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1 はじめる前に
ネットワークのプランニングは、Helion CloudSystem を展開するための前提条件です。 Helion
CloudSystem は、きわめて柔軟なネットワーク構成をサポートしています。クラウドをホス
ティングするためのハードウェアを最適にサポートする、ネットワークインフラストラクチャ
を構築することができます。

ネットワーク設定のベストプラクティス
このガイドでは、Helion CloudSystem を一般的なお客様環境にインストールする場合のネット
ワーク推奨ベストプラクティスを提供しています。 Helion CloudSystem インストールガイド
は、このネットワークの構成に基づいています。

ネットワーク設定のベストプラクティス (8 ページ) を参照してください。

カスタムネットワーク設定
ハードウェアリソースに合わせて、ネットワーク設定をカスタマイズできます。 全体的なネッ
トワークインフラストラクチャの各ネットワーク柔軟性について、詳しくは個別のネットワー
クセクションをご覧ください。 インストール中、configuration file にカスタマイズされたネッ
トワーク設定を適用する必要があります。

ネットワークの概要 (10 ページ) を参照してください。
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2 ネットワーク設定のベストプラクティス
Helion CloudSystem のネットワーキングは、柔軟性を備えています。 デフォルトのネットワー
ク名は変更できますので、ネットワーク管理者は、独自のネットワーク命名規則を適用できま
す。 このガイドでは、デフォルトの Helion CloudSystem ネットワーク名が使用されていま
す。

Helion CloudSystem を展開するとき、ネットワークは、インストール configuration file、また
は展開内容に応じて、インストール UI で設定します。
• Helion CloudSystem Enterprise および Foundation は両者とも、展開中、control plane

network 設定が必要です。 各ネットワークでサポートされている VLAN Id および IP アド
レス範囲は、インストール時に指定しなければなりません。

• Helion CloudSystem Foundation を展開する場合、展開中、少なくとも 1 つのデータネッ
トワークもまた設定しなければなりません。 Helion CloudSystem を展開後、データネッ
トワークおよびストレージネットワークを追加できますが、コンピュートリソースをアク
ティブ化する前に実施してください。

表 1 ネットワーク設定のベストプラクティス

外部ルーティング推奨ネットワーク設定必須/オプション
ネットワーク
タイプネットワーク

はい管理ネットワーク設定 1必須hlmCONF

はい管理ネットワーク設定 1必須adminData Center Management
Network (DCM)

いいえ管理ネットワーク設定 1必須internalCloud Management Network
(CLM)

はい管理ネットワーク設定 1オプション（ベス
トプラクティスは

publicConsumer Access Network (CAN)

独立した CAN を
備えることです
が、DCM と組み
合わせることもで
きます）

はい管理ネットワーク設定 1必須（floating IP
をサポートする場
合）

externalExternal Network（外部）

いいえデータネットワーク設定
1

必須（Foundation
の展開で、VLAN

tulTunnel Underlay Network
(VxLAN)

データトランク
が、ネットワーク
インフラストラク
チャの一部でない
場合）

いいえデータネットワーク設定
2（各 VLAN データトラ

必須（Foundation
の展開で、トンネ

vulVLAN Data Trunk

ンクが、独立したネット
ワーク設定）

ルアンダーレイ
ネットワークが、
ネットワークイン
フラストラクチャ
の一部でない場
合）

いいえストレージネットワーク
設定 1

必須（3PAR への
iSCSI 接続が必要
な場合）

blsiSCSI Network
（OpenStack Cinder block
storage）

8 ネットワーク設定のベストプラクティス



表 1 ネットワーク設定のベストプラクティス (続き)

外部ルーティング推奨ネットワーク設定必須/オプション
ネットワーク
タイプネットワーク

いいえストレージネットワーク
設定 1

必須（Swift object
storage が存在す
る場合）

obsSwift
（OpenStack Swift Object
storage）

いいえストレージネットワーク
設定 1

必須（Swift object
storage が存在す
る場合）

obpObject Proxy Network
（OpenStack Swift Object
storage）

いいえストレージネットワーク
設定 1

必須（Ceph
object storage が
存在する場合）

osdiOSDI Network
（OpenStack Ceph block/object
storage）

いいえストレージネットワーク
設定 1

必須（Ceph
object storage が
存在する場合）

osdcOSDC Network
（OpenStack Ceph block/object
storage）
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3 ネットワークの概要
このネットワークの 3 つのセットは、Helion CloudSystem 仮想アプライアンス、内蔵のツー
ルと基礎となるサービスをサポートしています。

• Control plane network
Control plane network (12 ページ) を参照してください。

• データネットワーク

データネットワーク (22 ページ) を参照してください。

• ストレージネットワーク

ストレージネットワーク (26 ページ) を参照してください。

図 1 仮想アプライアンス、サービス、およびトランクの関係

重要: アクセスする Helion CloudSystem ネットワークを設定する前に、Virtual Connect、ま
たは HPE OneView がインストールされていることを確認してください。

ネットワーク決定
ネットワーク決定図は、各アンダーレイネットワークタイプと各仮想ルータータイプにサポー
トされるコンピュートホストオペレーティングシステムを示しています。

Helion CloudSystem を展開する場合、クラウド環境計画のコンピュートホストタイプをサポー
トしている仮想ルータータイプを選択してください。

Helion CloudSystem は、2 種類のデータネットワークをサポートしており、トンネル アンダー
レイネットワーク（VxLAN）と複数の VLAN データトランクです。 クラウド環境計画のコン
ピュートホストタイプをサポートしているデータネットワークを追加してください。
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図 2 ネットワーク決定

仮想ルーターのタイプ

DVR

CVR

アンダーレイネットワーク
のタイプ

VxLAN

VLAN

コンピュートホストの
OSタイプ

RHEL

HLinux

ESXi

Hyper-V

ネットワーク設定の柔軟性
Helion CloudSystem では、複数のネットワーク機能（種類）を組み合わせて単一ネットワーク
を構成できる柔軟性があります。

このセクションで説明されているネットワーク構成には、柔軟性があります。 タイプごとに独
立したネットワークを追加することができ、1 つのネットワークが複数のネットワークタイプ
として機能することができます。 タイプごとに独立したネットワークは、トラフィックを分離
して、スケーラビリティを向上させます。

タイプごとに独立したネットワークの使用を計画する場合、デフォルトタイプを関連ネット
ワークに割り当てます。

• デフォルト名：Cloud Configuration Network (CONF)
デフォルトタイプ：hlm

• デフォルト名：Data Center Management Network (DCM)
デフォルトタイプ：admin

• デフォルト名：Cloud Management Network (CLM)
デフォルトタイプ：internal

• デフォルト名：Consumer Access Network (CAN)
デフォルトタイプ：public

• デフォルト名：External Network (EXT)
デフォルトタイプ：external

• デフォルト名：Tunnel Underlay Network (VxLAN)
デフォルトタイプ：tul

複数の管理コントロールプレーン機能を 1 つのネットワークに結合する場合は、以下の制限に
注意してください。

• 必要に応じて、Data Center Management Network、CONF ネットワーク、External network
および Consumer Access Network をすべて組み合わせることができます。

• Cloud Management Network は、CONF または External Network と組み合わせることはで
きません。

• Cloud Management Network は、Data Center Management Network および Consumer
Access Network と組み合わせることができます。
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展開時設定の留意事項

ネットワーク機能を結合する場合は、CLI を使用して、Helion CloudSystem を展開します。
インストール UI では、ネットワークタイプ結合に関する限定サポートを提供しています。
installation configuration file のネットワークセクションでは、ネットワーク名の下にすべての
タイプを一覧表示してください。 複数のタイプがネットワークに関連付けられている場合、
ネットワーク機能は、展開中にそのネットワークに追加されます。

CONF ネットワークの configuration file の例として、hlm と admin の両方のタイプが割り当
てられています。

- name: CONF
types:

- hlm
- admin

members:
- cidr: 10.254.254.0/23
addresses:
- 10.254.254.50-10.254.254.150

iface: eno1
gateway-ip: 10.254.254.1

Control plane network
control plane network は、Helion CloudSystem の control plane network をサポートしていま
す。

表 2 control plane network のクイックビュー

タグ付きタイプネットワーク名

なしL3Cloud Configuration Network (CONF)

ありL3Data Center Management Network (DCM)

ありL3Cloud Management Network (CLM)

ありL3Consumer Access Network (CAN)

ありL2External Network (EXT)

コントロールプレーンインターフェースの設定ベストプラクティス

推奨ベストプラクティスは、管理ネットワーク設定にすべての control plane network を追加
し、NIC チーミングを使って作った 1 つのインターフェイスを使用して、ネットワーク設定を
管理ハイパーバイザーに接続することです。 ネットワーク上でいくつかのネットワークの役割
を組み合わせるのでなければ、ネットワークはそれぞれ一意の VLAN ID が必要です。 ネット
ワークの役割を組み合わせる前に、以下を参照してくださいネットワーク設定の柔軟性 (11 ペー
ジ) 。
オプション設定では、CONF ネットワークを 1 つのインターフェイスに接続し、残りの control
plane network をすべて、NIC チーミングを使って作った 2 番目のインターフェイスを使用す
る管理ネットワーク設定に追加してください。

図 3 コントロールプレーン管理ネットワーク設定は、HPE OneView ビューから閲覧します。
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Cloud Configuration Network (CONF)
（10.0 の新機能）Cloud Configuration Network (CONF) は、必須のネットワークで、Helion
CloudSystem のコントロールプレーンの展開に使用します。 また、オペレーティング システ
ム設定あるいは新しいサーバーの PXE ブートを実行するのに使用します。
Data Center Management Network と組み合わせることは可能ですが、DHCP や PXE などのブ
ロードキャストサービスとの競合を避けるために、専用 CONF ネットワークを備えることが
ベストプラクティスです。

目的

Deployer virtual appliance は、このネットワークからアクセスします。 サーバーの OS インス
トール、設定、およびプロビジョニング専用です。

クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 3 コンピュートホストスケールによる CONF IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

120251-32 コンピュートホスト

4802333-128 コンピュートホスト

100022129-200 コンピュートホスト

重要: インストール予定の既存コンピュートノード、またはコンピュートノードからの IP ア
ドレスは、展開中、指定の CONF IP アドレス範囲の中になければなりません。

ネットワークの留意事項

• CONF は、タグ未設定のネットワークでなければなりません。

• Helion CloudSystem をインストールした後に、CONF ネットワークを変更することはで
きません。

• 推奨されるプレフィックス長は、/23 です。

• アドレス範囲には、CONF ネットワークが必要です。

• ゲートウェイ IP は、Helion CloudSystem が展開された後に変更可能な唯一の CONF ネッ
トワークプロパティです。 オペレーションコンソールを使用して、ゲートウェイ IP アド
レスを変更してください。

