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ストレージクラスタの展開の概要
ストレージクラスタの拡張は、ストレージクラスタへのノードの追加を意味します。ストレージ

クラスタへのノード追加は、HX Data Platformインストーラを介して実行されます。ストレージ
クラスタ内でコンバージドノードとコンピューティングノードを追加または削除できます。コン

バージドノードの追加と、コンバージドノードへのハードディスクドライブ（HDD）の追加に
より、ストレージクラスタのデータストアキャパシティを増やせます。コンピューティングノー

ドの追加では、コンピューティングリソースの追加のみが行われ、ストレージクラスタのスト

レージ容量は追加されません。

メンテナンス操作の準備
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と削除、ネットワークメ

ンテナンスなどがあります。

Cisco HyperFlex Systems アドミニストレーションガイド
1



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。

（注）

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。

•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 Data Platformプラグインビーコンオプションを使用してホストまたはディスクを特定し
ます。

HXビーコンオプションは 120GB SSDには使用できません。サーバで SSDの位置を物理的
に確認します。

•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。

•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。

クラスタのメンテナンスが完了したら、次の点を確認します。

•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。

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。
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•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。

クラスタステータスの確認

手順

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 --detail

応答の例：

#of node failures tolerable to be > 0

ビーコンの設定

ビーコンは、物理ネットワークオブジェクト（ディスクなど）の接続を確認するために使用する

pingの一種です。ビーコンは発信ネットワークオブジェクトから受信ネットワークオブジェクト
に送信されます。ビーコンが受信オブジェクトから発信オブジェクトに戻ると、デバイスのライ

トが、ネットワークオブジェクト接続が機能していることを示します。

ホストビーコンの設定はUCSManagerで行います。ディスクビーコンの設定は、HXData Platform
プラグインで行います。
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手順

ステップ 1 ホスト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、[Equipment] > [Servers] > [server]を選択します。
b) UCS Managerの中央のパネルから、[General] > [Turn on Locator LED]を選択します。
c) ホストが見つかったら、ロケータ LEDをオフにします。

UCS Managerの中央のパネルから、[General] > [Turn off Locator LED]を選択します。

ステップ 2 ディスクビーコンをオンまたはオフにします。

a) 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]の順に選択します。

b) ビーコンを設定するオブジェクトを選択します。パスを選択します。

• [Cluster] > [cluster] > [Hosts] > [host]の順に選択します。

[Cluster] > [cluster] > [host]の順に選択します。

• [Cluster] > [cluster] > [host] > [Disks] > [disk]の順に選択します。

c) [Actions]ドロップダウンメニューから、[Beacon OFF]を選択します。
オブジェクトの物理的な場所を指定します。

d) [Actions]ドロップダウンメニューから、[Beacon ON]を選択します。
e) ディスクが見つかったら、ビーコンをオフにします。

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。

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。（注）

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。
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5 vMotionポートグループが 9000MTU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。

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と入力します。

7 vmotionvNICS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。

メンテナンスモードのタイプ

一部の手順では、ノードをメンテナンスモードにする必要があります。これにより、UCSManager
または vCenterを使用してノードを停止しシャットダウンする前に、すべての VMが他のノード
に移行されます。

ESXサーバメンテナンスモードには 2つのタイプがあります。

• vSphereを介しての 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ときに使用されます。

• HXData Platformプラグイン、または stcliコマンドのいずれかを介してのHXメンテナンス
モード。

このモードは次のタスクを実行する前に使用されます。

•ディスクの交換などのメンテナンスのためにホストをシャットダウンする場合。

• ESXServer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。

HXのメンテナンスモードは ESXの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われるストレージクラスタのメン

テナンスタスクでは、ESXメンテナンスモードではなく HXメンテナンスモードを必ず選択
してください。

（注）

HX メンテナンスモードの設定
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、ESXホストで
のタスクの完了後にこのモードを終了する必要もあります。

手順

ステップ 1 HXメンテナンスモードを開始および終了するための方法を決定します。
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• GUIでは、vSphereクライアントで HX Data Platformプラグインを使用します。

• CLIでは、ストレージクラスタの ESXホスト上でコントローラ VMのコマンドラインを使
用します。

すべての HX Data Platform stcliコマンドは、コントローラ VMコマンドラインから実行さ
れます。

ステップ 2 ノードを Cisco HXメンテナンスモードにします。
GUI

a) vSphere Webクライアントから、[Home] > [Hosts and Clusters] > [Hosts] > [host]の順に選択しま
す。

b) 各ホストを右クリックし、[Cisco HX Maintenance Mode] > [Enter HX Maintenance Mode]の順に
選択します。

