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ノードの管理
ノードは最初、HX Data Platformインストーラのクラスタの作成機能を使用してストレージク
ラスタに追加されます。ノードを既存のストレージクラスタに追加する場合は、HX Data
Platformインストーラのクラスタの展開機能を使用します。ストレージクラスタに対してノー
ドを追加または削除すると、HX Data Platformがそれに応じてストレージクラスタのステータ
スを調整します。

•障害が発生したノードのメンテナンスに関するタスク。

• ESXiまたは HXソフトウェアを再インストールする必要がある。

•ノードコンポーネントを交換する必要がある。

•ノードを交換する必要がある。

•ノードを取り外す必要がある。

•障害が発生していないノードのメンテナンスに関するタスク。

•ノードをメンテナンスモードにする。

• ESXパスワードを変更する。
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若干の違いはありますが、サーバ、ホスト、およびノードという用語が HyperFlexのマニュア
ルを通して区別されずに使われています。一般に、サーバは、特定の目的専用のソフトウェア

を実行する物理ユニットです。ノードは、ソフトウェアクラスタやサーバのラックなどのより

大きなグループ内のサーバです。シスコのハードウェアマニュアルでは、ノードという用語が

使われる傾向があります。ホストは、仮想化またはHyperFlexストレージソフトウェアを実行
しているサーバで、仮想マシンにとっての「ホスト」です。VMwareのマニュアルでは、ホス
トという用語が使われる傾向があります。

（注）

ステップ 1 クラスタ内のノードをモニタします。

HXストレージクラスタ、ノード、およびノードコンポーネントのステータスがモニタされ、HX接続、
HXデータプラットフォームプラグイン、vCenter UI、およびさまざまなログに動作ステータス（オンラ
イン、オフライン）値と復元力ステータス値（正常、警告）として報告されます。

機能状態の区別は、HX接続とHXデータプラットフォームプラグインのビューに表示されるス
トレージクラスタの動作ステータスと復元力ステータスに影響しますが、それらのステータスと

は別個のものです。データレプリケーション係数（2または 3）、クラスタアクセスポリシー
（寛容（lenient）または厳格（ strict））、およびストレージクラスタ内の特定の数のノードごと
に、障害が発生したノードの数またはノード内の障害が発生したディスクの数に応じて、ストレー

ジクラスタの状態が読み取りと書き込み、読み取り専用、またはシャットダウンの間で変化しま

す。

（注）

Hyperflex Edgeを除くすべての環境で複製ファクタ 3を強く推奨しています。複製ファクタ 2で
は、可用性と復元性のレベルが低くなります。コンポーネントまたはノードの障害による停電の

リスクは、アクティブかつ定期的なバックアップを作成することにより軽減されます。

（注）

ステップ 2 ノード障害を分析して、実行するアクションを決定します。

これには、HX接続、HXデータプラットフォームプラグイン、vCenter、または ESXiを介したノード状
態のモニタリング、サーバビーコンのチェック、ログの収集と分析が必要になります。

ステップ 3 特定されたタスクを実行します。

•ソフトウェアを再インストールまたはアップグレードします。

ESXiまたはHXData Platformを再インストールする手順については、『VMware ESXi用Cisco HyperFlex

システムインストールガイド』を参照してください。ソフトウェアのアップグレード手順について

は、『Cisco HyperFlex Systems Upgrade Guide』を参照してください。

•ノード内のコンポーネントを修理します。

ノードコンポーネント（ソリッドステートドライブ（SSD）、ハードディスクドライブ（HDD）、
電源装置（PSU）、ネットワークインターフェイスカード（NIC）コンポーネントなど）は、HX接
続または HXデータプラットフォームプラグインでは設定できませんが、HX Data Platformはこれら
のコンポーネントをモニタし、いずれかのアイテムの中断、追加、取り外し、または交換が発生する