• CONF ネットワークは、物理プロビジョニングをサポートするために、Ipmi/ilo へルーティ
ングすることができます。

• 完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用している場合、DNS サーバーは CONF ネットワー
クから利用可能でなければなりません。

• ESXi 構成では、VMware vCenter が CONF ネットワークからアクセス可能でなければな
りません。

• CONF ネットワークは外部ルーティングされます。

• CONF ネットワークは、CONF ネットワーク上で、管理者が Deployer appliance にアクセ
スすることができるように、リモートデスクトップ/ラップトップ/ジャンプボックスネッ
トワークにルーティングされなければなりません。

CONF IP アドレスリソースの要件
• コア（Deployer virtual appliance、データベースアプライアンス、rabbitMQ、管理アプラ
イアンス、および監視アプライアンスで構成されています）。

◦ 非 HA：4 IP アドレス
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◦ HA：10 IP アドレス

• Foundation（クラウドコントローラーおよびネットワークノードで構成されています）

非 HA：3 IP アドレス◦
◦ HA：6 IP アドレス

• Enterprise（Enterprise アプライアンスで構成されています）

非 HA：1 IP アドレス◦
◦ HA：3 IP アドレス

• KVM コンピュートリソース（RHEL KVM および HPE Linux コンピュートノードの合計数
を決定します）

◦ 非 HA：1 IP（各コンピュートノード用）

◦ HA：1 IP（各コンピュートノード用）

• ESXi コンピュートクラスター（ESXi ホスト数に加えて、クラスターの合計数を決定しま
す）

◦ 非 HA：IP アドレス（各 ESXi ホスト）+IP アドレス（各クラスター）

◦ HA：IP アドレス（各 ESXi ホスト）+IP アドレス（各クラスター）

• Hyper–V コンピュートリソース

非 HA：1 IP（各コンピュートリソース）◦
◦ HA：1 IP（各コンピュートリソース）

installation configuration file にある CONF フィールド

• 以下の例では、CONF ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドを示しています。 この例で、CONF ネットワークは、残りの control plane network と
同じインターフェイスを使用しています。 このネットワークはタグ未設定のため、
installation configuration file に vlan id フィールドはありません。
- name: CONF

types:
- hlm

members:
- cidr: 10.254.254.0/23
addresses:
- 10.254.254.50-10.254.254.150

iface: en01
gateway-ip: 10.254.254.1

表 4 configuration file の CONF ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

なしvlanid

はいaddresses
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表 4 configuration file の CONF ネットワークの詳細 (続き)

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプション（CONF ネットワークからのルートが必要な
場合）

gateway-ip

はいCIDR

はいiface

いいえrange

データセンター管理ネットワーク

データセンター管理ネットワークは、必須の管理ネットワークです。

目的

このネットワークを使用して、Helion CloudSystem 仮想アプライアンスにある HPE OneView、
HPE 3 par、VMware vCenter、HPE StoreVirtual VSA、および VMware vCNS のようなハード
ウェア、サービス、およびハードウェア管理ツールサービスに接続してください。

このネットワークは、すべての Helion CloudSystem 仮想アプライアンスに接続されます。
ネットワークセキュリティポリシーに従って、このネットワークを保護します。 CloudSystem
（Attis）のバックアップファイルなどの機密情報は、このネットワーク上を通過します。
クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントは、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスの推定値です。

表 5 コンピュータートホストスケールによる DCM IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1922421–80 コンピュートホスト（中規
模）

3302381-200 コンピュートホスト（大規
模）

重要: 既存のコンピュートノード、またはインストール予定のコンピュートノードからの IP
アドレスは、展開中、指定 DCM 範囲外でなければなりません。

ネットワークの留意事項

• 推奨されるプレフィックス長は、/24 です。

• OpenStack Keystone では、すべてのサービスの管理エンドポイントにこのネットワーク
を使用します。

• Load Balancer VIP 管理エンドポイントは、このネットワークで構成されます。 エンドポ
イントは、指定 IP アドレスの範囲内または範囲外にすることができます。

• DCM は、外部ルーティングネットワークです。

• オペレーションコンソールと OpenStack API の管理 URL および HPE CSA API もこのネッ
トワーク上に配置されます。 それらは、指定範囲内または範囲外にすることができます。

• コントロールプレーンデフォルトゲートウェイは、DCM 上になります。

• HPE 3PAR、HPE OneView、VMware vCenter、DNS、および NTP サーバーでネットワー
クルーティングしなければなりません。

• コンシューマーアクセスネットワークが、ご使用の環境で構成されていない場合、Data
Center Management Network が管理者とパブリックトラフィックの両方で使用されます。
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• Helion CloudSystem に展開後、Data Center Management Network をアップデートするに
は、操作がシンプルでフィールドの入力も検証できる、オペレーションコンソールを使用
してください。 展開後に変更することができるネットワークプロパティは、IP アドレス
範囲とゲートウェイの IP アドレスです。 IP アドレス範囲を変更する場合、ベストプラク
ティスは、範囲を拡張する代わりに追加することです。

オプションで、csoperate CLI を使用して、Data Center Management Network をアップ
デートすることができます。

DCM IP address リソースの要件

• コア（Deployer virtual appliance、データベースアプライアンス、rabbitMQ、管理アプラ
イアンス、および監視アプライアンスで構成されています）。

◦ 非 HA：5 IP アドレス

◦ HA：11 IP アドレス

• Foundation（クラウドコントローラーおよびネットワークノードで構成されています）

非 HA：3 IP アドレス◦
◦ HA：6 IP アドレス

• Enterprise（Enterprise アプライアンスで構成されています）

非 HA：1 IP アドレス◦
◦ HA：3 IP アドレス

• KVM コンピュートリソース（RHEL KVM および HPE Linux コンピュートノードの合計数
を決定します）

◦ 非 HA：―

◦ HA：―

• ESXi コンピュートクラスター（ESXi ホスト数に加えて、クラスターの合計数を決定しま
す）

◦ 非 HA：―

◦ HA：―

• Hyper–V コンピュートリソース

非 HA：―◦
◦ HA：―

installation configuration file の DCM フィールド

• 以下の例では、DCM ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: DCM
types:

- admin
members:

- vlanid: 862
cidr: 192.168.216.0/25
addresses:

- 192.168.219.100–192.168.219.224
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gateway-ip: 192.168.216.1
iface: en01

表 6 configuration file の DCM ネットワーク詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

はいvlanid

オプションaddresses

はいgateway-ip

はいCIDR

はいiface

いいえrange

Cloud Management Network (CLM)
Cloud Management Network (CLM) は、クラウド管理に必須の専用ネットワークです。
目的

アプライアンスからアプライアンスとアプライアンスからコンピュートトラフィックをサポー
トするために、このネットワークを使用してください。 HA ハートビートおよび OpenStack
Api（内部 URL）もサポートしています。
CLM は、すべての Helion CloudSystem 仮想アプライアンスに接続します。
クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 7 コンピュートホストスケールによる CLM IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1922421–80 コンピュートホスト（中規
模）

3302381-200 コンピュートホスト（大規
模）

ネットワークの留意事項

• このネットワークは、外部ルーティングを必要としないプライベートネットワークです。

• Load Balancer VIP 内部エンドポイントは、このネットワーク上にあります。 VIP は、常
に、指定範囲のプライマリー IP アドレスです。

• このネットワークの既定 CIDR 値は、192.168.0.0/23 です。

• Helion CloudSystem に展開後、Data Center Management Network をアップデートするに
は、操作がシンプルでフィールドの入力も検証できる、オペレーションコンソールを使用
してください。 展開後に変更することができるネットワークプロパティは、IP アドレス
範囲とゲートウェイの IP アドレスです。
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CLM IP address リソースの要件

• コア（Deployer virtual appliance、データベースアプライアンス、rabbitMQ、管理アプラ
イアンス、および監視アプライアンスで構成されています）。

◦ 非 HA：5 IP アドレス

◦ HA：11 IP アドレス

• Foundation（クラウドコントローラーおよびネットワークノードで構成されています）

非 HA：3 IP アドレス◦
◦ HA：6 IP アドレス

• Enterprise（Enterprise アプライアンスで構成されています）

非 HA：1 IP アドレス◦
◦ HA：3 IP アドレス

• KVM コンピュートリソース（RHEL KVM および HPE Linux コンピュートノードの合計数
を決定します）

◦ 非 HA：1 IP（各コンピュートノード用）

◦ HA：1 IP（各コンピュートノード用）

• ESXi コンピュートクラスター（ESXi ホスト数に加えて、クラスターの合計数を決定しま
す）

◦ 非 HA：IP アドレス（各 ESXi ホスト）+IP アドレス（各クラスター）

◦ HA：IP アドレス（各 ESXi ホスト）+IP アドレス（各クラスター）

• Hyper–V コンピュートリソース

非 HA：1 IP（各コンピュートリソース）◦
◦ HA：1 IP（各コンピュートリソース）

installation configuration file の CLM フィールド

• 以下の例には、CLM ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: CLM
types:

- internal
members:

- vlanid: 2800
cidr: 192.168.0.0/23
iface: en01

表 8 configuration file の CLM ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

はいvlanid
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表 8 configuration file の CLM ネットワークの詳細 (続き)

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションaddresses

オプションgateway-ip

はいCIDR

はいiface

いいえrange

Consumer Access Network (CAN)
Consumer Access Network (CAN) は、パブリックネットワークです。
目的

クラウドエンドユーザーに、OpenStack ユーザーポータル、マーケットポータル、OpenStack
APIs（パブリック API）、および Marketplace portal APIs へのアクセスを提供するために、こ
のネットワークを使用してください。

クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 9 コンピュートホストスケールによる CAN IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

7281-20 演算ホストの（小規模）

72821–80 コンピュートホスト（中規
模）

72881-200 コンピュートホスト（大規
模）

ネットワークの留意事項

• OpenStack ユーザーポータルパブリックアクセスと OpenStack Keystone パブリックエン
ドポイントは、このネットワーク上にあります。

• Load Balancer VIP パブリックエンドポイントは、このネットワーク上で定義されます。
エンドポイントは、指定範囲、あるいは情報に基づく範囲の外部の一部とすることができ
ます。

• Helion CloudSystem に展開した後、Consumer Access Network をアップデートするには、
操作がシンプルでフィールドの入力も検証できる、オペレーションコンソールを使用して
ください。 展開後に変更することができるネットワークプロパティは、IP アドレス範囲
とゲートウェイの IP アドレスです。 IP アドレス範囲を変更する場合、ベストプラクティ
スは、範囲を拡張する代わりに追加することです。

