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ストレージ クラスタのメンテナンス操作の概要
HX Data Platform ストレージ クラスタのメンテナンス タスクは、ストレージ クラスタのハー
ドウェア コンポーネントとソフトウェア コンポーネントの両方に影響します。ストレージ ク
ラスタのメンテナンス操作には、ノードやディスクの追加または削除とネットワーク メンテナ
ンスが含まれます。
メンテナンス タスクの一部の手順は、ストレージ クラスタ内のノードのストレージ コントロー
ラ VM から実行されます。ストレージ コントローラ VM で発行される一部のコマンドは、ス
トレージ クラスタ内のすべてのノードに影響します。
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（注）

3 ノード ストレージ クラスタ。3 ノード クラスタでノードを削除するかまたはシャットダウン
する必要があるタスクについては、テクニカル アシスタンス センター（TAC）までご連絡く
ださい。3 ノード ストレージ クラスタでは、1 つのノードで障害が発生するかまたは 1 つの
ノードが削除されると、3 番目のノードが追加され、ストレージ クラスタに参加するまで、ク
ラスタは正常ではない状態になります。
vSphere 5.5 から 6.0 へのアップグレード。ESX サーバまたは vCenter サーバのいずれかを 5.5
から 6.0 にアップグレードする場合は、事前にテクニカル アシスタンス センター（TAC）にお
問い合わせください。
ノードの追加。ストレージ クラスタへのノードの追加は、HX Data Platform インストーラのク
ラスタ拡張機能を使用して実行されます。新しいノードはすべて、HX Data Platform のインス
トールおよび初期ストレージ クラスタの作成時と同じシステム要件を満たしている必要があり
ます。クラスタ拡張機能の使用の要件と手順については、『Cisco HX Data Platform Getting
Started Guide』を参照してください。
オンライン メンテナンスとオフライン メンテナンスの比較
タスクによっては、ストレージ クラスタをオンラインまたはオフラインのいずれかにする必要
があります。通常、メンテナンス タスクを行うには、ストレージ クラスタ内のすべてのノー
ドがオンラインであることが必要です。
ストレージ クラスタのメンテナンスをオフライン モードで実行するとき、これは Cisco HX
Data Platform がオフラインで、ストレージ コント ローラ VM は稼働中で、Cisco HX Data Platform
管理は、stcli コマンド ライン、HX Connect、および HX Data Platform プラグイン を介して表
示可能であることを意味します。vSphere Web クライアントは、ストレージ I/O 層について報
告できます。stcli cluster info コマンドは、ストレージ クラスタ全体のステータスが offline で
あることを返します。
メンテナンス前タスク
ストレージ クラスタのメンテナンスを行う前に、次の点を確認します。
• 実行するメンテナンス タスクを特定します。
参照先
• すべてのメンテナンス操作（リソースの取り外し/交換など）は、システム ロードが低い
メンテナンス期間中に行われます。
• メンテナンス タスクの実行前に、ストレージ クラスタが正常であり稼動しています。
• HX Connect または HX Data Platform プラグイン のビーコン オプションを使用して、ディ
スクを特定します。
HX ビーコン オプションは、ハウスキーピング 120 GB SSD には使用できません。サーバ
でハウスキーピング SSD の物理的な位置を確認します。
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• 並列して実行できないメンテナンス タスクのリストを確認します。順次に行うことだけが
可能なタスクがあります。
• SSH がすべての ESX ホストで有効になっていることを確認します。
• ホストでメンテナンス タスクを実行する前に、ESX ホストを HX メンテナンス モードに
します。HX メンテナンス モードは、ESX メンテナンス モードでの vSphere よりも多くの
ストレージ クラスタ固有ステップを実行します。
メンテナンス後のタスク
メンテナンス タスクが終了したら、ノードのメンテナンス モードを終了して、ストレージ ク
ラスタを再起動する必要があります。加えて、HX ストレージ クラスタを変更した場合は、追
加のメンテナンス後タスクが必要になります。たとえば、vNIC または vHBA を変更した場合
は、PCI パススルーを再設定する必要があります。
次の状態を確認してください。
• ホストでのメンテナンス タスクの完了後に、ESX ホストの HX メンテナンス モードが終
了している。
• 取り外しまたは交換作業の完了後に、ストレージ クラスタが正常であり稼動している。
• HX ストレージ クラスタ内の特定の ESX ホストで vNIC または vHBA を追加、削除、また
は交換した場合は、PCI パススルーを再設定します。

シリアル操作とパラレル操作
特定の操作は同時に実行することができません。次の操作は、（パラレルではなく）シリアル
で実行するようにしてください。
• ストレージ クラスタまたはノードのアップグレード。
• ストレージ クラスタの作成、再作成、設定。
• ノードの追加または削除。
• ノードをシャットダウンする必要があるノード メンテナンス。これには、ディスクやネッ
トワーク インターフェイス カード（NIC）の追加または取り外しが含まれます。
• ストレージ クラスタの開始またはシャット ダウン。
• vCenter でのストレージ クラスタの再登録。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
3