CLI

a) ESXホストで、root権限を持つユーザとしてコントローラ VMにログインします。
b) ESXホストをメンテナンスモードに移行します。

stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip NAME) --mode enter

（stcli node maintenanceMode --helpも参照してください）

ステップ 3 ESXホストのメンテナンスタスクを実行します。

ステップ 4 ESXホストの電源をオンにします。

ステップ 5 ノードの電源を入れて ESXのリブートを実行した後、Cisco HXメンテナンスモードを終了しま
す。
GUI

a) vSphereから、[Home] > [Hosts and Clusters] > [Hosts] > [host]の順に選択します。
b) 各ホストを右クリックし、[Cisco HXMaintenance Mode] > [Exit HX Maintenance Mode]の順に選
択します。

CLI

a) ESXホストで、root権限を持つユーザとしてコントローラ VMにログインします。
b) ESXホストのメンテナンスモードを終了します。

# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip NAME) --mode exit

（stcli node maintenanceMode --helpも参照してください）

ストレージコントローラ VM へのログイン
HX Data Platformの stcliコマンドは、ストレージコントローラ VMから実行されます。通常、
これには SSHを介しての、ストレージコントローラの VMへのログインが必要になります。スト
レージクラスタ内のすべてのコンバージドノードにストレージコントローラ VMがあります。
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手順

ステップ 1 vSphere Webクライアントにログインし、HX Data Platformストレージクラスタホストの VMを
検索します。

vSphere Webクライアントナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Resources] > [Clusters] >
[storage_cluster] > [Related Objects] > [Virtual Machines] > [controller_vm]の順に選択します。

ステップ 2 ノードのストレージコントローラ VMの IPアドレスを検索します。
[controller_vm] > [Summary] > [IP Addresses]の順に選択します。

VMの IPアドレスが複数ある場合は、リストの最初の IPアドレスを使用します。

ステップ 3 ストレージコントローラ VMのコマンドシェルと SSHを開きます。
# ssh root@controller_vm_ip

プロンプトでパスワード（Cisco123）を入力します。

クラスタ内のディスクの変更
ディスク、SSDまたは HDDでは、障害が発生する可能性があります。この場合、障害が発生し
たディスクを取り外し、交換する必要があります。ホスト内でのディスクの取り外しと交換につ

いては、サーバハードウェアの指示手順に従ってください。HXDataPlatformプラグインは、SDD
または HDDを識別しストレージクラスタに組み込みます。

ストレージクラスタのデータストアキャパシティを増やすには、お使いのストレージクラスタ

でコンバージドノードにハードディスクドライブ（HDD）を追加します。

SSD の交換
SSDの交換手順は、SSDの種類によって異なります。障害が発生した SSDを特定し、関連する手
順を実行します。

手順

ステップ 1 障害が発生した SSDを特定します。すべての SSD上でビーコンチェックを実行します。

ステップ 2 障害が発生した SSDが検出されない場合は、障害が発生した SSDはハウスキーピング SSDであ
り、ストレージ SSDではありません。サーバのタイプに応じて次の操作に進みます。

• HX220cサーバの場合は HX220cノード上での 120 GB（前面）SSDの交換, （8ページ）に
進みます。

• HX240cサーバの場合、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。
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ステップ 3 障害が発生した SSDを特定したら、サーバハードウェアガイドに記載されている、ホストで障
害が発生した SSDを取り外すかまたは交換する手順に従います。
サーバハードウェアガイドに記載されている手順が完了したら、HX Data Platformプラグインは
SDDを特定し、ストレージクラスタを更新します。

ステップ 4 SSDを交換して、「Disk successfully scheduled for repair」のメッセージが表示された場合、ディス
クは存在しているが正常に機能していないということを意味します。サーバハードウェアガイド

の手順に従ってディスクが正常に追加されたことを確認します。

ステップ 5 ESXホスト上での vSphereサービスプロファイルの更新, （10ページ）の手順を完了します。

HX220c ノード上での 120 GB（前面）SSD の交換
SSDの交換手順は、SSDの種類によって異なります。障害が発生した SSDを特定し、関連する手
順を実行します。

手順

ステップ 1 障害が発生した 120 GB SSDを特定します。
これらのドライブはビーコンのチェックを通してリストされていないので、SSDドライブを物理
的に確認します。

ステップ 2 120 GB SSDを取り外し、同じ種類の新しい SSDに交換します。サーバハードウェアガイドの手
順に従います。

サーバハードウェアガイドでは、SSDを交換するために必要な物理的手順について説明します。

ハードウェアでの手順を実行する前に、ノードをメンテナンスモードにします。ハー

ドウェアでの手順を実行した後で、ノードのメンテナンスモードを終了します。

（注）

ステップ 3 SSHを使用して、影響を受けたノードのストレージコントローラ VMにログインし、次のコマン
ドを実行します。
# /usr/share/springpath/storfs-appliance/config-bootdev.sh -r -y