CAN IP アドレスリソースの要件

• コア（Deployer virtual appliance、データベースアプライアンス、rabbitMQ、管理アプラ
イアンス、および監視アプライアンスで構成されています）。

◦ 非 HA：2 IP アドレス

◦ HA：4 IP アドレス

• Foundation（クラウドコントローラーおよびネットワークノードで構成されています）

非 HA：―◦
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◦ HA：―

• Enterprise（Enterprise アプライアンスで構成されています）

非 HA：―◦
◦ HA：―

• KVM コンピュートリソース（RHEL KVM および HPE Linux コンピュートノードの合計数
を決定します）

◦ 非 HA：―

◦ HA：―

• ESXi コンピュートクラスター（ESXi ホスト数に加えて、クラスターの合計数を決定しま
す）

◦ 非 HA：―

◦ HA：―

• Hyper–V コンピュートリソース

非 HA：―◦
◦ HA：―

installation configuration file にある CAN フィールド

• 以下の例には、CAN ネットワークのインストールをサポートするために必要なフーィー
ルドが表示されます。

- name: CAN
types:

- public
members:

- vlanid: 864
cidr: 30.30.30.0/28
addresses:

- 30.30.30.2–30.30.30.12
gateway-ip: 30.30.30.1
iface: en01

表 10 configuration file の CAN ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

はいvlanid

オプションaddresses

オプション（このネットワークの外からのルートを必要
がある場合、ゲートウェイの IP の指定）

gateway-ip

はいCIDR

はいiface

いいえrange
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External Network
External Network (EXT) は、floating IP アドレスをサポートする場合にのみ必要です。 Helion
CloudSystem Foundation で作成したインスタンスと通信する floating IP アドレスを使用しな
い場合、このネットワークはオプションです。

目的

floating IP アドレスおよびテナントインスタンスルーティング/NAT'ing をサポートするために
External Network を使用してください。
クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 11 コンピュートホストスケールによる外部 IP リソース要件

IP アドレスカウント（floating IP ア
ドレスをサポートする）プレフィックス長コンピュートホストスケール

1022221-20 演算ホストの（小規模）

20462121–80 コンピュートホスト（中規
模）

40942081-200 コンピュートホスト（大規
模）

ネットワークの留意事項

• Helion CloudSystem Enterprise のみインストールする場合、このネットワークは不要で
す。

• 複数の External network 構成の場合：

External network は、管理ネットワークセットの一部、または独立した External network
セットの一部とすることができきます。

◦

◦ インターフェイスを共有する External network には、異なる VLAN Id が必要です。

◦ 異なるインターフェイスを使用する External network には、同じ VLAN ID を使用す
ることができます。

◦ floating IP アドレスが必要な場合、Neutron サービスが、自動的に IP アドレスを割り
当てます。 floating IP アドレスは、External Network のサブネットから確保されます。

• OpenStack ユーザーポータルで External network を作成する場合、Helion CloudSystem
が展開後、プロバイダーネットワークタイプがフラットでなければなりません。 物理ネッ
トワークは、installation configuration file で定義されている小文字の External network 名
です。 External Network のチェック ボックスをチェックしなければなりません。

• ご使用の環境のインスタンスが OpenStack サービスへのアクセスを必要とする場合、ま
たはプラットフォームサービス（HPE Helion Stackato）を使用する予定の場合は、External
Network と Consumer Access Network の間のアクティブな経路を作成します。 この経路
は、ネットワークインフラストラクチャルーターに構成されています。

• Helion CloudSystem に展開した後、External Network をアップデートするには、csoperate
CLI コマンドを使用します。

installation configuration file の EXT フィールド
• 以下の例では、External network のインストールをサポートするために必要なフィールド
が表示されます。

- name: EXTERNAL
types:

- public
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members:
- vlandid: 865
iface: en01

表 12 configuration file の EXT ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

いいえroutes

オプションmtu:

はいvlanid

いいえaddresses

いいえgateway-ip

いいえCIDR

はいiface

いいえrange

データネットワーク
Helion CloudSystem Foundation 環境でコンピュートリソースを使用する予定の場合、データ
ネットワークが必要です。

初期の展開を実行する場合、ネットワーク設定にデータネットワークを追加してください。
データネットワークを含めない場合、コンピュートリソースはアクティブ化することができま
せん。 このポスト展開を解決するには、cs-install-options.yml にデータネットワーク
を追加して、Helion CloudSystem を再展開するcsoperate CLI を使用してください。

データネットワークインターフェイスを構成するためのベストプラクティス

データネットワークセットは、クラウド データ専用ネットワークアップリンク（インターフェ
イス）です。 クラウド環境では、1 つのトンネルアンダーレイネットワーク（tul）と複数の
VLAN データトランク（vul）を持つことができます。
ベストプラクティスは、トンネルアンダーレイネットワークと VLAN データトランクごとに、
それぞれ 1 つのインターフェイスを割り当てることです。
利用可能なインターフェイスが限られている場合、代替方法は、管理ネットワークセットにト
ンネルアンダーレイネットワークまたはストレージネットワークセットを追加することです。

トンネルアンダーレイネットワーク

トンネルアンダーレイネットワーク (VxLAN) は、異なるホスト間でテナント VM からの VxLAN
トラフィックを転送するためのタグ付けされた VLAN です。
目的

サポートする多くのテナントネットワークがあり、各テナントに個々の VLAN Id を割り当てた
くない場合は、このネットワークを使用してください。

表 13 VxLAN ネットワークの留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプネットワークタイプ

1tul • ESXi

• KVM
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クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 14 コンピューターホストスケールによるトンネルアンダーレイネットワーク IP アドレスリ
ソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1362421–80 コンピュートホスト（中規
模）

2082481-200 コンピュートホスト（大規
模）

ネットワークの留意事項

• このネットワークは、管理ネットワーク セット内で既存のネットワークである可能性があ
ります。 独立した専用のデータネットワークセットが、テナントのネットワークトラフィッ
クの通信には推奨されます。

• 独立したデータネットワーク セットである限り、Helion CloudSystem は、1 つのクラウ
ド環境で、VxLAN と VLAN 両方のネットワーク使用をサポートします。

• コンピュートリソースは、以下ガイドラインに従ってサポートされています。

KVM コンピュートリソースは、DVR または CVR のいすれかの設定でサポートされ
ています。

◦

◦ ESXi コンピュートリソースは、CVR 構成でサポートされています。

◦ HYPER-V コンピュートリソースは、VxLAN ではサポートされていません。

• Helion CloudSystem が展開された後、テナントネットワークが作成されます。 これらの
ネットワークは、installation configuration file の VxLAN セクションで指定されている範囲
からセグメンテーション ID を自動的に割り当てられます。

• Helion CloudSystem が展開された後に、プロバイダーネットワークが作成されます。 ネッ
トワーク プロバイダーは、以下ガイドラインに従ってサポートされています。

◦ VxLAN/CVR 構成では、サービスプロバイダーネットワークをサポートするために、
ご使用の環境で L2 ゲートウェイを設定しなければなりません。
L2 ゲートウェイ設定支援については、HPE サポートにお問い合わせください。

◦ ネットワークプロバイダーは、VxLAN/DVR 構成ではサポートされていません。

• Helion CloudSystem を展開した後、トンネルアンダーレイネットワークを更新するには、
操作がシンプルでフィールドの入力も検証できる、オペレーションコンソールを使用して
ください。 展開後に変更することができるネットワークプロパティは、IP アドレス範囲
とゲートウェイの IP アドレスです。

• セグメンテーション ID の範囲を変更するには、CLI でcsoperate コマンドを使用してく
ださい。

VxLAN IP アドレスリソースの要件

• コア（Deployer virtual appliance、データベースアプライアンス、rabbitMQ、管理アプラ
イアンス、および監視アプライアンスで構成されています）。

◦ 非 HA：―

◦ HA：―
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• Foundation（クラウドコントローラーおよびネットワークノードで構成されています）

非 HA：2 IP アドレス◦
◦ HA：3 IP アドレス

• Enterprise（Enterprise アプライアンスで構成されています）

非 HA：―◦
◦ HA：―

• KVM コンピュートリソース（RHEL KVM および HPE Linux コンピュートノードの合計数
を決定します）

◦ 非 HA：1 IP（各コンピュートノード用）

◦ HA：1 IP（各コンピュートノード用）

• ESXi コンピュートノード

非 HA：IP アドレス（各 ESXi ホスト）◦
◦ HA：IP アドレス（各 ESXi ホスト）

• Hyper–V コンピュートリソース

非 HA：―◦
◦ HA：―

installation configuration file の VxLAN フィールド

• 以下の例では、VxLAN ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィー
ルドが表示されます。

- name: VxLAN
types:

- tul
members:

- vlanid: 870
cidr: 192.168.97.0/25
addresses:

- 192.168.97.130–192.168.97.224
gateway-ip: 192.168.97.1
iface: en02
range: "5000:9000" (supports tenant networks)

表 15 configuration file の TUL ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

はいvlanid

オプションaddresses

オプションgateway-ip

はいCIDR
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表 15 configuration file の TUL ネットワークの詳細 (続き)

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

はいiface

オプション（デフォルトは 1001：65535）range

VLAN Data Trunk
VLAN Data Trunk (vul) は、VLAN テナントネットワークをサポートするために使用されます。
目的

VLAN Data Trunk は、802.1Q テナント VLAN ネットワークトラフィックを搭載しています。

表 16 VLAN ネットワークの留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプネットワークタイプ

データネットワークセットごとに 1 つvul • ESXi
複数のデータネットワークセットがサポー
トされています。

• KVM

• Hyper-V

ネットワークの留意事項

• Helion CloudSystem は、独立したデータトランクである限り、1 つのクラウド環境で
VxLAN と VLAN 両方のネットワークの使用をサポートしています。

• 各 VLAN のデータトランクは、一意の名前でなければならず、それぞれ独自のデータネッ
トワーク（トランク）の一部でなければなりません。

• Helion CloudSystem を展開後、オペレーションコンソールから VLAN ネットワークを変
更することはできません。ただし、csoperate CLI コマンドを使用して範囲を変更する
ことはできます。

installation configuration file の VLAN フィールド

• 以下の例では、VLAN ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: CloudVLAN
types:

- vul
members:

- iface: en03
range: "866:868, 901:915"

表 17 configuration file の VUL ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

いいえroutes

オプションmtu:

いいえvlanid

いいえaddresses

いいえgateway-ip

いいえCIDR

はいiface

オプション（デフォルトはなし）range
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ストレージネットワーク
ストレージネットワークは、Helion CloudSystem でコンピュートリソースのストレージをサ
ポートしています。 ストレージネットワークは、Helion CloudSystem Foundation をインス
トールする場合にのみ必要です。

重要: KVM コンピュートノードの Ceph ストレージを使用する場合、コンピュートノードを
アクティブ化する前に、OSDC ネットワークを定義してください。 このネットワークをイン
ストールする前にコンピュートノードをアクティブ化する場合、コンピュートノードはアクセ
スすることはできません。

表 18 クイックストレージネットワークの表示

必須/オプションネットワーク名

必須（VSA/3 par を使用している場合）iSCSI Network (bls)

必須（object storage を使用している場合）Swift (obs）

Object Proxy (obp)

必須（Ceph ストレージを使用している場合）OSDI Network (osdi)

OSDC Network (osdc)

ストレージネットワークインターフェイス設定のベストプラクティス

ストレージネットワーク セットは、クラウドストレージ専用ネットワークアップリンク（イン
ターフェイス）です。 すべてのストレージネットワークを 1 つのストレージネットワークセッ
トに追加して、1 つのインターフェイス接続を使用することができます。 オプションとして、
ストレージタイプごとに独立したストレージネットワークセットを作成し、セットごとに独立
したインターフェイス接続ををサポートすることができます。

図 4 HPE OneView でのサンプルストレーネットワーク表示

iSCSI ネットワーク
iSCSI Network (iSCSI) は、block storage をサポートしています。
目的

HPE StoreVirtual VSA Cinder（KVM および Hyper-V computes）および/または 3PAR iSCSI
Cinder（KVM および Hyper-V computes）を Helion CloudSystem Foundation に統合して、こ
のネットワークを使用してください。

表 19 iSCSI ネットワークの留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプ
ネットワークタ
イプ

1bls • HPE Linux

• RHEL KVM

• Hyper-V
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クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 20 コンピュートホストスケールによる iSCSI Network IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1362421–80 コンピュートホスト（中規
模）

2082481-200 コンピュートホスト（大規
模）

• このネットワークは、HPE StoreVirtual VSA ストレージがクラウド環境の block storage
ソリューションである場合に必要となります。

• このネットワークは、HPE Linux、RHEL KVM および HYPER-V コンピュートノードがク
ラウド環境で使用されている場合に、必要となります。

• Helion CloudSystem を展開した後に、iSCSI ネットワークをアップデートするには、操作
がシンプルでフィールドの入力を確認する操作コンソールを使用してください。 展開後に
変更することができるネットワークプロパティは、IP アドレス範囲とゲートウェイの IP
アドレスです。

installation configuration file の iSCSI フィールド

• 以下の例では、iSCSI ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: iSCI
types:

- bls
members:

- vlanid: 1016
cidr: 192.168.50.0/24
addresses:

- 192.168.50.10-192.168.50.210
gateway-ip: 192.168.50.1
iface: en04

Swift ネットワーク
OpenStack Swift object storage を使用する予定の場合は、Swift ネットワーク（obs）は、2 つ
の必須ストレージネットワークのいずれかです。

目的

Swift PAC と Swift object ノードの間のトラフィックをサポートするために、このネットワー
クを使用してください。

表 21 Swift ネットワークの留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプネットワークタイプ

1―obs

クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。
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表 22 コンピュートホストスケールによる Swift ネットワークの IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1362421–80 コンピュートホスト（中規
模）

2082481-200 コンピュートホスト（大規
模）

• Helion CloudSystem に展開した後、Swift ネットワークをアップデートするには、操作が
シンプルでフィールドの入力も検証できる、オペレーションコンソールを使用してくださ
い。 展開後に変更することができるネットワークプロパティは、IP アドレス範囲とゲー
トウェイの IP アドレスです。

installation configuration file の Swift フィールド

• 以下の例では、Swift ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: OBS
types:

- obs
members:

- vlanid: 871
cidr: 192.168.40.0/25
addresses:

- 192.168.40.2–192.168.40.126
gateway-ip: 192.168.40.1
iface: en04

表 23 configuration file の Swift ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

ありvlanid

オプションaddresses

オプションgateway-ip

ありCIDR

ありiface

いいえrange

Object Proxy Network
Object Proxy Network（obp）は、OpenStack Swift object storage をサポートするために必要
な 2 つのネットワークのうちいずれかです。
目的

コントロールプレーンを外部の object storage PAC および Object ノードと接続するために、
このネットワークを使用してください。

コンシューマーアクセスネットワークに接続されているロードバランサーとこのネットワーク
を接続することはできません。
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表 24 Object Proxy Network の留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプネットワークタイプ

1―obp

クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 25 コンピュートホストスケールによる Object Proxy Network の IP アドレスリソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1362421–80 コンピュートホスト（中規
模）

2082481-200 コンピュートホスト（大規
模）

• Helion CloudSystem を展開した後、Object Proxy Network をアップデートするには、オペ
レーションコンソールを使用してください。 展開後に変更することができるネットワーク
プロパティは、IP アドレス範囲とゲートウェイの IP アドレスです。

installation configuration file の Object Proxy フィールド

• 以下の例では、Object Proxy network のインストールをサポートするために必要なフィー
ルドが表示されます。

- name: OBP
types:

- obp
members:

- vlanid: 881
cidr: 192.168.50.0/25
addresses:

- 192.168.50.2–192.168.50.126
gateway-ip: 192.168.50.1
iface: en04

表 26 configuration file の Object Proxy Network の詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

はいvlanid

オプションaddresses

オプションgateway-ip

ありCIDR

ありiface

なしrange

OSDI ネットワーク
OSDI ネットワーク（osdi）は、OpenStack Ceph block/object storage をサポートする必要の
ある 2 つのネットワークうちのいずれかです。
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目的

OSD クラスター間の内部トラフィックをサポートするために、このネットワークを使用して
ください。

表 27 OSDI ネットワークの留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプネットワークタイプ

1―osdi

クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 28 コンピュートホストスケールによる OSDI Network IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

16271-20 演算ホストの（小規模）

302721–80 コンピュートホスト（中規
模）

602681-200 コンピュートホスト（大規
模）

installation configuration file の OSDI フィールド

• 以下の例では、OSDI ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: OSD-Internal
types:

- osdi
members:

- vlanid: 1330
cidr: 192.168.30.0/24
addresses:

- 192.168.30.2–192.168.30.100
gateway-ip: 192.168.30.1
iface: en04

表 29 configuration file の OSDI ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

はいvlanid

オプションaddresses

オプションgateway-ip

ありCIDR

ありiface

なしrange
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OSDC ネットワーク
OSDC ネットワーク（osdc）は、OpenStack Ceph block/object storage をサポートする必要の
ある 2 つのネットワークのうちいずれかです。
目的

OpenStack Ceph クライアントトラフィックをサポートするために、このネットワークを使用
してください。

表 30 OSDC ネットワークの留意事項

サポートされる数サポートされるコンピュートタイプネットワークタイプ

1―osdi

クラウド環境の IP アドレス要件を決定するには、計画したクラウドリソースを満たせるよう
な最も近いコンピュートホストの数を選択してください。 IP アドレスのカウントには、Helion
CloudSystem の仮想アプライアンスおよびサービスの IP アドレスが含まれています。

表 31 コンピュートホストスケールによる OSDC Network IP リソース要件

IP アドレスカウントプレフィックス長コンピュートホストスケール

60261-20 演算ホストの（小規模）

1362421–80 コンピュートホスト（中規
模）

2082481-200 コンピュートホスト（大規
模）

installation configuration file のフィールド

• 以下の例では、OSDC ネットワークのインストールをサポートするために必要なフィール
ドが表示されます。

- name: OSD-Client
types:

- osdc
members:

- vlanid: 1331
cidr: 192.168.40.0/24
addresses:

- 192.168.40.2–192.168.40.100
gateway-ip: 192.168.40.1
iface: en04

>

表 32 configuration file の OSDC ネットワークの詳細

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

オプションroutes

オプションmtu:

ありvlanid

オプションaddresses

オプションgateway-ip

ありCIDR
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表 32 configuration file の OSDC ネットワークの詳細 (続き)

必須（はい/いいえ/オプション）configuration file のフィールド

はいiface

いいえrange
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4 Helion CloudSystem 展開のネットワーク構成例
本番展開サンプルは、本番環境でのネットワークトランク、および物理インターフェイス構成
の推奨ベストプラクティスを示しています。

コンセプトサンプル証明書は、限られたコンピュートリソースの小規模な環境のための推奨ベ
ストプラクティスを説明しています。 control plane network は、物理インターフェイス要件数
を減らすために結合され、仮想アプライアンスは、ディスクスペースを減らすために非 HA 構
成に展開されています。 セキュリティは、独立したネットワークと Cloud Management Network
を保ことによって維持されます。

コンセプトサンプル証明書は、本番環境では有効ではありません。

Enterprise および Foundation 本番展開
本番環境のベストプラクティス構成は、以下のセクションに、Enterprise と Foundation の両
方が含まれています。

ネットワーク

表 33 ネットワーク

VLAN の要件デフォルト名ネットワークタイプ

タグ未設定の VLAN IDCONFhlm

タグ付きの VLAN IDData Center Management Networkadmin

タグ付きの VLAN IDConsumer Access Networkpublic

タグ付きの VLAN IDCloud Management Neworkinternal

タグ付きの VLAN IDExternal Networkexternal

それぞれのタグ付きの VLAN IDTunnel Underlay Network (VxLAN）
または VLAN Data Trunk

tul または vul

ストレージはオプションです。

• 独立した管理ネットワークでは、クラウド管理者にクラウドサービス、ポータルへのアク
セスが付与されます。

• 独立した public network では、コンシューマーにクラウドサービスおよびポータルへのア
クセスが付与されます。

• 独立した external network では、ワークロードトラフィックと API トラフィックを組み合
わせられません。

トランク

• hlm、admin、public、external および internal ネットワーク用に管理トランクを 1 つ

• VLAN および VxLAN トラフィック用にデータトランクを 1 つ

• （オプション）iSCSI、Swift または Ceph ストレージネットワーク用にストレージトラン
クを 1 つ

物理インターフェイス

• 管理トランクでの control plane network 用に単体 NIC を 1 つまたはボンディング NIC の
ペアを 1 組

• データトランク上でのデータネットワーク用に単体 NIC を 1 つまたはボンディング NIC
のペアを 1 組

• （オプション）ストレージネットワーク用に単体 NIC を 1 つまたはボンディング NIC の
ペアを 1 組
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Enterprise および Foundation コンセプト展開証明書
下記に、概説されている Enterprise と Foundation 両方が含まれているコンセプト展開証明書
をサポートする最小のネットワーク構成。