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
クラスタ ステータスの確認

クラスタ ステータスの確認
ステップ 1 ストレージ クラスタ内の任意のコントローラ VM にログインします。リストされているコマンドをコント
ローラ VM のコマンド ラインから実行します。
ステップ 2 ストレージ クラスタが正常であることを確認します。
# stcli cluster info

次の例の応答は、ストレージ クラスタがオンラインで正常であることを示します。
locale: English (United States)
state: online
upgradeState: ok
healthState: healthy
state: online
state: online

ステップ 3 ノード障害の数を確認します。
# stcli cluster storage-summary

応答の例：
#of node failures tolerable to be > 0

ビーコンの設定
ビーコンは、ノード（ホスト）とディスクの検索および特定を支援するために LED をオンに
するメソッドです。ノードには、前面の電源ボタンの近くと背面にビーコン LED があります。
ディスクには、前面に LED ビーコンがあります。
Cisco UCS Manager でノード ビーコンを設定します。HX Data Platform プラグイン または HX
Connect のユーザ インターフェイスを介してディスク ビーコンを設定します。

ステップ 1 UCS Manager を使用してノードのビーコンをオンまたはオフにします。
a)

UCS Manager の左側のパネルから、[設備（Equipment）] > [サーバ（Servers）] > [サーバ（server）] を
選択します。

b) UCS Manager の中央のパネルから、[一般（General）] > [ロケータ LED をオンにする（Turn on Locator
LED）] を選択します。
c)

サーバが見つかったら、ロケータ LED をオフにします。
UCS Manager の中央のパネルから、[一般（General）] > [ロケータ LED をオフにする（Turn off Locator
LED）] を選択します。

ステップ 2 HX Data Platform プラグイン を使用してディスク ビーコンをオンまたはオフにします。
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a)

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter インベントリ リスト（vCenter Inventory Lists）] >
[Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [クラスタ（cluster）] > [管理（Manage）] の順
に選択します。

b) [管理（Manage）] タブで、[クラスタ（Cluster）] > [クラスタ（cluster）] > [ホスト（host）] > [ディス
ク（Disks）] > [ディスク（disk）] を選択します。
c)

オブジェクトの物理的な場所を探して、ビーコンをオンにします。
[操作（Actions）] ドロップダウン リストから、[ビーコン ON（Beacon ON）] を選択します。

d) ディスクが見つかったら、ビーコンをオフにします。
[操作（Actions）] ドロップダウン リストから、[ビーコン OFF（Beacon OFF）] を選択します
ステップ 3 HX Connect を使用してディスク ビーコンをオンまたはオフにします。
a)

HX Connect にログインします。

b) [システム情報（System Information）] > [ディスク（Disks）] の順に選択します。
c)

ノードを選択し、[ロケータ LED をオンにする（Turn On Locator LED）] または [ロケータ LED をオフ
にする（Turn Off Locator LED）] をクリックします。

ハウスキーピング SSD と キャッシュ NVMe SSD を除いて、選択されているノード上のすべてのディスク
のビーコン LED を切り替えます。ハウスキーピング SSD またはキャッシュ NVMe SSD には、LED ビーコ
ンの機能はありません。

HX クラスタの vMotion の設定の確認
HX クラスタで HX メンテナンス操作を実行する前に、HX クラスタのすべてのノードが vMotion
用に設定されていることを確認します。vSphere Web クライアントから次の項目を確認します。

（注）

1.

vMotion ポート グループが、クラスタのすべての ESXi ホスト間でアクティブ/スタンバイ
構成の vmnic6 と vmnic7 で設定されていることを確認します。

2.

ポート グループが vMotion 用に設定されていること、および命名規則が、クラスタのすべ
ての ESXi ホストの間でまったく同じであることを確認します。

名前では、大文字と小文字が区別されます。
3.

各 vMotion ポート グループに静的 IP アドレスを割り当てていること、各 vMotion ポート
グループの静的 IP アドレスが同じサブネットにあることを確認します。

4.

クラスタ内の各 ESXi ホスト上で、vMotion ポート グループのプロパティで vMotion オプ
ションがオンになっていること、他のポート グループ（Management など）でこのオプショ
ンがオンになっていないことを確認します。

5.

vMotion ポート グループが 9000 MTU に設定されており、VLAN ID が 0 に設定されている
ことを設定で確認します。
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6.

vMotion の 1 つの ESXi ホストの vMotion ポート グループから他のホストの vMotion IP に
ping できることを確認します。
vmkping -I vmk2 10.104.0.20

7.