と、ストレージクラスタステータスを調整します。
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ディスクを追加または取り外す手順は、ディスクのタイプによって異なります。PSUやNICなどの現
場交換可能ユニット（FRU）を交換するには、サーバハードウェアガイドで説明される手順に従いま
す。

•クラスタ内のノードを交換します。

通常、ストレージクラスタ内のノードを交換する際は、TACによるサポートが必要です。要件が満た
されていれば、ストレージクラスタがオンライン（5ノード以上のクラスタのみ）中またはオフライ
ン（4ノード以上のクラスタ）中に、ノードを TACの支援なしで交換できます。

•クラスタからノードを削除します。

ノードを削除する際は、使用可能なノードの数が最小数の 3を下回らないようにしてくださ
い。3を下回るとストレージクラスタが正常に動作しなくなります。3ノードクラスタ内の
ノードを削除する際は、常に TACの支援が必要です。

オフラインクラスタから最大 2つのノードを削除できます。

（注）

ノードのメンテナンス方法の特定
ノードメンテナンスタスクには、ストレージクラスタがオフラインのときに実行されるもの、

クラスタがオンラインであり、ノードがHXメンテナンスモードであることだけが必要である
場合に実行できるものがあります。

•オンラインタスク：タスク開始前にストレージクラスタが正常な状態である必要があり
ます。

•オフラインタスク：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。

2つ以上のノードがダウンしている場合、ストレージクラスタは自動的にオフラインにな
ります。

• TAC支援によるタスク：通常は、TAC担当員によって実施される手順が必要になります。

次の表に、関連するノードメンテナンスタスクを実行するときに使用できる方法を示します。

ノードソフトウェアの修復

ESXとHXData Platformソフトウェアは、ストレージクラスタ内の各ノードにインストールさ
れます。ノード障害分析後にいずれかのソフトウェア項目を再インストールする必要があるこ

とが判明した場合は、『VMware ESXi用 Cisco HyperFlexシステムインストールガイド』を参
照してください。ソフトウェアのアップグレード手順については、『Cisco HyperFlex Systems
Upgrade Guide』を参照してください。
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ノードハードウェアの修復

ノード上の修理可能なアイテムで障害が発生した場合です。これには FRUやディスクが該当
します。一部のノードコンポーネントにはTACの支援が必要です。たとえば、ノードのマザー
ボードの交換には TACの支援が必要です。

注記方法クラスタ内の

障害発生ノー

ドの数

クラスタ内の

ノードの数

修復作業のためにノードを取り外す

必要はありません。ノード上のディ

スクの交換が含まれます。

TACの支援によるノード
修復のみ。

1つ以上3

修復作業のためにノードを取り外す

必要はありません。ノード上のディ

スクの交換が含まれます。

オンラインまたはオフラ

インでのノードの修復。

14-8

ノードの削除

ノード上の修理不可能なアイテムで障害が発生した場合です。取り外したノードのディスク

は、ストレージクラスタで再利用されません。

注記方法クラスタ内の

障害発生ノー

ドの数

クラスタ内の

ノードの数

4ノードクラスタで 2つのノード
がダウンしている場合は、TACの
支援が必要です。

オフラインでのノードの

取り外し。

14

オンラインまたはオフラ

インでのノードの取り外

し。

15つ以上

5ノードクラスタで 3つのノード
がダウンしている場合は、TACの
支援が必要です。

オフラインでの 2ノード
の取り外し。

25つ以上

ノードの交換とストレージの廃棄

ノード上の修理不可能なアイテムで障害が発生した場合です。取り外したノードのディスク

は、ストレージクラスタで再利用されません。
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注記方法クラスタ内の