表 34 ネットワーク

VLAN の要件デフォルト名ネットワークタイプ

タグ未設定の VLAN IDCONF、DCM、CAN、EXThlm, admin, public, external

タグ付きの VLAN IDCloud Management Neworkinternal

それぞれのタグ付きの VLAN IDTunnel Underlay Network（VxLAN）
または VLAN Data Trunk

tul または vul

ストレージはオプションです。

トランク

• hlm、admin、public、external および internal ネットワーク用に管理トランクを 1 つ

• VLAN および VxLAN トラフィック用にデータトランクを 1 つ

• （オプション）iSCSI、Swift または Ceph ストレージネットワーク用にストレージトラン
クを 1 つ

物理インターフェイス

• 管理トランク上で control plane network 用に単体 NIC を 1 つ

• データトランク上でのデータネットワーク用に単体 NIC を 1 つ

• （オプション）ストレージネットワーク用に単体 NIC を 1 つ

Enterprise 専用本番環境の展開
以下のセクションで概説されているエンタープライズ専用本番環境向けベストプラクティス構
成

表 35 ネットワーク

VLAN の要件デフォルト名ネットワークタイプ

タグ未設定の VLAN IDCONFhlm

タグ付きの VLAN IDData Center Management Networkadmin

タグ付きの VLAN IDConsumer Access Networkpublic

タグ付きの VLAN IDCloud Management Neworkinternal

• 独立した管理ネットワークでは、クラウド管理者にクラウドサービス、ポータルへのアク
セスが付与されます。

• 独立した public network では、コンシューマーにクラウドサービスおよびポータルへのア
クセスが付与されます。

• 独立した external network では、ワークロードトラフィックと API トラフィックを組み合
わせられません。

トランク

• 管理トランクを 1 つ
物理インターフェイス

• control plane network 用にボンディング NIC のペアを 1 組
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Enterprise 専用コンセプト展開証明書
下記に、Enterprise と Foundation 両方が含まれているコンセプト展開証明書をサポートする
最小のネットワーク構成が概説されています。

表 36 ネットワーク

VLAN の要件デフォルト名ネットワークタイプ

タグ未設定の VLAN IDCONF、DCM、CAN、EXThlm、admin、public、external

タグ付きの VLAN IDCloud Management Neworkinternal

トランク

• 管理トランクを 1 つ
物理インターフェイス

• 物理 NIC を 1 つ

Foundation 専用本番環境
以下のセクションで概説されているエンタープライズ専用本番環境向けベストプラクティス構
成。

表 37 ネットワーク

VLAN の要件デフォルト名ネットワークタイプ

タグ未設定の VLAN IDCONFhlm

タグ付きの VLAN IDData Center Management Networkadmin

タグ付きの VLAN IDConsumer Access Networkpublic

タグ付きの VLAN IDCloud Management Neworkinternal

タグ付きの VLAN IDExternal Networkexternal

それぞれのタグ付きの VLAN IDTunnel Underlay Network（VxLAN）
または VLAN Data Trunk

tul または vul

ストレージはオプションです。

• 独立した管理ネットワークでは、クラウド管理者にクラウドサービス、ポータルへのアク
セスが付与されます。

• 独立した public network では、コンシューマーにクラウドサービスおよびポータルへのア
クセスが付与されます。

• 独立した external network では、ワークロードトラフィックと API トラフィックを組み合
わせられません。

トランク

• hlm、admin、public、external および internal ネットワーク用に管理トランクを 1 つ

• VLAN および VxLAN トラフィック用にデータトランクを 1 つ

• （オプション）iSCSI、Swift または Ceph ストレージネットワーク用にストレージトラン
クを 1 つ

物理インターフェイス

• 管理トランクでの control plane network 用に単体 NIC を 1 つまたはボンディング NIC の
ペアを 1 組

• データネットワーク用にボンディング NIC のペアを 1 組
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• （オプション）ストレージネットワーク用に単体 NIC を 1 つ

Foundation 専用コンセプト展開証明書
下記に、Enterprise と Foundation 両方が含まれているコンセプト展開証明書をサポートする
最小のネットワーク構成について概説されています。

表 38 ネットワーク

VLAN の要件デフォルト名ネットワークタイプ

タグ未設定の VLAN IDCONF、DCM、CAN、EXThlm、admin、public、external

タグ付きの VLAN IDCloud Management Neworkinternal

それぞれのタグ付きの VLAN IDTunnel Underlay Network (VxLAN)
または VLAN Data Trunk

tul または vul

ストレージはオプションです。

トランク

• hlm、admin、public、external および internal ネットワーク用に管理トランクを 1 つ

• VLAN および VxLAN トラフィック用にデータトランクを 1 つ

• （オプション）ストレージネットワーク用にストレージトランクを 1 つ
物理インターフェイス

• 管理トランク上で control plane network 用に物理 NIC を 1 つ

• データネットワーク用に物理 NIC を 1 つ

• （オプション）ストレージネットワーク用に物理 NIC を 1 つ
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5 Helion CloudSystem で OpenStack Neutron ネットワー
キング

OpenStack Neutron 構成要件
クラウドユーザーがネットワークサービスにアクセスできるようにするには、その前に Helion
CloudSystem 管理者は次のネットワークリソースを構成する必要があります。

表 39 OpenStack Neutron ネットワーク要件

作成される場所ネットワークの数目的ネットワーク

複数回floating IP アドレスをサ
ポートします。

External Network • イニシャルクラウドの
installation configuration
file

• Helion CloudSystem が
展開された後の
OpenStack ユーザー
ポータル

Helion CloudSystem が展開
された後の OpenStack ユー
ザーポータル

状況に応じて異なりますテナントネットワークをサ
ポートします

テナントネットワークのセ
グメンテーション ID

Helion CloudSystem が展開
された後の OpenStack ユー
ザーポータル

状況に応じて異なりますデータセンターをクラウド
に接続します

プロバイダーネットワーク

プロバイダーネットワーク
プロバイダーネットワークは、仮想ニュートロンネットワークを物理データセンターネット
ワークにマッピングされます。 プロバイダーネットワークは、イニシャルクラウド展開後、
OpenStack ユーザーポータルで作成されます。
目的

インクラウドサービスが、レガシーデータセンターネットワークのサービスと通信できるよう
にプロバイダーネットワークを使用してください。

表 40 プロバイダーネットワークの留意事項

サポートされる数必須/オプションネットワークタイプ

複数回オプションL3

• VxLAN を使用する場合、L2 ハードウェアゲートウェイは VxLAN を外部 VLAN にブリッ
ジするために設定する必要があります。

• プロバイダーネットワークは、Helion CloudSystem 展開後、OpenStack ユーザーポータ
ルで作成されます。 各プロバイダーネットワークには、一意のセグメント ID が割り当て
られ、それが作成される場合、テナントネットワーク用に指定された範囲外にする必要が
あります。 プロバーダーネットワークタイプは、VxLAN または VLAN である可能性があ
ります。 物理ネットワークは、installation configuration file からのネットワーク名と一致
する小文字の名前である必要があります。

- name: CloudVLAN
types:

- vul
members:

- iface: eno3
range: "866:868, 901:915"
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テナントネットワーク
テナントネットワークは、初期クラウド展開後に、OpenStack ユーザーポータルに作成されま
す。 IP アドレス指定の範囲から自動的に割り当てられます。
目的

エンドユーザーがクラウドインスタンスと通信するためには、テナントネットワークを使用し
ます。

表 41 テナントネットワークに関する注意事項

サポートされる数必須ネットワークタイプ

複数回いいえL2

• テナントネットワークセグメント ID 範囲は、installation configuration file 内の VxLAN ま
たは VLAN ネットワークの範囲フィールドで識別されます。

• クラウドユーザーは、OpenStack ユーザーポータルにテナントネットワークを作成しま
す。

installation configuration file のテナントフィールド

• 以下の例は、テナント IP アドレス予約済みのプールをサポートするために必要な installation
configuration file のフィールドを示しています。
VxLAN オプション
- name: VxLAN

types:
- tul

members:
- vlanid: 870
cidr: 192.168.97.0/21
addresses:

- 192.168.97.10–192.168.103.245
gateway-ip: 192.168.97.1
iface: en02
range: "5000:9000" (supports tenant networks)
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6 論理ネットワークトポロジー
Helion CloudSystem でネットワークトポロジーのデフォルトオプションは、CVR です。
この DVR オプションは、KVM コンピュートホストのみサポートされています。 DVR ネット
ワークトポロジーで、KVM コンピュートホストは、External Network へ接続され、floating IP
トラフィックが直接仮想マシンインスタンスと流れていなければなりません。 この構成では、
コンピュートホストは、中央ネットワークノードをバイパスすることができます。 ソース NAT
トラフィックは、ネットワークノードを通して直接通信します。

プロバイダーネットワークは、DVR/VxLAN 展開ではサポートされません。 プロバイダーネッ
トワークを作成することはできますが、データセンターの VLAN ネットワークに接続すること
はできません。

図 5 CVR ネットワークトポロジー
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図 6 ネットワークリファレンス実装（CVR）

図 7 DVR ネットワークトポロジー
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図 8 ネットワークリファレンス実装（DVR）

41



7 ロードバランサー
Helion CloudSystem コントロールプレーンには、高い可用性とパフォーマンスの向上を提供す
るソフトウェアのロードバランサーが含まれています。 すべての VIP は、管理アプライアン
ス内部のキープアライブロードバランサーによって管理されます。 HA プロキシは、環境高可
用性サポートを提供するキープアライブロードバランス設定と連携して動作します。

Helion CloudSystem 展開が成功した後、Deployer virtual appliance にログインし、Helion
CloudSystem で、パブリックおよび管理者権限でポータルおよび管理コンソールにアクセスし
て、VIP アドレスを検索できます。

installation configuration file のロードバランサーフィールド
installation configuration file のロードバランサーフィールドは、パブリックキーとサービスへ
の内部アクセスの属性を取得します。

仮想ルーター ID（vrid）
単一の環境で複数の Helion CloudSystem クラウドが展開される場合、仮想ルーター ID を割り
当てる必要があります。 ルーター ID は、以下の要件に従う必要があります。
• 1 から 253 の整数値

• クラウドを構成するときに、整数値および次の 2 つの連続した整数が使用されます。 た
とえば、7 を仮想ルーター ID として入力すると、8 および 9 も適用されます。

• 仮想ルーター ID は、3 つのキーストアエンドポイントネットワークに割り当てられます。
データセンター管理ネットワーク、クラウド管理ネットワーク、およびコンシューマーア
クセスネットワークです。