と入力します

vmotion vNICS に関連付けられた CDP 情報を表示して、適切な VLAN がファブリック イ
ンターコネクトから割り当てられていることを確認してください。

ストレージ クラスタ ノードのメンテナンス モード
メンテナンス モードは、クラスタ内のノードに適用されます。このモードでは、ノードのデコ
ミッションまたはシャットダウンの前にすべての VM を他のノードに移行することによって、
さまざまなメンテナンス タスク用にノードが準備されます。
メンテナンス モードには次の 2 種類があります。
• Cisco HX メンテナンス モード
• VMware ESX メンテナンス モード
Cisco HX メンテナンス モード
Cisco HX メンテナンス モードは ESX メンテナンス モードに加えて HX Data Platform 固有の機
能を実行します。最初のストレージ クラスタの作成後に行うストレージ クラスタ ノードのメ
ンテナンス タスクでは、必ず、ESX メンテナンス モードではなく Cisco HX メンテナンスモー
ドを選択してください。
このモードは、クラスタ内の個別のノードで選択されたタスクを実行するための優先メンテナ
ンス モードです。次のようなものがあります。
• ディスクの交換などのメンテナンスのために個々のホストをシャットダウンする場合。
• ESX Server のバージョンなど、ホスト上で選択したソフトウェアをアップグレードする場
合。
Cisco HX メンテナンス モードの留意点
• HX メンテナンス モードを使用する前に、ストレージ クラスタ内のすべてのノード上の
ESX で SSH が有効になっていることを確認します。
• ESX ホストでタスクを実行できるように HX メンテナンス モードを開始した場合は、ESX
ホストでのタスクの完了後に必ず HX メンテナンス モードを終了してください。
• Cisco HX メンテナンス モードは、正常なクラスタのノードのみに適用されます。たとえ
ば、非常に多くのノードがダウンしている、またはクラスタをシャットダウン中など、ク
ラスタが正常でない場合は ESX メンテナンス モードを使用します。
• 手順については、「Cisco HyperFlex メンテナンス モードの開始」と「Cisco HyperFlex メ
ンテナンス モードの終了」を参照してください。
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VMware ESX メンテナンス モード
このモードは、HX Data Platform をインストールする場合や、クラスタに大幅な変更を適用す
る場合に使用されます。
vSphere メンテナンス モードを開始または終了するには、次の手順を実行します。
• vCenter GUI で [ホスト（host）] を選択してから、メニューを右クリックして [メンテナン
ス モード（maintenance mode）] を選択します。
• ESX コマンド ラインで esx maintenance mode コマンドを使用します。

Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始
（注）

レプリケーション構成がある場合は、アップグレードや拡張、またはクラスタの保守を実行す
る前にレプリケーションを一時停止モードにします。アップグレードや拡張、またはクラスタ
のメンテナンスが完了した後、レプリケーションを再開します。このローカルのクラスタとの
間でレプリケーションが設定されているすべてのクラスタで、一時停止および再開を行いま
す。
HX ストレージ クラスタがオフラインの場合は、VMware メンテナンス モードを使用してくだ
さい。

HX Connect ユーザ インターフェイスの使用

（注）

（注）

リリース 2.5(1a)/2.5(1b) 以降のリリースでのみサポートされます。
1.

HX Connect へのログイン：https://<cluster management ip>。

2.

メニューで [システム情報（System Information）] をクリックします。

3.

[ノード（Nodes）] をクリックし、メンテナンス モードにするノードの行をクリックしま
す。

4.

[HX メンテナンス モードの開始（Enter HX Maintenance Mode）] をクリックします。

5.

[HX メンテナンス モードの確認（Confirm HX Maintenance Mode）] ダイアログ ボックス
で、[HX メンテナンス モードの開始（Enter HX Maintenance Mode）] をクリックします。

すべての保守タスクを完了した後、手動で HX メンテナンス モードを終了する必要がありま
す。
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vSphere Web クライアントの使用
1.

vSphere Web クライアントにログインします。

2.

[ホーム（Home）] > [ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] に移動します。

3.

[HX クラスタ（HX Cluster）] が含まれている [データセンター（Datacenter）] を展開しま
す。

4.

[HX クラスタ（HX Cluster）] を展開し、ノードを選択します。

5.

ノードを右クリックし、[Cisco HX メンテナンス モード（Cisco HX Maintenance Mode）] >
[HX メンテナンス モードの開始（Enter HX Maintenance Mode）] の順に選択します。

コマンドライン インターフェイスの使用
1.

root 権限を持つユーザとして、ストレージ コントローラ クラスタのコマンド ラインにロ
グインします。

2.

ノードを HX メンテナンス モードにします。
1.

ノード ID と IP アドレスを特定します。
# stcli node list --summary

2.

ノードを HX メンテナンス モードにします。
# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip IP Address) --mode enter

（stcli

node maintenanceMode --help

も参照してください）

3.

root 権限を持つユーザとして、このノードの ESXi コマンド ラインにログインします。

4.

ノードが HX メンテナンス モードになったことを確認します。
# esxcli system maintenanceMode get

vSphere Web クライアントの [モニタ（Monitor）] > [タスク（Tasks）] タブで [メンテナンス
モードの開始（Enter Maintenance Mode）] タスクの進行状況をモニタできます。
操作が失敗すると、エラー メッセージが表示されます。根本的な問題を修正してからもう一度
メンテナンス モードに入ります。問題を解決できない場合は、Cisco TAC までお問い合わせく
ださい。
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Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了
（注）

レプリケーション構成がある場合は、アップグレードや拡張、またはクラスタの保守を実行す
る前にレプリケーションを一時停止モードにします。アップグレードや拡張、またはクラスタ
の保守が完了した後、レプリケーションを再開します。このローカルのクラスタとの間でレプ
リケーションが設定されているすべてのクラスタで、一時停止および再開を行います。

HX Connect ユーザ インターフェイスの使用

（注）

リリース 2.5(1a)/2.5(1b) 以降のリリースでのみサポートされます。
1.