このコマンドは新しいディスクを使用し、そのディスクをストレージコントローラに追加しま

す。

サンプル応答

Creating partition of size 65536 MB for /var/stv ...
Creating ext4 filesystem on /dev/sdg1 ...
Creating partition of size 24576 MB for /var/zookeeper ...
Creating ext4 filesystem on /dev/sdg2 ...
Model: ATA INTEL SSDSC2BB12 (scsi)
Disk /dev/sdg: 120034MB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt ....
discovered. Rebooting in 60 seconds
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ステップ 4 ストレージコントローラ VMが自動的に再起動するのを待ちます。

ステップ 5 ストレージコントローラVMの再起動が完了したら、新しく追加されたSSDでパーティションが
作成されていることを確認します。コマンドを実行します。
# df -ah

サンプル応答

...........
/dev/sdb1 63G 324M 60G 1%
/var/stv /dev/sdb2 24G 173M 23G 1% /var/zookeeper

ステップ 6 既存のストレージクラスタにインストールされている HX Data Platformインストーラパッケージ
のバージョンを確認します。
# stcli cluster version

すべてのストレージクラスタノードに、同じバージョンがインストールされている必要がありま

す。ストレージクラスタ内の、新しい SSDを搭載したノード以外のノードのコントローラ VM
で、このコマンドを実行します。

ステップ 7 HX Data Platformインストーラパッケージを、/tmpフォルダ内のストレージコントローラ VMに
コピーします。
# scp <hxdp_installer_vm_ip>:/opt/springpath/packages/storfs-packages-<hxdp_installer>.tgz

/tmp

# cd /tmp

# tar zxvf storfs-packages-<hxdp_installer>.tgz

ステップ 8 HX Data Platformインストーラ導入スクリプトを実行します。
# ./inst-packages.sh

HX Data Platformのインストールに関する追加情報については、『Cisco HX Data Platform Getting
Started Guide』を参照してください。

ステップ 9 パッケージのインストール後、HX Data Platformは自動的に起動します。ステータスを確認しま
す。
# status storfs

サンプル応答

storfs running

新しい SSDを搭載したノードが既存のクラスタに再接続し、クラスタが正常な状態に戻ります。
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ハードディスクの交換または追加

手順

ステップ 1 ご使用のサーバのハードウェアガイドを参照し、ディスクの追加または交換の手順に従います。

ステップ 2 ストレージクラスタ内の各ノードに、同じサイズの HDDを追加します。

ステップ 3 妥当な時間内で各ノードに HDDを追加します。
ストレージは、すぐにストレージクラスタによって使用され始めます。

[vCenter Event]ログには、ノードへの変更を反映したメッセージが表示されます。

ステップ 4 UCS Managerで、ディスクを追加した後に各 HXコンバージドノードで [Re-Acknowledge]を実行
します。

ノードにディスクを追加すると、ディスクは直ちに HXでの使用が可能になりますが、ディスク
を UCS Manager Serverの [Inventory Storage]タブに含めるために、ノードの再確認が必要です。

ESX ホスト上での vSphere サービスプロファイルの更新
ストレージクラスタの ESXホストでハードウェアの変更が行われると、サービスプロファイル
が更新されます。サービスプロファイルを変更した場合、PCIパススルーを再設定する必要があ
ります。ハードウェアの変更には、SSDの交換や HDDの追加または交換が含まれています。

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。

手順

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 ダイレクトパスを設定します。

1 vCenterで、パススルーのための LSIカードを選択します。

vCenterクライアント：[ESX host] > [Configuration]タブ > [Hardware]ペイン > [Advanced Settings]
> [Edit]の順に選択します。

vCenter Webクライアント：[vCenter Inventory]から [Resources] > [Hosts] > [ESX host] > [Manage]
> [Settings] > [Hardware] > [PCI Devices] > [Edit]の順に選択します。

2 リストからパススルーのための LSIカードを選択します。
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ステップ 5 再び ESXホストを再起動します。

ステップ 6 PCIデバイスをストレージコントローラ VMにマッピングし直します。
ストレージコントローラ VMの設定を編集します。

1 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：[HX storage controller VM]を右クリックし、[Edit Settings] > [PCI device
0] > [Remove] > [OK]の順に選択します。

vCenterWebクライアント：[HX storage controller VM]を右クリックし、[Edit Settings] > [Remove
PCI device 0] > [OK]の順に選択します。

2 LSIロジック PCIデバイスを見つけて再度追加します。
vCenterクライアント：[HX storage controller VM]を右クリックし、[Edit Settings] > [Add] > [PCI
Device] > [LSI Logic PCI device] > [OK]の順に選択します。

vCenter Webクライアント：[HX storage controller VM]を右クリックし、[Edit Settings] > [PCI
Device] > [Add] > [LSI Logic PCI device] > [OK]の順に選択します。

ステップ 7 ESXホストの HXメンテナンスモードを終了します。
ホストが再度アクティブになると、HXData PlatformプラグインはHDDを特定し、ストレージク
ラスタキャパシティにストレージを追加します。
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