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ストレージ クラスタの物理コンポーネントの概要
Cisco HX Data Platform ストレージ クラスタには次のオブジェクトがあります。これらのオブジェ
クトはストレージ クラスタの HX Data Platform によってモニタされます。これらはストレージ ク
ラスタで追加または削除できます。
• コンバージド ノード。コンバージド ノードは、VM が実行されている物理的なハードウェア
です。これらは、ディスク領域、メモリ、データ処理、電源、ネットワーク I/O などのコン
ピューティングとストレージのリソースを提供します。
コンバージド ノードがストレージ クラスタに追加されると、ストレージ コントローラ VM
がインストールされます。HX Data Platform サービスはストレージ コントローラ VM を介し
て処理されます。コンバージド ノードは、関連付けられているドライブを介してストレージ
クラスタにストレージ リソースを追加します。
ストレージ クラスタへのコンバージド 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。コンバージド ノードを削除するには、コマンド
ラインを使用します。
• コンピューティング ノード。コンピューティング ノードはコンピューティング リソースを
追加するもので、ストレージ クラスタへストレージ キャパシティを追加するものではあり
ません。これらは、CPU とメモリを含むコンピューティング リソースを追加する手段として
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使用されます。キャッシング（SSD）ドライブやストレージ（HDD）ドライブは必要ありま
せん。コンピューティング ノードは、ストレージ クラスタではオプションです。
コンピューティング ノードがストレージ クラスタに追加されると、エージェント コントロー
ラ VM がインストールされます。HX Data Platform サービスはエージェント コントローラ
VM を介して処理されます。コンピューティング ノードでは、ストレージ クラスタにスト
レージ リソースが追加されません。
ストレージ クラスタへのコンピューティング 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。コンピューティング ノードを削除するに
は、コマンド ラインを使用します。
• ディスク ドライブ。ストレージ クラスタ内のノードに必要なドライブには、ソリッド ステー
ト ドライブ（SSD）とハード ディスク ドライブ（HDD）の 2 種類があります。HDD は通
常、コンバージド ノードに関連付けられる物理ストレージ ユニットを提供します。SSD は
通常、管理をサポートします。
また、既存のコンバージド ノードに HDD を追加しても、ストレージ クラスタにストレージ
キャパシティを追加できます。ストレージ クラスタ内のいずれかのノードにストレージを追
加する場合は、ストレージ クラスタ内のすべてのノードに同等の容量のストレージを追加す
る必要があります。
ディスクが追加または取り外されると、HX Data Platform がストレージ クラスタを再調整し
て、ストレージ リソース内の変更を調節します。
コンバージド ノードでのディスクの追加や取り外しは、HX Data Platform を介しては実行さ
れません。ディスクを追加または取り外す前に、ベスト プラクティスを確認してください。
ノードでディスクを追加または取り外すための特定の手順については、サーバ ハードウェア
ガイドを参照してください。
• データストア。ストレージ容量とデータストア容量。これは、データストアを介してスト
レージ クラスタで使用でき、HX Data Platform によって管理される、組み合わせての使用が
可能な物理ストレージです。
データストアは、ストレージの使用とストレージ リソースの管理のために HX Data Platform
プラグインが使用する論理コンテナです。
データストアは、ホストが仮想ディスク ファイルと他の VM ファイルを配置する場所です。
データストアは、物理ストレージ デバイスの仕様を非表示にし、VM ファイルを格納するた
めの統一モデルを提供します。
ストレージ クラスタの観点からモニタリング可能であり、現場交換可能ユニット（FRU）として
扱われる追加のオブジェクトには、次のものがあります。これらのオブジェクトの交換について
は、サーバ ハードウェア ガイドを参照してください。
• 電源装置（PSU）
• ネットワーク インターフェイス カード（NIC）
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ホスト ステータスと設定の詳細
このセクションでは、ストレージ クラスタ ホストのステータスと設定のモニタリング メソッド
について説明します。

ホスト ステータスの [Status] ポートレット
[Summary] タブの [Status] ポートレットでは、ストレージ クラスタ、ホスト、ストレージ コント
ローラ VM のステータスが表示されます。