HX Connect へのログイン：https://<cluster management ip>。

2.

メニューで [システム情報（System Information）] をクリックします。

3.

[ノード（Nodes）] をクリックし、メンテナンス モードから削除するノードの行をクリッ
クします。

4.

[HX メンテナンス モードの終了（Exit HX Maintenance Mode）] をクリックします。

vSphere Web クライアントの使用
1.

vSphere Web クライアントにログインします。

2.

[ホーム（Home）] > [ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）] に移動します。

3.

[HX クラスタ（HX Cluster）] が含まれている [データセンター（Datacenter）] を展開しま
す。

4.

[HX クラスタ（HX Cluster）] を展開し、ノードを選択します。

5.

ノードを右クリックして、[Cisco HX メンテナンス モード（Cisco HX Maintenance Mode）]
> [HX メンテナンス モードの終了（Exit HX Maintenance Mode）] を選択します。

コマンドライン インターフェイスの使用
1.

root 権限を持つユーザとして、ストレージ コントローラ クラスタのコマンド ラインにロ
グインします。

2.

ノードの HX メンテナンス モードを終了します。
1.

ノード ID と IP アドレスを特定します。
# stcli node list --summary

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
9

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
バックアップ操作の作成

2.

ノードの HX メンテナンス モードを終了します。
# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip IP Address) --mode exit

（stcli

node maintenanceMode --help

も参照してください）

3.

root 権限を持つユーザとして、このノードの ESXi コマンド ラインにログインします。

4.

ノードの HX メンテナンス モードが終了したことを確認します。
# esxcli system maintenanceMode get

vSphere Web クライアントの [モニタ（Monitor）] > [タスク（Tasks）] タブで [メンテナンス
モードの終了（Exit Maintenance Mode）] タスクの進行状況をモニタできます。
操作が失敗すると、エラー メッセージが表示されます。根本的な問題を修正してからもう一度
メンテナンス モードを終了します。問題を解決できない場合は、Cisco TAC までお問い合わせ
ください。

バックアップ操作の作成
HX ストレージ クラスタをシャットダウンする前に、設定をバックアップします。Preserve
Identities 属性を使用して、Full-State タイプと All Configuration タイプの両方のバックアップを
実行します。
始める前に
1.

UCS Manager にログインします。

2.

バックアップ サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスおよび認証クレデンシャルを取
得します。

ステップ 1

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで [管理（Admin）] をクリックします。

ステップ 2

[すべて（All）] ノードをクリックします。

ステップ 3

[ワーク（Work）] ウィンドウで、[一般（General）] タブをクリックします。

ステップ 4

[アクション（Actions）] 領域の [バックアップ設定（Backup Configuration）] をクリックします。

ステップ 5

[バックアップ設定（Backup Configuration）] ダイアログボックスで、[バックアップ操作の作成（Create
Backup Operation）] をクリックします。

ステップ 6

[バックアップ操作の作成（Create Backup Operation）] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力し
ます。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
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[名前（Name）]

説明

[管理状態（Administrative State）] 次のいずれかになります。
フィールド
• [有効（Enabled）]：[OK] をクリックするとすぐに、Cisco UCS
Manager によってバックアップ操作が実行されます。
• [無効（Disabled）]：[OK] をクリックしても、Cisco UCS Manager
によってバックアップ操作は実行されません。このオプション
を選択すると、ダイアログボックスのすべてのフィールドが表
示されたままになります。ただし、[バックアップ設定（Backup
Configuration）] ダイアログボックスからバックアップを手動で
実行する必要があります。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
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[名前（Name）]

説明

[タイプ（Type）] フィールド

バックアップ設定ファイルに保存された情報。次のいずれかになり
ます。
• [Full ステート（Full state）]：システム全体のスナップショット
が含まれるバイナリファイル。このバックアップにより生成さ
れたファイルを使用して、ディザスタ リカバリ時にシステムを
復元できます。このファイルにより、元のファブリックインター
コネクト上で設定を復元または再構築できます。また、別のファ
ブリックインターコネクト上で設定を再現することもできます。
このファイルは、インポートには使用できません。
（注）

バックアップ ファイルのエクスポート元となったシス
テムと同じバージョンを実行しているシステムを復元
するために使用できるのは、Full State バックアップ
ファイルのみです。

• [すべての設定（All configuration）]：すべてのシステム設定と論
理設定が含まれる XML ファイル。このバックアップにより生成
されたファイルを使用して、これらの設定を元のファブリック
インターコネクトまたは別のファブリック インターコネクトに
インポートできます。このファイルは、システムの復元には使
用できません。このファイルには、ローカル認証されたユーザ
のパスワードは含まれません。
• [システム設定（System configuration）]：ユーザ名、ロール、ロ
ケールなどのすべてのシステム設定が含まれる XML ファイル。
このバックアップにより生成されたファイルを使用して、これ
らの設定を元のファブリック インターコネクトまたは別のファ
ブリック インターコネクトにインポートできます。このファイ
ルは、システムの復元には使用できません。
• [論理設定（Logical configuration）]：サービス プロファイル、
VLAN、VSAN、プール、ポリシーなどのすべての論理設定が含
まれる XML ファイル。このバックアップにより生成されたファ
イルを使用して、これらの設定を元のファブリック インターコ
ネクトまたは別のファブリック インターコネクトにインポート
できます。このファイルは、システムの復元には使用できませ
ん。
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[名前（Name）]