障害発生ノー

ドの数

クラスタ内の

ノードの数

クラスタを最小限の 3ノードに戻
すには、TACの支援によってノー
ドを交換する必要があります。

3ノードクラスタで 1つのノード
がダウンしている場合は、TACの
支援が必要です。

TACの支援によるノード
交換のみ。

13

新しいノードを追加するにはクラ

スタ拡張を使用します。他のすべ

てのノードが稼働している必要が

あります。

4ノードクラスタで 2つのノード
がダウンしている場合は、TACの
支援が必要です。

オフラインでのノードの

交換。

ディスクは再利用されま

せん。

14

新しいノードを追加するにはクラ

スタ拡張を使用します。他のすべ

てのノードが稼働している必要が

あります。

オンラインまたはオフラ

インでのノードの交換。

ディスクは再利用されま

せん。

15つ以上

新しいノードを追加するにはクラ

スタ拡張を使用します。他のすべ

てのノードが稼働している必要が

あります。

最大 2つのノードの交換がサポー
トされています。3つ以上のノード
を交換するには、TACの支援が必
要です。

オフラインでの 1または
2ノードの交換。

ディスクは再利用されま

せん。

25つ以上

ノードの交換とストレージの再利用

ノード上の修理不可能なアイテムで障害が発生した場合です。取り外したノードのディスクを

ストレージクラスタで再利用します。

ノードの管理

5

ノードの管理

ノードのメンテナンス方法の特定



注記方法クラスタ内の

障害発生ノー

ドの数

クラスタ内の

ノードの数

クラスタを最小限の 3ノードに戻す
には、TACの支援によってノードを
交換する必要があります。

ディスクを再利用するに

は、古いノードのUUIDを
新しいノードに割り当てる

必要があります。ディスク

UUIDとノードUUIDの関
係は固定されているため、

再割り当てできません。こ

れは、TAC支援によるタ
スクです。

（注）

TACの支援のみ。1つ以上3以上

DNSアドレスまたはホスト名による検索
トラブルシューティングの目的では、DNSサーバアドレスまたはDNSサーバホスト名で検索
できることが便利な場合があります。これはオプションのタスクです。

ステップ 1 DNS検索アドレスを割り当てます。

a) HX Data Platformインストーラ仮想マシンにログインします。sshまたは vSphereコンソールインター
フェイスを使用します。

b) resolv.conf.dファイルを編集します。

# vi /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base

c) 変更を確認します。
# resolvconf -u
# cat /etc/resolv.conf

d) DNSサーバが IPアドレスまたはホスト名から照会できることを確認します。
# nslookup ip_address
# nslookup newhostname

ステップ 2 DNSホスト名を割り当てます。

a) HX Data Platformインストーラ仮想マシンにログインします。sshまたは vSphereコンソールインター
フェイスを使用します。

b) 編集のために hostsファイルを開きます。
# vi /etc/hosts

c) 次の行を追加し、ファイルを保存します。
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ip_address ubuntu newhostname

各ホストの ip_addressに対して、ホストの newhostnameを入力します。

a) newhostnameを hostnameに追加します。

# hostname newhostname

ESXiホストのルートパスワードの変更
次のシナリオで、デフォルトの ESXiパスワードを変更できます。

•標準およびストレッチクラスタの作成時（コンバージドノードのみをサポート）

•標準クラスタの拡張時（コンバージドノードまたはコンピューティングノードの両方の
拡張をサポート）

•エッジクラスタの作成時

上記の場合、インストールが完了するとすぐに ESXiのルートパスワードが保護されます。後
続のパスワード変更が必要である場合、下に概要を示している手順をインストール後に使用し

て、ルートパスワードを手動で変更することができます。

（注）

ESXiは工場出荷時のデフォルトパスワードで提供されているため、セキュリティ上の理由か
らパスワードを変更する必要があります。インストール後のデフォルトの ESXiルートパス
ワードを変更するには、次の手順を実行します。