仮想ルーター ID が定義されていない場合、デフォルト値は 1、2、3 です。
Helion CloudSystem を展開した後、仮想ルーター ID を検索する場合は、管理アプライアンス
でkeepalived.conf ファイルを検索してください。
例

stack@team3-ccp-mgmt-m1-clm:~$ cat /etc/keepalived/keepalived.conf

パブリック VIP と証明書
サービスへのパブリックアクセス向け仮想 IP アドレス（VIP）は、コンシューマーアクセス
ネットワーク、または、パブリックアクセス用に識別されるネットワークの範囲でなければな
りません。 構成シューマー アクセスネットワークに属している限り、VIP には、展開中に構
成されている IP アドレスの範囲内または範囲外を指定できます。
証明書を取得した場合：

• CLI から展開する場合、証明書フィールドに入力した証明書名は、ユーザー提供証明書と
一致する必要があります。 証明書ファイルにはベース名があり、この名前が
~/helion/my_cloud/config/tls/certs に保存され、一致している必要があります。

• インストール UI から展開する場合、公開 VIP、VIP 管理者、またはその両方の証明書の内
容が追加されます。 カスタム証明書ファイルは、コンテンツとともに、
~/helion/my_cloud/config/tls/certs に保存されます。

完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用する場合は、fqdn のフィールドに名前を入力します。
エンドポイントの FQDN 値はオプションです。 指定していない場合は、IP アドレスが使用さ
れます。

Admin VIP と証明書
管理者権限アクセスのための仮想 IP アドレス（VIP）は、Data Center Management Network、
または、管理アクセス用の識別ネットワークの範囲でなければなりません。 Data Center
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Management Network に属している限り、VIP は、展開中に設定されている IP アドレスの範
囲内外に指定できます。

証明書を取得した場合、証明書フィールドに入力した証明書名は、ユーザー提供証明書と一致
する必要があります。 証明書ファイルにはベース名があり、この名前が
~/helion/my_cloud/config/tls/certs に保存され、一致している必要があります。
完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用する場合は、fqdn のフィールドに名前を入力します。
エンドポイントの FQDN 値はオプションです。 指定していない場合は、IP アドレスが使用さ
れます。
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8 HPE OneView Helion CloudSystem 統合のための準備
HPE OneView を使用して、Helion CloudSystem に管理とコンピュートハイパーバイザーをホ
スティングするハードウェアを管理することができます。

Helion CloudSystem をインストールする前に、次の前提条件が、HPE OneView 環境で満たさ
れていなければなりません。

Helion CloudSystem を展開するための前提条件 

• HPE OneView がインストールされている。

• エンクロージャーがインストールされ、HPE OneView に接続されている。

• Helion CloudSystem のホスティングに使用されるハードウェアによってサポートされてい
るインターフェイスの数を知っている。

◦ 物理インターフェイスの数

◦ 仮想コネクションの数

• Helion CloudSystem ネットワークが、HPE OneView で定義されている。

ネットワークを作成する場合、CONF に VLAN ID を割り当ててください。 それをネッ
トワークセットに追加する際は、タグのないオプションをチェックしてください。

◦

• 論理インターコネクトグループが適切な論理インターコネクトに適用され、サーバーから
利用可能である。

• Helion CloudSystem ネットワークが、HPE OneView のネットワークセットに追加されて
いる。

• ネットワークセットを利用可能なインターフェイスにマッピングされ、必要に応じてチー
ミング/ボンディングが行われている。
管理ハイパーバイザーボンディングの要件 (45 ページ) を参照してください。

• 管理ハイパーバイザー向けにサーバープロファイルテンプレートが作成されている。

• Helion CloudSystem Foundation でサポートされるコンピュートリソースの種類ごとに、
サーバープロファイルテンプレートが作成されている。

Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 管理者ガイド』
のコンピュートホストプロビジョニングの章を参照してください。

• Helion CloudSystem Foundation でサポートされるストレージの種類ごとに、サーバープ
ロファイルテンプレートが作成されている。

Enterprise Information Library にある『HPE Helion CloudSystem 10.0 管理者ガイド』
のストレージ構成の章を参照してください。
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9 管理ハイパーバイザーボンディングの要件
KVM 管理ハイパーバイザーボンディングモード

Helion CloudSystem 10.0 では、Open vSwitch ボンディングがサポートされています。 Open
vSwitch ボンディングに関する詳細は、Open vSwitch のマニュアル を参照してください。
以下のボンディングモードは、アップストリームスイッチの任意の種類でサポートされます。
アップストリームスイッチでは、ボンディングとしてインターフェースを構成しないでくださ
い。

• active-backup
このモードは、デフォルトボンディングモードです。 すべてのフローは、1 つの slave に
割り当てられ、アクティブな slave が無効な場合にバックアップ slave へフェイルオーバー
します。 このモードは、異なるアップストリームスイッチに接続するインターフェイスが
可能な、単なるボンディングモードです。

• balance-slb
このモードでは、送信元 MAC アドレスと出力先 VLAN を元に、slave 間のフロー（流量）
のバランスを取るようにし、かつ、トラフィックパターンの変化に基づいて定期的にバラ
ンスを取り直します。

フェイルオーバーはサポートされていないため、このボンディングモードは推奨されませ
ん。

以下のボンディングモードでは、LACP ネゴシエーションを成功させる 802.3ad をサポートす
るため、アップストリームスイッチが必要です。 LACP ネゴシエーションが失敗した場合、
other-config:lacp-fallback-ab を true にして、active−backup モードが使用されます。

• balance-tcp
このモードでは、L2、L3 および L4 プロトコル情報、たとえば、送信先 MAC アドレス、
IP アドレス、TCP ポート番号に基づいて、slave 間のフローのバランスを取ります。

ESXi 管理ハイパーバイザーチーミングモード
Helion CloudSystem 10.0 では、標準仮想スイッチ（VSS）と仮想分散スイッチ（VDS）構成
の両方についてチーミングをサポートします。

NIC チーミングに関しては、VMware vSphere 6.0 Documentation Center 特定のガイドライ
ンを参照してください。

チーム化されたインターフェイス内の各インターフェイスは、管理ハイパーバイザーに一意で
なければなりません。 アップリンクセットに既に含まれているインターフェイスを再利用する
ことはできません。

以下のチーミングモードがサポートされています。

• virtual-port

ルートは、元の仮想ポートに基づいています。

このモードは、NIC チーミング向けデフォルトモードです。 スイッチ上の仮想ポート
ID に基づいて、アップリンクを選択します。 仮想スイッチが、仮想マシン、または

◦

VMkernel アダプターのアップリンクを選択すると、仮想マシンまたは VMkernel アダ
プターと同じアップリンク経由でトラフィックを転送します。

• ip-hash
ルートは、IP ハッシュに基づいています。
各パケットのソースおよびターゲット IP アドレスのハッシュに基づいてアップリン
クを選択します。 IP パケット以外については、スイッチは、それらのフィールドの
データを使ってハッシュを計算します。

◦
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このチーミングタイプは、物理スイッチを設定するために EtherChannel を使用しま
す。

• srcmac-hash

ルートは、ソース MAC ハッシュに基づいています。
ソース Ethernet のハッシュに基づいてアップリンクを選択します。

◦

• nic-load

ルートは物理 NIC のロードに基づいています。
分散ポートグループまたは分散ポートには、このオプションを使用してください。
ポートグループまたはポートに接続されている現在の物理ネットワークアダプターの

◦

ロードに基づいてアップリンクを選択します。 アップリンクが、30 秒間、75% 以上
ビジーで待ち状態が続く場合、ホストプロキシスイッチは、仮想マシンのトラフィッ
クの一部を空いている物理アダプターに移動します。

• explicit-order

ルートは、明示的なフェイルオーバーの順序に従います。

フェイルオーバー検出基準を通過する最も高いアップリンクであるアクティブアダプ
ターが使用されます。 このオプションでは、実際の負荷分散は実行されません。

◦

重要: このリリースでサポートされているフェイルオーバーの検出は Link Status Only で
す。

installation configuration file のボンディングフィールド
ボンディングは、ボンディングセクションの installation configuration file で識別されます。
KVM 管理ハイパーバイザーのボンディングセクションの例
bonds:

bond0:
devices:

- <interface1>
- <interface2>

mode: balance-tcp
bond1:

devices:
- <interface3>
- <interface4>

mode: active-backup
ESXi 管理ハイパーバイザーのボンディングセクションの例
bonds:

bond0:
devices:

- <interface1>
- <interface2>

mode: virtual-port
bond1:

devices:
- <interface3>
- <interface4>

mode: nic-load
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configuration file では、ボンディングが定義後、適切なネットワーク iface フィールドにボン
ディング名を入力してネットワーク設定にボンディングを追加できます。

ボンディングを参照する iface 例
- name: CLM

types:
- internal

members:
- vlanid: 2800
cidr: 192.168.28.0/24
addresses:

- 192.168.28.10-192.168.28.210
gateway-ip: 192.168.28.1
iface: bond0 (bond name instead of interface name)
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10 Helion CloudSystem および OpenStack のサービスに
よって使用されるデフォルトのファイアウォールポー
ト

プロセスの概要：

1. ポータル、CLI、および Api のネットワークのサポート (48 ページ)
2. OpenStack コンポーネントで使用されるデフォルトポート (48 ページ)
3. OpenStack コンポーネントに関連するセカンダリサービスで使用されるデフォルトポート

(50 ページ)
4. 他の Helion CloudSystem コンポーネントで必要なデフォルトポート (51 ページ)

ポータル、CLI、および Api のネットワークのサポート
表 42 データセンター管理者ネットワークとコンシューマーアクセスネットワークへの Helion
CloudSystem の接続

コンシューマーアクセスネットワーク
（内部ネットワーク）

データセンター管理者ネットワーク
（管理者ネットワーク）

Helion CloudSystem コンポーネン
ト

はい（publicURL エンドポイントを介
したアクセス）

はい（adminURL エンドポイントを
介したアクセス）

csadmin

はい（外部 URL ファイアウォール
フィルタリングでブロック可能）

はいHPE CSA Management Console

3002HelionCI API

いいえはいHelion CloudSystem Operations
Console

はいはいHPE OO（Enterprise アプライアン
ス上）

はいいいえMarketplace Portal

はいはいOpenStack クライアント

はいはいOpenStack ユーザーポータル

いいえはいSAN ファブリック

はいいいえ仮想マシンコンソール

*Helion CloudSystem Enterprise から Helion CloudSystem Foundation の複数のインスタンスを管理する予定の場合は、これ
らのポートを開く必要があります。