手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex] > [Systems]
> [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] > [Status] の順に選択して、ストレージ クラスタ
の [Status] ポータルを表示します。

ステップ 2

[Status] ペインでは、次の情報が表示されます。
パラメータ

説明

Cluster Status

ストレージ クラスタのステータス。「クラスタ
ステータスの値の理解」を参照してください。

Health State

プラットフォームのステータス。オプションに
は、「Healthy」、「Average」、「Marginal」、
「Critical」があります

Resiliency Status

許容されているノード障害の数。

Last Updated

ポートレット内の情報が更新された日付とタイ
ムスタンプ。

Replication Factor

冗長複製する保存データの数として選択した
値。「データ レプリケーション係数の設定」を
参照してください。

Converged Nodes

ストレージ クラスタのホスト数とオンラインの
ストレージ コントローラ VM の一覧。
ストレージ クラスタ内のすべてのコンバージド
のみのホストの一覧が表示されます。展開する
とホストの一覧が表示されます。
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パラメータ

説明

Compute Nodes

ストレージ クラスタ内のすべてのコンピュー
ティングのみのノードの一覧が表示されます。
展開するとホストの一覧が表示されます。

ホスト

ホストの名前。vSphere Web クライアント ホス
トの [Summary] ページへのリンクになっていま
す。

Controller Status

コンバージド ノードのストレージ コントロー
ラ VM のステータス。

Host IP

ネットワーク上のホストの IP アドレス。

情報アイコン

[Summary] タブの [Status] ポートレットには、
ストレージ クラスタとストレージ クラスタ内
のコンバージド ノードに関する追加の詳細を表
示する 2 つの情報ポップアップがあります。
[Cluster Status Information] ポップアップ
[Converged Nodes Information] ポップアップ

[Converged Nodes Information] ポップアップ
手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] > [Status] の順に選択して、ストレージ クラスタの
[Status] ウィジェットを表示します。

ステップ 2

[Converged Nodes field information]（i）アイコンをクリックします。情報ボックスでは、次の詳細
が提供されます。
フィールド

説明

Status（ステータス）

ストレージ クラスタ内のコンバージド ホスト
数とストレージ コントローラ VM の数。

ホスト

ホスト名。
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フィールド

説明

Host IP

ネットワーク上のホストの IP アドレス。

Host Status

コンバージド ノードのステータス。

コントローラ

ホスト上のストレージ コントローラ VM の名
前。

Controller IP

ホスト上のストレージ コントローラ VM の IP
アドレス。

Controller Status

コンバージド ノードのストレージ コントロー
ラ VM のステータス。

クラスタ ホストの詳細の管理
表示されるホストの詳細情報は、[HX Data Platform plug-in Manage] タブで選択した特定のストレー
ジ クラスタに対応しています。

手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Cluster] > [cluster] の順に選択します。

ステップ 2

[host] を選択します。
フィールド

説明

名前

ホスト名

モデル

ノードの物理ハードウェアのモデル番号。

Cluster id

ストレージ クラスタの固有識別子

ID

ホストの固有識別子

Serial Number

ノードの物理シリアル番号。

IPMI Address

ホストへの IPMI アクセス用の IP アドレス。

Cisco HyperFlex Systems アドミニストレーション ガイド
5

クラスタ コンポーネント ステータスのモニタリング
クラスタ ホストの詳細の管理

フィールド

説明

SCVM Address

ホストのストレージ コントローラ VM の IP ア
ドレス。

ESX Address

ホストの ESXi サーバ管理ネットワーク（サー
ビス コンソール）の IP アドレス。

状態

ホストの接続ステータス。オプションには、
[Connected]、[Disconnected]があります。

温度

ホストの物理的な温度。

Fan Speed

ホストのハードウェア ファンとファンの速度に
関する情報（RPM 単位）。

vSphere Host

VMware ESXi ホスト用の vSphere 指定名。
vSphere Web クライアント ホストの [Summary]
ページへのリンクになっています。

Status（ステータス）

HX Data Platform CLI を介して HX Data Platform
ソフトウェアをアップグレードしたときのみ表
示されます。ノードのアップグレード ステータ
スに関する次のいずれかのメッセージが表示さ
れます。
Upgrading
Waiting to upgrade
Failed to upgrade
Up to date
Upgrade Failed