ESXiルートパスワードを忘れた場合は、パスワードの復旧について Cisco TACにお問い合わ
せください。

（注）

ステップ 1 SSHを使用して ESXiホストサービス制御にログインします。

ステップ 2 ルート権限を取得します。

su -

ステップ 3 現在のルートパスワードを入力します。

ステップ 4 ルートパスワードを変更します。

passwd root

ステップ 5 新しいパスワードを入力し、Enterキーを押します。確認のためにパスワードを再入力します。
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2回目に入力したパスワードが一致しない場合は、最初からやり直す必要があります。（注）

ノードソフトウェアの再インストール
既存のストレージクラスタのメンバーであるノードでソフトウェアを再インストールするに

は、TACにお問い合わせください。このタスクは TACアシスタンスと共に実行する必要があ
ります。

ステップ 1 TACからの指示に従って ESXを再インストールします。

サーバがホストESXサーバ設定要件に記載されている必要なハードウェアおよび設定を満たしていること
を確認します。HX構成の設定は HX Data Platformプロセス中に適用されます。

ステップ 2 TACからの指示に従って HX Data Platformを再インストールします。

HX Data Platformの再インストールは常に ESXを再インストールした後で行う必要があります。

IPから FQDNへの vCenterクラスタ内のノード識別フォー
ムの変更

このタスクでは、vCenterによるクラスタ内のノードの識別方法を IPアドレスから完全修飾ド
メイン名（FQDN）に変更する方法について説明します。

ステップ 1 このタスクを実行するためのメンテナンスウィンドウをスケジュールします。

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。

HX接続、HXデータプラットフォームプラグインを介して、またはストレージコントローラ VM上で
stcli cluster infoコマンドから、ストレージクラスタのステータスをチェックします。

ステップ 3 ストレージクラスタ内の各 ESXiホストの FQDNを探します。

a) ESXiホストコマンドラインから。
# cat /etc/hosts

この例では、FQDNは sjs-hx-3-esxi-01.sjs.localです。

# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost.localdomain localhost
172.16.67.157 sjs-hx-3-esxi-01.sjs.local sjs-hx-3-esxi-01
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b) ストレージクラスタ内の各 ESXiホストに対して繰り返します。

ステップ 4 各 ESXiホストの FQDNを vCenter、他の ESXiホストから互いに、およびコントローラ VMから解決で
きることを確認します。

a) vCenterのコマンドラインから。
# nslookup <fqdn_esx_host1>
# nslookup <fqdn_esx_host2>
# nslookup <fqdn_esx_host3>
...

b) ESXiホストから各 ESXiホストに対して繰り返します。
c) 各コントローラ VMから各 ESXiホストに対して繰り返します。

ステップ 5 FQDN名が解決できない場合は、各 ESXiホストと各コントローラ VM上の DNS設定を確認します。

a) コントローラ VMが DNSサーバの正しい IPアドレスを認識していることを確認します。

コントローラ VMのコマンドラインから。
# stcli services dns show
10.192.0.31

a) ESXiホストの DNS設定がコントローラ VMと同じであることを確認します。

vCenterから、各ESXiホストを選択してから、[構成（Configuration）]> [DNSサーバ（DNS Servers）]
を選択します。

ステップ 6 データセンター名とクラスタ名を探してメモします。

vCenterクライアントまたはWebクライアントから、データセンター名とクラスタ名が表示されるまで
スクロールします。それらを書き留めておきます。これらは後の手順で使用します。

ステップ 7 vCenterから、クラスタを削除します。

vCenterから、データセンター >クラスタを選択します。クラスタを右クリックし、[削除（Delete）]を
選択します。

データセンターは削除しないでください。（注）

ステップ 8 vCenterでクラスタを再作成します。

a) vCenterから、データセンターを右クリックします。[新規クラスタ（New Cluster）]を選択します。

b) 削除したクラスタとまったく同じ名前を [クラスタ名（Cluster Name）]に入力します。これは、ス
テップ 6で書き留めた名前です。

ステップ 9 FQDN名を使用して、クラスタに ESXiホスト（ノード）を追加します。すべての ESXiホストに対して
この手順を繰り返します。

a) vCenterから、データセンター >クラスタを右クリックします。[ホストの追加（Add Host）]を選択
します。

b) FQDNを使用して ESXiホストを選択します。
c) クラスタ内の各 ESXiホストに対して繰り返します。

ステップ 10 クラスタを vCenterに再登録します。
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# stcli cluster reregister
--vcenter-datacenter <datacenter_name>
--vcenter-cluster <hx_cluster_name>
--vcenter-url <FQDN_name>
--vcenter-user <vCenter_username>
--vcenter-password <vCenter_Password>