OpenStack コンポーネントで使用されるデフォルトポート
表 43 OpenStack コンポーネントで使用されるデフォルトポート

ポートタイプデフォルトポートOpenStack サービス

publicURL および adminURL8776、3260block storage（cinder）*

publicURL および adminURL8774コンピュートエンドポイント
（nova）*

8773、8775コンピュート API（nova-api）*

5900-5999仮想マシンコンソールにアクセスす
るためのコンピュートポート *
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表 43 OpenStack コンポーネントで使用されるデフォルトポート (続き)

ポートタイプデフォルトポートOpenStack サービス

ブラウザー用コンピュート VNC プ
ロキシ
（openstack-nova-novncproxy）
*

6081従来の VNC クライアント用コン
ピュート VNC プロキシ
（openstack-nova-xvpvncproxy）
*

61001-61210Hyper-V 仮想マシン用の RDP コン
ソールアクセスのコントローラー

6082コンピュートサービスで使用される
HTML5 コンソール用プロキシポー
ト *

8777Ceilometer

8776、3260Cinder

13990-13999CMC

8795Cue/MSGaaS

22/tcp、67/udp、68/udp、69/udp、
79/tcp

Deployer

tcp/9001、tcp+udp 53/Designate/DNSaaS

8444 8084 8089, 9091Enterprise Appliance

433OpenStack ユーザーポータル
（horizon）

adminURL35357Identity サービス管理エンドポイント
（keystone）*

publicURL5000Identity サービスパブリックエンドポ
イント *

publicURL および adminURL9292イメージサービス API（glance）*

9191イメージサービスレジストリ

69/udp、6386/tcpIronic

11211Memcached

publicURL および adminURL500, 4500, 4789/udp、9696ネットワーキング（neutron）*

8774、8775NOV-API

49152-49215、16509、5900-6100NOV KVM

6080NOV VNC

873、6000-6002、8080object storage（swift）*

14000OpenStack エフェメラル

8000、8003、8004オーケストレーション（heat）

9000ストレージデバイスの管理
（sirius）

21131Sherpa
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表 43 OpenStack コンポーネントで使用されるデフォルトポート (続き)

ポートタイプデフォルトポートOpenStack サービス

8779Trove/DBaaS

2181、2888、3888Zookeeper

*Helion CloudSystem Enterprise から Helion CloudSystem Foundation の複数のインスタンスを管理する予定の場合は、これ
らのポートを開く必要があります。

OpenStack コンポーネントに関連するセカンダリサービスで使用され
るデフォルトポート

表 44 OpenStack コンポーネントに関連するセカンダリサービスで使用されるデフォルトポー
ト

使用先デフォルトポートサービス

管理アプライアンス（内部）8284es_api_service *

9090Burba

5672、8080、443、22ESX and OVSvApp

ほとんどの OpenStack コンポーネン
ト

3306HelionCL MySQL データベースサー
ビス

Rabbitmq サーバープロセス4369、5672、15672、61000HelionCL Rabbitmq*

SSL 対応の OpenStack サービス（特
に OpenStack ユーザーポータルに対
するセキュアアクセス）

443、80HelionCL Web UI

OpenStack ユーザーポータル（セキュ
アアクセスを使用するように構成され
ていない場合）

80HTTP

OpenStack Object Storage（swift）
サービス

8080HTTP Alternate

8083、8086、8088Influxdb

OpenStack Block Storage。 このポー
トは必須です。

3260iSCSI ターゲット

OpenStack Block Storage、ネットワー
キング、オーケストレーション、およ
びコンピュート

5672Message Broker（AMQP トラフィッ
ク）

4567、4568、4444、3306、9500MySQL

5986pywinrm*

9200、9300、5607、6688Logging

OpenStack Object Storage。 このポー
トは必須です。

873rsync

*Helion CloudSystem Enterprise から Helion CloudSystem Foundation の複数のインスタンスを管理する予定の場合は、これ
らのポートを開く必要があります。

注記: OpenStack の制御下にあるすべてのクラスター内で、それぞれの ESXi ホスト上での
VNC 接続に対して、ポート範囲 5900～6105（5900 と 6105 を含む）が自動的に有効にされ
ます。
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他の Helion CloudSystem コンポーネントで必要なデフォルトポート
表 45 他の Helion CloudSystem コンポーネントで必要なデフォルトポート

使用先デフォルトポートサービス

6999、7000、7001、7002、14080、
14443

ACE

メッセージブローカー（セキュア）5671AMQPS

パッチ8086Apache

Helion CloudSystem のバックアップ
とリストア

9898attis

CloudSystem Enterprise、Cloud
Service Automation

8444、8089CSA

BOOTPS:BOOTPC、DHCP67、68DHCP

ドメインネームシステム（DNS）53DNS

8282EON

FTP21FTP

HA Proxy Status page1993HA Proxy

Kibana サービス5601kibana

8081、8090、8091、17123、8125
UDP、8:0 ICMP、9092、6701、
6702、6703、6704、6627

Monasca

Monasca サービス8070Monasca API

Monasca サービス9999Monasca ハンドラー

ネットワークタイムプロトコル123/udpNTP

オペレーションオーケストレーション9091OO*

オペレーションオーケストレーション443OO RAS*

Helion CloudSystem オペレーション
コンソール

8083leia

Helion CloudSystem Pavmms サービ
ス

8084pavmms

Postgresql5432POSTGRES

セキュアシェル22SSH

Monasca Vertica データベース6000verticad

TCP 22、4803 TCP、UDP 4803、
UDP 4804、5433 TCP、UDP 5433、
TCP 5434、TCP 15433

Vertica

iSCSITCP 3260StoreVirtual VSA

LeftHand OS インターナルUDP 8453、8454、8455

LeftHand OS のアップグレードTCP 11120

LeftHand OS インターナルTCP、UDP 13838、13841、13843

LeftHand OS インターナルTCP 13840、13850、13851

LeftHand OS のサポートTCP 13846、13850、13946、13847
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表 45 他の Helion CloudSystem コンポーネントで必要なデフォルトポート (続き)

使用先デフォルトポートサービス

LeftHand OS インターナルTCP 13848

LeftHand OS 制御TCP、HTTP/HTTPS 2003、5988、
5989

LeftHand OS データベースTCP、UDP 3891、13893

LeftHand OS インターナルUDP 14000-14010

SSH 16022

LeftHand OS のアップグレードTCP 11120

LeftHand OS インターナルTCP、UDP 13838、13845、13841、
13843

LeftHand OS インターナルTCP 13840、13850、13851

console ディスカバリーTCP、UDP 27491

OpenStack Cinder ドライバによって
使用されます

REST API 8081

9095Webapps/Opsconsole

*Helion CloudSystem Enterprise から Helion CloudSystem Foundation の複数のインスタンスを管理する予定の場合は、これ
らのポートを開く必要があります。
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11 L2 ゲートウェイエージェント/プラグインのインス
トールおよび構成

HPE は、HPE サポートチームに L2 ゲートウェイエージェントのインストールおよび設定をコ
ンサルティングすることをおすすめします。

L2 ゲートウェイエージェントを有効にします。
1. /Home/stack/helion/my_cloud/config/neutron ディレクトリで、

l2gateway_agent.ini.j2 ファイルを編集してovsdb セクションに L2 ゲートウェイ
スイッチの詳細な構成を含めます。

[ovsdb]
# (StrOpt) OVSDB server tuples in the format
# <ovsdb_name>:<ip address>:<port>[,<ovsdb_name>:<ip address>:<port>]
# - ovsdb_name: a symbolic name that helps identifies keys and certificate files
# - ip address: the address or dns name for the ovsdb server
# - port: the port (ssl is supported)
ovsdb_hosts = ovsdb1:x.x.x.x:6632
Where x.x.x.x is 5930 switch IP (ovsdb-server IP)

• ゲートウェイのスイッチにクライアントと SSL 通信を設定する場合は、この構成で
SSL を有効にします。 SSL を有効にすると、L2 ゲートウェイエージェントは、ス
イッチと通信できます。

• ネットワークノードをscp を使用して、L2 ゲートウェイエージェントが実行されて
いるプライベートキー、証明書と CA 証明書を手動でコピーします。

注記: ファイルのディレクトリパスは許可 755、およびファイルの所有者は root、
およびグループのパーミッションは 644 で root グループであることを確認してくだ
さい。

◦ クライアントのプライベートキーを配置しているネットワークのノード上のパス
を提供します。 前に使用されたシンボル名は、ovsdb1 は、ファイル名はovsdb1
にする必要があり、ファイル拡張子を.key にする必要があります。 与えられて
いる例では、ファイル名はovsdb1.key になります。
# (StrOpt) Base path to private key file(s).
# Agent will find key file named
# $l2_gw_agent_priv_key_base_path/$ovsdb_name.key
l2_gw_agent_priv_key_base_path = /home/stack/certs/controller/

◦ 証明書ファイルのパスを提供してください。 ファイルの拡張子cert でなければ
なりません。シンボリック名がovdb1 の場合、ファイル名はovsdb1.cert にな
ります。

# (StrOpt) Base path to cert file(s).
# Agent will find cert file named
# $l2_gw_agent_cert_base_path/$ovsdb_name.cert
l2_gw_agent_cert_base_path = /home/stack/certs/controller/

◦ CA 証明書ファイルのパスを提供してください。 ファイルの拡張子は、ca_cert
でなければなりません。 シンボリック名がovdb1 の場合、ファイル名は
ovsdb1.ca_cert になります。
# (StrOpt) Base path to ca cert file(s).
# Agent will find ca cert file named
# $l2_gw_agent_ca_cert_base_path/$ovsdb_name.ca_cert
l2_gw_agent_ca_cert_base_path = /home/stack/certs/controller/

2. 入力モデルに、変更をコミットします。
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cd ~/helion/my_cloud/definition
git add -A
git commit -m “some commit message”

3. ~/Helion/hos/ansible に移動し、config-processor-run を実行します。
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

4. ~/Scratch/ansible/next/hos/ansible に移動し、ネットワークノードでの制限オ
プションを使って hlm-deploy.yml を実行します。
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-deploy.yml --limit cs10cloud-ccp-network

L2 ゲートウェイプラグインを有効にします。
1. home/stack/helion/my_cloud/config/neutron ディレクトリで neutron.conf.j2
ファイルを編集して L2 ゲートウェイプラグインを有効にします。 Service_plugin の
セクションでは、次を追加します。

networking_l2gw.services.l2gateway.plugin.L2GatewayPlugin

2. 入力モデルに、変更をコミットします。

cd ~/helion/my_cloud/definition
git add -A
git commit -m “some commit message”

