選択してください：（Choose what you would like 
to do:）] プロンプトで、該当の番号を入力します。たとえば、HX-Cluster-A でエラーが表示されている場
合、番号 1 を選択して Enter を押します。 

 

3. スクリプトが完了するまで待機します。クラスタが完全に起動するまでに、約 5 分ほどかかる場合があります。 
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4. HyperFlex Connect でクラスタのステータスをチェックして、完全にオンラインであることを確認します。 

 

 

次に必要な作業 

関連する提案やデモンストレーションを参照することで、データセンターの運用効率および適応性を引き上げる方法
を学ぶことができ、ハイパーコンバージド インフラストラクチャの可能性を最大限に引き出すことができます。 

• Cisco HyperFlex システム 

• VMware Horizon と連携したデスクトップの仮想化 

• 共有環境を用いた Cisco HyperFlex 4.0 の操作：v1 

• Citrix Cloud および Nvidia GPU v1 を搭載した Cisco HyperFlex 4.0 

• VMware ホライズンおよび Nvidia GPU v1 を搭載した Cisco Hyperflex 4.0 
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お問い合せ先 

https://dcloud2-rtp.cisco.com/content/proposal/651/download
https://dcloud2-rtp.cisco.com/content/proposal/679/download
https://docstore.ciscodcloud.com/?post_type=ds_url_pool&p=139915&preview=true
https://docstore.ciscodcloud.com/?post_type=ds_url_pool&p=139918&preview=true
https://dcloud2.cisco.com/instantdemo/cisco-hyperflex-4-0-with-vmware-horizon-and-nvidia-gpu-v1
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