HXバージョン 1.8.1c以降では、SSO URLが必要ありません。クラスタの再登録の詳細については、新
しい vCenterクラスタによるストレージクラスタの登録を参照してください。

ステップ 11 インストール後のスクリプトを使用して、VMwareクラスタ HAおよび DRSを有効にします。

a) adminとして HXクラスタ IPにログインし、＃hx_post_installコマンドを実行します。

b) [Option 1-"New / Existing Cluster" ]を選択し、すべてのログインクレデンシャルを入力します。
c) 新しいライセンスキーを入力する場合は「y」と入力します。
d) クラスタで HAと DRSを有効にするには、「y」と入力します。
e) 他のすべてのオプションで「n」を選択し、スクリプトを終了します。

ノードコンポーネントの交換
ノード上の選択したコンポーネントを交換できます。コンポーネントの中には、ノードが稼働

中でも交換できるものがあります。一部のコンポーネントを交換するには、ノードをメンテナ

ンスモードにするか、シャットダウンする必要があります。すべての現場交換可能ユニット

（FRU）のリストについては、ご使用のサーバのハードウェアインストールガイドを参照し
てください。コンポーネントによっては、交換できないものや、TACの支援がある場合にのみ
交換できるものもあります。次に示すのは、ノードで交換可能なコンポーネントの一般的なリ

ストです。

ディスクを取り外した場合、ディスクが物理的には存在しない状態でも、ディスクUUIDが引
き続きリストされます。同一クラスタ内の別のノードでディスクを再利用するには、TACにサ
ポートを依頼してください。

（注）

•ノードをシャットダウンする必要がないコンポーネント。これらはホットスワップ可能で
す。

• HDDデータドライブ。前面ベイ

ストレージクラスタのタスクについては TACにお問い合わせください。ハードウェ
アを中心とするタスクについては『ディスクの管理』を参照してください。このコン

ポーネントを交換するには、両方のタスクが必要です。

• SSDキャッシュドライブ。前面ベイ 1

ストレージクラスタのタスクについては TACにお問い合わせください。ハードウェ
アを中心とするタスクについては『ディスクの管理』を参照してください。このコン

ポーネントを交換するには、両方のタスクが必要です。
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•ファンモジュール

このコンポーネントを交換するには、ハードウェアインストールガイドを参照して

ください。

•電源

このコンポーネントを交換するには、ハードウェアインストールガイドを参照して

ください。

•ノードをメンテナンスモードにしてシャットダウンする必要があるコンポーネント。

次に示すすべてのコンポーネントについては、ハードウェアインストールガイドを参照

してください。

•ハウスキーピング SSD

このコンポーネントを交換するには、ストレージクラスタタスクとハードウェア中

心のタスクの両方が必要です。

•マザーボード上の RTCバッテリ

マザーボード自体は交換可能コンポーネントでは

ありません。ローカルハードウェアストアから

バッテリを購入し、交換する必要があります。

（注）

• DIMMS

• CPUとヒートシンク

•内部 SDカード

•内部 USBポート

•モジュラ HBAライザー（HX 220cサーバ）

•モジュラ HBAカード

• PCIeライザーアセンブリ

• PCIeカード

•トラステッドプラットフォームモジュール

• mLOMカード

• RAIDコントローラ

•仮想インターフェイスカード（VIC）

•グラフィック処理ユニット（GPU）
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