3. ~/Helion/hos/ansible に移動し、構成プロセッサーを実行します。
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

4. ~/Scratch/ansible/next/hos/ansible に移動し、コントローラーノードでの制限
オプションを使って hlm-deploy.yml を実行します。
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-deploy.yml --limit cs10cloud-ccp-controller

VxLAN トンネルエンドポイント（VTEP）の管理
コンピュートノードのソフトウェア VTEP と、物理的な ToR スイッチ（L2 ゲートウェイ）上
のハードウェア VTEP との通信を許可するには、この 2 つの VTEP IP アドレスが、別々のプ
ロバイダーのサブネットに属していなければなりません。

手順 1 それぞれ異なるプロバイダーのサブセットに属する VTEP IP アドレスを構成する
1. Deployer virtual appliance にログオンします。
2. ~/helion/cs/cs-install-options.yml 開いてください。
3. ハードウェアを表すネットワーク VTEP（L2 ゲートウェイスイッチ）を追加してくださ
い。

- name: hardware_vtep
types:

- l3
members:

- cidr: 189.10.10.0/24
4. 「routes:」で VxLAN ネットワークルートを追加してください。

- name: VxLAN
types:

- tul
routes:

- hardware_vtep
members:

- vlanid: 870
cidr: 192.168.97.0/24
addresses:
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- 192.168.97.10–192.168.97.210
gateway-ip: 192.168.97.1
iface: en02
range: "5000:9000" (supports tenant networks)

5. ネットワークを追加してください。

csoperate network add-network
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A サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスを受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
www.hpe.com/assistance（英語）

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポー
トセンターの Web サイトに移動します。
www.hpe.com/support/hpesc（英語）

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• 増設した製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

ソフトウェアテクニカルサポートおよびアップデートサービス
CloudSystem 製品には、HPE OneView と 1 年間の 24 時間 365 日 HPE ソフトウェアテクニ
カルサポートおよびアップデートサービス、および HPE CloudSystem 製品には、HPE OneView
または、注文した Converged System と 3 年間の 24 時間 365 日ソフトウェアテクニカル サ
ポートおよびアップデートサービスが含まれています。 このサービスは、ソフトウェアの実装
および操作に関する問題を解決するための支援情報についての HPE テクニカルリソースへの
アクセスを提供します。

このサービスはさらにソフトウェアアップデートおよびリファレンスマニュアルへのアクセス
を提供します。HPE から、電子形式のデータとして入手することも、物理的なメディアとして
入手することもできます。 （電子ライセンスの使用権を購入した場合、電子アップデートのみ
が利用できます。

このサービスで、CloudSystem のお客様は、ソフトウェアアップデートの通知と入手だけでな
く効率の良い問題解決も受けることができます。SAID を受け取りましたら、ITRC（IT リソー
ス・センター）で ITRC ユーザー ID に SAID 情報をリンクすることで、ソフトウェアアップ
デートマネージャー（SUM）の Web ページを利用して、契約内容をオンラインで参照したり、
アップデートの電子配布を選択することが可能です。 詳しくは、次の Web サイトを参照して
ください。

http://www.hpe.com/services/insight-ja

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスへの登録

『License Entitlement Certificate』を持っている場合は、オンラインでのライセンス証明書/キー
の発行手続きの際に、このサービスに登録されます。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法

登録後、サービスの窓口の電話番号と SAID（Service Agreement Identifier）を含むサービス契
約書がメールで送付されます。 テクニカル サポートに連絡する場合は、SAID が必要です。
また SAID を使用して、HPE サポートセンター www.hpe.com/support/hpesc で、オンライ
ンでの契約内容の確認が可能です。
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コンサルティングおよびインストールサービス
HPE CloudSystem インフラストラクチャを正しく展開および操作していただくために、HPE
はさまざまな種類のコンサルティング、インストールサービスおよびサポートサービスを提供
しています。 詳細については、https://www.hpe.com/us/en/services/consulting/cloud.html
（英語）に進みます。

HPE Datacenter Care for Cloud
HPE Helion プロフェッショナルサービスポートフォリオの一部として、HPE Datacenter Care
for HPE Cloud は、柔軟な体制で Helion CloudSystem ハードウェアとソフトウェアのオペレー
ティング環境をサポートしています。 詳細について、http://www.hpe.com/info/ilo （英語）
を参照してください。

Management セキュリティ
HPE は、すべての管理ソフトウェアの品質とセキュリティに対して、プロアクティブなアプ
ローチを採用しています。 http://www.hpe.com/support/e-updates-ja に登録して、最新のセ
キュリティアップデートを確認してください。

ディスカッションへの参加
HPE サポートセンター www.hpe.com/support/hpesc （英語）がベースのコミュニティで、
HPE ユーザーが HPE 製品に関してディスカッションに参加するために利用できます。

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップ
デートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。 製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

◦ Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

◦ ソフトウェアおよびドライバーダウンロードページ

HPE サポートセンターは、ご使用の HPE CloudSystem 製品の最新のソフトウェアお
よびドライバーを提供します。 追加のコンテンツは、https://hpln.hpe.com の HPE
Live Network 経由で CloudSystem Enterprise のお客様に提供されます。

◦ ProLiant サポートパックリリース
最新の SPP は、http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl で入手できます。 リリース
の際に、事前通知を受信するには、http://www.hpe.com/support/e-updates-ja でサ
インアップします。

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリ
ンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information
on Access to Support Materials] ページに移動します。
www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials（英語）

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターからアクセスするときに製品の資格が必要になる場合があります。 関連する資格を
使って HPE パスポートをセットアップしておく必要があります。
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Web サイト

リンクWeb サイト

www.hpe.com/info/enterprise/docs（英語）Hewlett Packard Enterprise Information Library

www.hpe.com/support/hpesc（英語）Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

www.hpe.com/assistance（英語）Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

www.hpe.com/support/e-updates-jaサブスクリプションサービス/サポートのアラート

http://www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

https://hpln.hpe.com（英語）HPE Live Network

www.hpe.com/support/selfrepair（英語）カスタマーセルフリペア

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs（英
語）

Insight Remote Support

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs（英語）Serviceguard Solutions for HP-UX

www.hpe.com/storage/spock（英語）Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のス
トレージ互換性マトリックス

www.hpe.com/storage/whitepapers（英語）ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

米国内の場合は、「U.S. partner and store locator」の
Web サイトを参照してください。

Hewlett Packard Enterprise 製品販売店を検索してくだ
さい。

www.hpe.com/support/service_locator（英語）
他の地域では、「Contact Hewlett Packard Enterprise」
の Web サイトを参照してください。
www.hpe.com/contact

http://www.hpe.com/services/dccloudクラウドの HPE データセンターケア

参考ドキュメント
HP CloudSystem のマニュアルとホワイトペーパーの最新バージョンは、HPE CSA および
Operations Orchestration も含めて、Enterprise Information Library（http://www.hp.com/go/
CloudSystem/docs ）からダウンロードできます。

HPE CloudSystem のドキュメント
ドキュメント

• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 管理者ガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 Command Line Interface Guide』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 ESXi インストールガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 KVM インストールガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 ネットワークプランニングガイド』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 リリースノート』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 サポートマトリックス』
• 『HPE Helion CloudSystem 10.0 トラブルシューティングガイド』
CloudSystem コンソールのオンラインヘルプは、オペレーションコンソールのユーザーイン
ターフェイスのヘルプ制御ボタン（クエスチョンマーク）をクリックすると利用できます。
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HPE Helion OpenStack のドキュメント
以下の製品に関する情報を含む、HPE Helion OpenStack 情報の最新バージョンは『HPE Helion
Documentation』（http://docs.hpcloud.com （英語））で参照できます。
• HPE Helion OpenStack
• HPE Helion Eucalyptus

HPE Insight Management ドキュメント
HPE Matrix Operating Environment のマニュアル、ホワイトペーパー、および『HPE Insight
Management サポートマトリックス』の最新バージョンは、以下のドキュメントなども含め、
HPE Enterprise Information Library（http://www.hp.com/go/matrixoe/docs）からダウンロー
ドできます。

• 『HPE Matrix Operating Environment リリースノート』
• 『HPE Insight Management サポートマトリックス』
• 『HPE Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザー
ガイド』

• 『HPE CloudSystem Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使用したクラ
ウドバースティング』

サードパーティのドキュメント

OpenStack

• Liberty リリース用の OpenStack ドキュメント
例外事項（インストール情報など）がほとんどないため、OpenStack ドキュメントは、
OpenStack ドキュメント Web サイトに最新のリリースストリームを表示するように常に
設定されます。

◦ 『Cloud Administrator Guide』

◦ 『Virtual Machine Image Guide』

◦ 『API Quick Start』

◦ 『Admin User Guide』

◦ 『End User Guide』

◦ コマンドリファレンス

– Keystone コマンド
– Glance コマンド
– Neutron コマンド
– Nova コマンド
– Cinder コマンド

VMware

• VMware vSphere のドキュメント
Microsoft

• Microsoft Windows Server のドキュメント
• Microsoft Hyper-V のドキュメント
Red Hat

• Red Hat Enterprise Linux 7 のドキュメント
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HPE 3PAR StoreServ のドキュメント
次のドキュメントを含む最新バージョンの 3PAR StoreServ Storage マニュアルは、Enterprise
Information Library（http://www.hp.com/go/CloudSystem/docs）の [Storage] タブからダウ
ンロードできます。

• 『HPE 3PAR StoreServ Storage Concepts Guide』
• 『HPE 3PAR StoreServ Storage Troubleshooting Guide』

HPE VSA StoreVirtual のドキュメント
次のドキュメントを含む最新バージョンの VSA StoreVirtual Storage マニュアルは、Enterprise
Information Library（http://www.hp.com/go/CloudSystem/docs）の [Storage] タブからダウ
ンロードできます。

• 『HPE StoreVirtual Storage ユーザーガイド』

HPE ProLiant サーバーのドキュメント
• 『HPE Integrated Lights-Out QuickSpecs』には、サポート情報が掲載されています。次に
示す QuickSpecs の Web サイトで入手できます。
http://www.hp.com/go/qs

• ProLiant のサーバー情報:

ProLiant BL BladeSystem サーバー：
http://www.hpe.com/info/blades-ja

◦

◦ ProLiant DL、ML、および SL サーバー：
http://www.hpe.com/info/rackservers

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。 CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様の
ご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。 一部の部品は CSR の対象になりませ
ん。 Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かど
うかを判断します。

http://www.hpe.com/support/selfrepair

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただ
けます。 リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベ
ントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製
品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。 ご使用のデバイスをリ
モートサポートに登録することを強くおすすめします。

デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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