説明

[アイデンティティの保存
（Preserve Identities）] チェック
ボックス

このチェックボックスは、バックアップ操作の [すべての設定（All
configuration）] および [システム設定（System Configuration）] タイ
プで選択されたままになり、次の機能が提供されます。
• [すべての設定（All configuration）]：vHBA、WWPN、WWNN、
vNIC、MAC、UUID などのプールから取得したすべての ID が
バックアップファイルに保持されます。また、シャーシ、FEX、
ラック サーバの ID と、シャーシ、FEX、ラック サーバ、IOM、
ブレード サーバのユーザ ラベルも保持されます。
（注）

このチェックボックスが選択されていない場合、ID は
再び割り当てられ、ユーザ ラベルは復旧後に失われま
す。

• [システム設定（System Configuration）]：シャーシ、FEX、ラッ
ク サーバの ID と、シャーシ、FEX、ラック サーバ、IOM、ブ
レード サーバのユーザ ラベルがバックアップ ファイルに保持さ
れます。
（注）

このチェックボックスが選択されていない場合、ID は
再び割り当てられ、ユーザ ラベルは復旧後に失われま
す。

このチェックボックスがバックアップ操作の [論理設定（Logical
Configuration）] で選択されている場合は、vHBA、WWPN、WWNN、
vNIC、MAC、UUID などのプールから取得したすべての ID がバッ
クアップ ファイルに保持されます。
（注）

[バックアップ ファイルの場所
（Location of the Backup File）]
フィールド

このチェックボックスが選択されていない場合、ID は再び
割り当てられ、ユーザ ラベルは復旧後に失われます。

バックアップ ファイルの保存場所。次のいずれかになります。
• [リモート ファイル システム（Remote File System）]：バック
アップ XML ファイルはリモート サーバに保存されます。Cisco
UCS Manager GUI によって次に示すフィールドが表示され、リ
モートシステムのプロトコル、ホスト、ファイル名、ユーザ名、
パスワードを指定できます。
• [ローカル ファイル システム（Local File System）]：バックアッ
プ XML ファイルはローカルに保存されます。
HTML ベースの Cisco UCS Manager GUIには、[ファイル名
（Filename）] フィールドが表示されます。バックアップ ファイ
ルの名前を <filename>.xml 形式で入力します。ファイルがダウ
ンロードされ、ブラウザの設定に応じた場所に保存されます。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
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[名前（Name）]

説明

[プロトコル（Protocol）] フィー
ルド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。次のいずれかに
なります。
• FTP
• TFTP
• SCP
• SFTP
• [USB A]：ファブリック インターコネクト A に挿入された USB
ドライブ。
このオプションは特定のシステム設定でしか使用できません。
• [USB B]：ファブリック インターコネクト B に挿入された USB
ドライブ。
このオプションは特定のシステム設定でしか使用できません。

[ホスト名（Hostname）] フィール バックアップ ファイルが格納されている場所のホスト名または IP ア
ド
ドレス（IPv4 または IPv6）。これは、サーバ、ストレージ アレイ、
ローカル ドライブ、またはファブリック インターコネクトがネット
ワーク経由でアクセス可能な任意の読み取り/書き込みメディアなど
があります。
（注）

[リモート ファイル（Remote
File）] フィールド

バックアップ設定ファイルのフル パス。このフィールドには、ファ
イル名とパスを含めることができます。ファイル名を省略すると、
バックアップ手順によって、ファイルに名前が割り当てられます。

[ユーザ（User）] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のあるユー
ザ名。このフィールドは、プロトコルが TFTP または USB の場合は
適用されません。
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IPv4 や IPv6 アドレスではなくホスト名を使用する場合、
DNS サーバを設定する必要があります。Cisco UCS ドメイ
ン が Cisco UCS Central に登録されていないか、または DNS
管理が [ローカル（local）] に設定されている場合は、Cisco
UCS Manager で DNS サーバを設定します。Cisco UCS ドメ
イン Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS 管理が
[グローバル（global）] に設定されている場合は、Cisco
UCS Central で DNS サーバを設定します。
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[名前（Name）]

説明

[パスワード（Password）] フィー リモート サーバのユーザ名のパスワード。このフィールドは、プロ
ルド
トコルが TFTP または USB の場合は適用されません。
Cisco UCS Manager ではこのパスワードは保存されません。そのた
め、バックアップ操作をすぐに有効にして、実行する予定がない限
り、このパスワードを入力する必要はありません。
ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

Cisco UCS Manager に確認ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。
[管理状態（Administrative State）] フィールド をイネーブルに設定すると、Cisco UCS Manager によって、
選択した設定タイプのスナップショットが取得され、ファイルがネットワークの場所にエクスポートさ
れます。[バックアップ設定（Backup Configuration）] ダイアログボックスの [バックアップ操作（Backup
Operations）] テーブルに、バックアップ操作が表示されます。