アップグレード プロセスの完了後、システムに
は次のいずれかのステータス メッセージが表示
されます。
Cluster upgraded
Cluster upgrade failed
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[Manage Datastores Hosts] タブ
[Manage] > [Datastores] タブには、データストアに関連するホストがリストされます。[Hosts] タブ
では、データストアがマウントされているホストがリストされます。

手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Datastores] の順に選択します。

ステップ 2

[datastore] > [Host] をクリックします。[Hosts] テーブルには、ストレージ クラスタ内のすべてのホ
ストがリストされます。データストアを選択すると、そのデータストアとホストの関係が更新さ
れます。
パラメータ

説明

名前

ホスト名。vSphere Web クライアント データス
トアの [Summary] タブへのリンクになっていま
す。

Mount Status

ホストがデータストアにマウントされているか
どうか。

Accessible

ホストがデータストアによってアクセス可能で
あるかどうか。

Reason Inaccessible

データストアにマウントされているホストのエ
ラーに関する情報メッセージ。

vCenter ホストの概要
HX Data Platform プラグインには、vSphere Web クライアント ホストの [Summary] タブへのリンク
が含まれます。

手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Summary] > [Status] > [Converged Nodes | Compute
Nodes] の順に選択します。

ステップ 2

コンバージド ノードまたはコンピューティング ノードの下の [host] リンクをクリックします。
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vSphere Web クライアントの [Hosts Summary] ページには、選択したホストに関する情報が表示さ
れます。これは、HX Data Platform プラグインのページではありません。これらの vSphere のフィー
ルドに関する説明については、VMware のドキュメンテーションを参照してください。
フィールド

説明

ハードウェア

製造者、モデル、CPU の合計量、メモリの合計
量、仮想フラッシュ リソース、ネットワーキン
グ、ストレージ - データストアの数に関する情
報を提供

Related Objects d

ホストが関連しているクラスタ。

ディスク ステータスと設定の詳細
表示されるディスクの詳細情報は、特定のノードと [HX Data Platform plug-in Manage] タブで選択
したディスク タイプに対応しています。

手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Manage] > [Cluster] の順に選択します。

ステップ 2

[cluster] > [Disks] または [host] > [Disks] を選択します。
個別のホストを選択すると、[Disks] タブには選択したホスト上のディスクのみが表示されます。
フィールド

説明

スロット

ストレージ クラスタ上のディスクの位置（Node
A Slot 1 など）。

Disk Type

HDD や SSD などのディスクの種類。

Serial Number

ディスクのシリアル番号。

Raw Capacity d

GB 単位でのディスク領域。

ファームウェア

ディスクにインストールされているファーム
ウェア製品。

状態

ディスクのステータス。
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フィールド

説明

使用法

ディスクがプラットフォームに使用しているタ
スク。SSD のキャッシングや HDD の持続性な
どが該当します。

Version

ディスクのファームウェア バージョン。

ベンダー

ディスクの製造者名。

PSU ステータスと設定の詳細
表示される PSU の詳細情報は、[HX Data Platform plug-in Manage] タブで選択した特定のストレー
ジ クラスタに対応しています。

手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Manage] > [Cluster] の順に選択します。

ステップ 2

[cluster] > [PSUs] を選択します。
フィールド

説明

Status（ステータス）

PSU のヘルス状態。
[Power Supply] が緑色でない場合、[Cluster view]
タブの [Issues] タブに詳細情報が表示されます。

名前

ストレージ クラスタ内の PSU 名とステータス
の簡易メッセージ。

NIC ステータスと設定の詳細
表示される NIC の詳細情報は、[HX Data Platform plug-in Manage] タブで選択した特定のホストに
対応しています。
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手順
ステップ 1

vSphere Web クライアント ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Manage] > [Cluster] タブの順に選択します。

ステップ 2

[Cluster] を展開し、左のホストを選択して、右ペインの [NICs] タブを選択します。次の詳細を提
供します。
オプション

説明

MAC アドレス

NIC の MAC アドレス。

デバイス

VMware NIC のデバイス ID。

Link Speed

NIC のリンク速度。リンク速度は MBps のビッ
ト レートで示されます。
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