ステップ 9

（任意） バックアップ操作の進行状況を表示するには、次の操作を実行します。
a)

[プロパティ（Properties）] 領域に操作が表示されない場合、[バックアップ操作（Backup Operations）]
テーブルの操作をクリックします。

b) [プロパティ（Properties）] 領域で、[FSM の詳細（FSM Details）] バーの下矢印をクリックします。
[FSM の詳細（FSM Details）] 領域が展開され、操作のステータスが表示されます。
ステップ 10

[OK] をクリックし、[バックアップ設定（Backup Configuration）] ダイアログボックスを閉じます。
バックアップ操作は完了するまで実行し続けます。進捗を表示するには、[バックアップ設定（Backup
Configuration）] ダイアログボックスを再度開きます。

HX ストレージ クラスタのシャットダウンと電源オフ
一部のストレージ クラスタ メンテナンス タスクでは、ストレージ クラスタをシャットダウン
する必要があります。これは、ストレージ クラスタをオフライン状態にすることとは異なりま
す。また、ストレージ クラスタ内のノードをシャットダウンすることとも異なります。スト
レージ クラスタの電源をオフにすると、クラスタのすべての物理コンポーネントに影響しま
す。
• 電源がオフにされたクラスタでは、そのすべての物理コンポーネントが電源から切り離さ
れます。
ストレージ クラスタのすべてのコンポーネントの電源をオフにする必要があるのは非常に
稀なことです。ストレージ クラスタ全体の電源をオフにしなければならない定期メンテナ
ンスやアップグレード プロセスはありません。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
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• シャットダウン クラスタには、すべてのストレージ クラスタ プロセス（作業 VM、電源
ダウンなど）があります。これには、クラスタ内のノードの電源ダウンや、vCenter また
は FI クラスタのシャットダウンは含まれません。
• オフライン クラスタは、ストレージ クラスタの動作状態の 1 つです。不明なエラーまた
は特定のエラーが発生した場合、またはストレージ クラスタがシャットダウンされた場合
に、ストレージ クラスタがオフラインになることがあります。
始める前に
• ストレージ クラスタが正常な状態であることが必要です。
• Preserve Identities 属性を使用して、Full-State タイプと All Configuration タイプの両方のバッ
クアップを実行します。バックアップ操作の作成 （10 ページ）を参照してください。

ステップ 1 HX ストレージ クラスタをシャットダウンするには、次の 2 つのステップを実行します。
ステップ 2 すべての HX データストアのすべてのワークロード VM のグレースフル シャットダウンを実行します。
あるいは、vMotion を使用してワークロード VM を別のクラスタに移行します。
（注）

ストレージ コントローラ VM（stCtlVM）をシャットダウンまたは移動しないでください。

ステップ 3 HX ストレージ クラスタを正常にシャットダウンします。
a)

任意のコントローラ VM のコマンド ラインから、コマンドを実行して、シェル プロンプトが戻るまで
待機します。
# stcli cluster shutdown

b) クラスタ情報コマンドを実行します。ストレージ クラスタがオフラインになっていることを確認しま
す。
# stcli cluster info

コマンド応答テキストで、クラスタ サブセクションをチェックし、healthstate が offline になってい
ることを確認します。
この HX クラスタ シャットダウン手順では、ESXi ホストはシャットダウンされません。
メンテナンスまたはアップグレード タスクで物理コンポーネントの電源をオフにする必要がない場合は、
この手順を終了して、「次にやるべきこと：」に進みます。
ステップ 4 HX ストレージ クラスタの電源をオフにするには、ステップ 2 とステップ 3 を実行してから、残りの手順
を実行します。
ステップ 5 各ストレージ クラスタ ESX ホスト上で、コントローラ VM（stCtlVM）をシャットダウンします。
方法を選択します。
vCenter VM 電源オフを使用する
a)

vCenter クライアントから、各 ESX ホスト上のコントローラ VM を特定します。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
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b) コントローラ VM を右クリックして、[電源（Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択します。
この方法は、グレースフル ゲスト VM シャットダウンを実行します。
vCenter ESX Agent Manager を使用する
a)

vCenter クライアントから、ESX Agent Manager コンソールを開きます。

b) 各 ESX ホスト上でコントローラ VM を特定して、[電源（Power）] > [電源オフ（Power Off）] を選択
します。
この方法は、エージェント VM のグレースフル シャットダウンを実行します。コントローラ VM は
エージェント VM です。
vCenter ESX メンテナンス モードを使用する
a)

vCenter クライアントから、各 ESX ホストを特定します。

b) ESX ホストを右クリックして、[メンテナンス モード（Maintenance Mode）] > [メンテナンスモードの
開始（Enter Maintenance Mode）] を選択します。
この方法は、コントローラ VM を含む ESX ホスト内のすべての VM 上でハード シャットダウンを実
行します。
ステップ 6 各ストレージ クラスタ ESX ホストをシャットダウンします。
a)

vCenter クライアントから、ホストを特定します。

b) ホストを右クリックして、[電源（Power）] > [シャットダウン（Shut Down）] を選択します。
ステップ 7 メンテナンス タスクで必要な場合は、FI の電源をオフにします。
Cisco UCS FI は、連続運用向けに設計されています。実稼働環境では、ファブリック インターコネクトを
シャットダウンまたは再起動する必要がありません。そのため、UCS ファブリック インターコネクトには
電源ボタンが付いていません。
Cisco UCS ファブリック インターコネクトの電源をオフにするには、電源ケーブルを手で引き抜きます。
または、FI の電源ケーブルがスマート PDU に接続されている場合は、付属のリモコンを使用して電気コン
セントからの電力をオフにします。
a)

FI 上のすべてのストレージ クラスタ サーバで緑色の電源 LED が付いていないことを確認します。

b) セカンダリ FI の電源をオフにします。
c)

プライマリ FI の電源をオフにします。

これで、HX ストレージ クラスタの電源が安全にオフになりました。
次のタスク
1.

ストレージ クラスタをシャットダウンまたは電源オフする必要があるタスクを実行しま
す。たとえば、オフライン アップグレード、ストレージ クラスタの物理的移動、または
ノード上でのメンテナンスの実行です。
• アップグレードのタスクについては、Cisco HyperFlex Systems Upgrade Guideを参照し
てください。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
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• ハードウェア交換タスクについては、サーバ ハードウェア ガイドを参照してくださ
い。
これらのタスクでは、ホストのシャットダウンが必要な場合があります。サーバ ハー
ドウェア ガイドの手順に従って、VM の移行、HX メンテナンス モードの開始、およ
びサーバの電源オフを実行します。

（注）

2.

ほとんどのハードウェア メンテナンス タスクでは、HX クラスタ
をシャットダウンする必要がありません。

HX ストレージ クラスタを再起動するには、HX ストレージ クラスタの電源オンと起動 （
18 ページ）に進んでください。

HX ストレージ クラスタの電源オンと起動
次の手順は、グレースフル シャットダウンや電源オフの後の HX ストレージ クラスタの再起
動に使用します。通常、この手順は、ストレージ クラスタ上でメンテナンス タスクが完了し
てから実行されます。
始める前に
HX ストレージ クラスタのシャットダウンと電源オフ （15 ページ）の手順を実行します。

ステップ 1

コンセントにつないで FI の電源を入れます。
a)

プライマリ FI の電源をオンにします。UCS Manager にアクセスできるようになるまで待機します。

b) セカンダリ FI の電源をオンにします。それが UCS Manager 内でオンラインになっていることを確認
します。
稀に、ファブリック インターコネクトをリブートしなければならないことがあります。
1.

SSH を使用して各ファブリック インターコネクトにログインします。

2.

次のコマンドを発行します。
FI# connect local-mgmt
FI# reboot

ステップ 2

すべての ESX ホストを FI に接続します。
a)

電源が自動的にオンにならない、ストレージ クラスタ内のノードの電源をオンにします。
ノードは、自動的に電源がオンになって、ESX にブートするはずです。どのノードもそうならない
場合は、UCS Manager に接続して、UCS Manager からサーバ（ノード）の電源を入れます。

b) 各 ESX ホストがアップし、UCS Manager 内のそれぞれのサービス プロファイルに関連付けられてい
ることを確認します。
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ステップ 3

すべての ESXi ホストがネットワークに到達可能なことを確認します。
すべての管理アドレスに ping します。

ステップ 4

すべてのコントローラ VM（stCtlVM）の電源をオンにします。
方法を選択します。
vSphere クライアントを使用する。
a)

vSphere クライアントから、ストレージ コントローラ ホストを参照します。

b)

stCtrlVM

c)

各ホストに対して、手順を繰り返します。

を右クリックして、[電源（Power）] > [電源オン（Power On）] を選択します。

ESXi ホストのコマンド ラインを使用する。
a)

ホストにログインします。

b) stCtlVM の VMID を特定します。
# vim-cmd vmsvc/getallvms

c)

VMID を使用して、コントローラ VM の電源をオンにします。
# vim-cmd vmsvc/power.on VMID

d) 各ホストに対して、手順を繰り返します。
ステップ 5

すべてのコントローラ VM がブートして、ネットワークに到達可能になるまで待機します。その後で、
確認します。
コントローラ VM のそれぞれの管理アドレスを ping します。

ステップ 6

ストレージ クラスタが再起動する準備ができていることを確認します。
a)

任意のコントローラ VM に SSH して、次のコマンドを実行します。
# stcli about

b) コマンドがビルド番号を含むすべてのストレージ クラスタ情報を返した場合は、ストレージ クラス
タが開始する準備ができています。ストレージ クラスタの再起動に進みます。
c)
ステップ 7

コマンドがすべてのストレージ クラスタ情報を返さなかった場合は、ホスト上ですべてのサービス
が開始するまで待機します。

必要に応じて、各ノードのメンテナンス モードを終了します。
これは、stcli cluster start コマンドによって自動的に実行されます。

ステップ 8

ストレージ クラスタを再起動します。
任意のコントローラ VM のコマンド ラインから、次のコマンドを実行します。
# stcli cluster start

HX クラスタがシャットダウン中に実行されたメンテナンス タスクまたはアップグレード タスクによっ
ては、ノードの HX メンテナンス モードまたは ESX メンテナンス モードが終了する場合があります。
不明なホスト例外に関するエラー メッセージは無視してください。
ステップ 9

ストレージ クラスタがオンラインになって正常な状態に戻るまで待機します。
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a)

任意のコントローラ VM から、次のコマンドを実行します。
# stcli cluster info

b) コマンド応答テキストで、クラスタ サブセクションをチェックし、healthstate が online になって
いることを確認します。
これには、最大で 30 分かかります。最後の既知の状態によってはもう少し短くなる可能性があります。
ステップ 10

vCenter から、ESX によりデータストアが再マウントされたことを確認します。
クラスタが使用可能になると、データストアが自動的にマウントされ、使用可能になります。
ESX がデータストアを認識しない場合は、ESX コマンド ラインから次のコマンドを実行します。
# esxcfg-nas -r

ステップ 11

ストレージ クラスタが正常で、データストアが再マウントされたら、ワークロード VM の電源をオンに
します。
あるいは、vMotion を使用してワークロード VM をストレージ クラスタに戻します。

vNIC または vHBA の変更後の PCI パススルーの設定
説明
vNIC または vHBA を手動で HX サービス プロファイルまたはサービス プロファイル テンプ
レートに追加すると、PCI デバイスが再列挙され、VMware directpath I/O 設定が失われます。
サービス プロファイルを変更すると、ホスト ハードウェアが更新されるため、PCI パススルー
を再設定する必要があります。サービス プロファイルを変更した ESX ホストごとに次の手順
を実行します
変更した ESX ホストのストレージ コントローラ VM で次の手順を実行します。
アクション：ESX ホスト上で vSphere サービス プロファイルを更新する

ステップ 1 ESX ホストを HX メンテナンス モードにします。
ステップ 2 サービス プロファイルで変更（ハードウェアの追加など）を行うか、変更を確認します。
ステップ 3 ESX ホストをリブートします。
このホストのダイレクト パス設定が失われます。
ステップ 4 vCenter にログインして、[DirectPath I/O 設定（DirectPath I/O Configuration）] ページを選択します。
vCenter クライアントで、[ESX ホスト（ESX host）] > [設定（Configuration）] タブ > [ハードウェア
（Hardware）] ペイン > [詳細設定（Advanced Settings）] > [編集（Edit）] の順に選択します。
vCenter Web クライアントの [vCenter インベントリ（vCenter Inventory）] で、[リソース（Resources）] > [ホ
スト（Hosts）] > [ESX ホスト（ESX host）] > [管理（Manage）] > [設定（Settings）] > [ハードウェア
（Hardware）] > [PCI デバイス（PCI Devices）] > [編集（Edit）] の順に選択します。
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ステップ 5 パススルー用の LSI カードを選択します。
a)

[DirectPath I/O 設定（DirectPath I/O Configuration）] ページから、[パススルーの設定（Configure
Passthrough）] を選択します。

b) [パススルー用のデバイスをマーク（Mark devices for passthrough）] リストから、パススルー用の LSI
カードを選択します。
c)

[OK] をクリックします。

ステップ 6 ESX ホストをリブートします。
ステップ 7 HX ストレージ コントローラ VM（StCtlVM）の設定を編集して、PCI デバイスを HX ストレージ コント
ローラ VM に再マップします。
a)

不明な PCI デバイスを見つけて削除します。
vCenter クライアントで、[HX ストレージ コントローラ VM（HX storage controller VM）] を右クリック
して [設定の編集（Edit Settings）] > [PCI デバイス 0（PCI device 0）] > [削除（Remove）] > [OK] の
順に選択します。
vCenter Web クライアント：[HX ストレージ コントローラ VM（HX storage controller VM）] を右クリッ
クし、[設定の編集（Edit Settings）] > [PCI デバイス 0 の削除（Remove PCI device 0）] > [OK] の順に
選択します。

b) LSI ロジック PCI デバイスを見つけて追加し直します。
vCenter クライアント：[HX ストレージ コントローラ VM（HX storage controller VM）] を右クリック
し、[設定の編集（Edit Settings）] > [追加（Add）] > [PCI デバイス（PCI Device）] > [LSI ロジック
PCI デバイス（LSI Logic PCI device）] > [OK] の順に選択します。
vCenter Web クライアント：[HX ストレージ コントローラ VM（HX storage controller VM）] を右クリッ
クし、[設定の編集（Edit Settings）] > [PCI デバイス（PCI Device）] > [追加（Add）] > [LSI ロジック
PCI デバイス（LSI Logic PCI device）] > [OK] の順に選択します。
ステップ 8 HX メンテナンス モードから ESX ホストを削除します。
ホストが再びアクティブになると、HX ストレージ コントローラ VM が正常にブートして、ストレージ ク
ラスタに再参加します。

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
21

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
vNIC または vHBA の変更後の PCI パススルーの設定

HX ストレージ クラスタ メンテナンスの準備
22

