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概要

この資料はバージョン 3.0(1c) に後 HyperFlex クラスタの新しいインストール/配置またはアップ
グレード発生した HyperFlex 差込式問題を解決するためにステップを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco HyperFlex●

VMware vCenter●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

HyperFlex バージョン 3.0(1c)●

UCS C240M5●

VMWare vCenter 6.0 または 6.5●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

トラブルシューティングの手順

ステップ 1. vCenter Web クライエントの HyperFlex プラグインを見ないことを確認して下さい
。 > グローバル な コンポーネント リストはホームにナビゲート し、プラグインが vCenter で目



に見えるかどうか確認します。 プラグインはイメージに示すようにちょうど下記に分散スイッチ
であるはずです。

呼び出します。 vCenter ログインユーザは完全な admin 特権があることを確認して下さい。

ステップ 3 vCenter からの HX クラスタマネージメント IP への PING がはたらいたかどうか確認
して下さい（CMIP）。

ステップ 4 重複した IP 問題を特定するため CMIP への PING が断続的だったかどうか確認して
下さい。

ステップ 5.プラグインが vCenter によって管理するオブジェクト ブラウザー（暴徒）をインスト
ールされたことを確認して下さい。 このステップを実行する前にクラスタ ドメイン ID を調べて
下さい。 クラスタ ドメイン ID を、セキュア シェル（SSH） CMIP におよび動作する集めるため
このコマンド D " stcli クラスタ ヒント | グレップ-イメージに示すように i ドメイン」。

  

ステップ 6.この場合見ることができるように、ドメイン ID は c122 です。 この場合、vCenter へ



のナビゲートは殺到し、このプラグインのための拡張があるかどうか確認します。 、ログイン
https:// <vCenter IP にそうするためか FQDN>/mob。

content>extensionManager に Properties セクションの下でナビゲート し、選択して下さい（多
く。）。 リストの botton で 2 つの springpath 拡張機能が表示されます。 そのうちの一つは前に
集められるドメイン ID が含まれています。

ステップ 7. HyperFlex プラグインが vCenter Web クライエントでインストールされたこと更に
検証するために、Home>Administration>Solutions>Client プラグインにナビゲート して下さい。

表にリストされている HyperFlex （Springpath プラグイン）を見ない場合確認します新しいプラ
グインがあるようにクリックして下さい。 これはある場合 Springpath プラグインを読み込む必
要があります。 これは幾つかの分かかります。

新しいプラグインがあるように確認する前に:



新しいプラグインがあるように確認した後:



ステップ 8. vSphere Web クライエント サービス（vsphere クライアント サービス）を再開して
下さい。

Windows の vCenter サーバ

vCenter サーバが動作する Windows システムのサーバマネージャを開いて下さい。1.
[Configuration] > [Services] に移動します。2.
VMware vSphere Web クライエントを選択し、『Restart』 をクリック して下さい。3.

vCenter サーバ機器

ルートとして vCenter サーバ機器にログインに SSH を使用して下さい。1.
vSphere Web クライエント サービスを停止し、これらのコマンドの 1 つを実行して下さい
。vCenter サーバ 6.0:vsphere クライアント停止を保守して下さいvCenter サーバ 6.5:サー
ビス 制御 ----vsphere クライアントを停止して下さい

2.

これらのコマンドの助けによって vSphere Web クライエント サービスを再開して下さい。
vCenter サーバ 6.0:vsphere クライアント 開始するを保守して下さいvCenter サーバ 6.5:サ
ービス 制御 ----vsphere クライアントを開始して下さい 

3.

ラボ vCenter サーバ機器からのコマンド 出力:



ステップ 9.Delete vCenter からの extensionList [「com.springpath.sysmgmt」]暴徒。

注: 未使用ドメイン ID だけを削除するようにして下さい。 不正確なドメイン ID を削除する
場合、クラスタはオフラインになります。 ステップ 5.から正しいドメイン ID を集めて下さ
い。 また、vCenter ホストからクラスタを削除できます及びクラスタは表示し、暴徒エント
リを削除し、vCenter のクラスタを作り直し、最終的にクラスタを再登録します。 疑いがあ
ったら、続行する前に TAC SR を開いて下さい。 

ステップ 10.は同じ vCenter に HX クラスタを再再登録します。

vCenter に HX を再登録するこれらのコマンドを実行して下さい。

root@ucs-stctlvm-116-1:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter

DATACENTER --vcenter-cluster <CLUSTER> --vcenter-url <vCenterIP> --vcenter-user <USER>

ステップ 11.ログインできる前に来るために vSphere Web クライエント サービスをオンラインそ
れかかります約 5 から 10 分待って下さい。

ログイン、Cisco Hyperflex システムの下で Cisco HX データ プラットフォームを見られるはずだ



った後。

ステップ 12： これがはたらかない場合、プラグインが VCSA SSH コンソールからダウンロード
可能だったかどうか確認するため。 このテストはファイアウォール、ポート問題または証明書問
題を特定することです。

wget の使用を使って:

一口 UCS VC: | # wget https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip   --非チェック証明書

カールの使用を使って:

一口 UCS VC: | #カールv https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip 



administrator@vsphere.local として https://vCenterIPaddress/mobthen ログオンへのステップ
13.Browse。

>Extension > ExtensionManager >extensionList [「com.springpath.sysmgmt」満足させる]ナビゲ
ート > サーバ

これはどのように検知 する必要があるかです。 ExtensionServerInfo はある特定の HX クラスタ
のための同じ URL/IP を示します。 これは CMIP 現在に同じ IP であるはずです。

ステップ 14： 同じ URL DNS名は、たとえば、if[0]ExtensionServerInfo および

mailto:administrator@vsphere.local
https://vCenterIPaddress/mob


[1]ExtensionServerInfo 2 つの別々の URL DNS名だったことをサーバ暴徒出力が示さなければ、
問題でおよび問題を引き起こす可能性があります。

クラスタマネージメント IP である URL を見つけて下さい。 CtrlVM の DNS を確認し、次の手順
に従って下さい:

HX クラスタからの DNS を無効に して下さい。 ストレージ CtrlVM への SSH●

DNSサーバを確認して下さい: #stcli サービス dns は示します（DNSサーバの IP を得て下さ
い）

●

停止 DNS: #stcli サービス dns は取除きます ----dns <DNS サーバ IP>●

停止する DNS を確認して下さい: #stcli サービス dns は示します●

vCenter から extensionList [「com.springpath.sysmgmt」]暴徒を削除して下さい（ステップ
9.でカバーされる）

●

vCenter に HX クラスタを再登録して下さい（ステップ 10.でカバーされる）●

Logout 形式 Web クライエントおよびログ。 それはプラグインが出て来る場合確認されます
。

●

hx クラスタに戻って DNSサーバを追加して下さい: #stcli サービス dns は付け加えます ----
dns <DNS サーバ IP>

●

DNSサーバが動作していることを確認して下さい: #stcli サービス dns は示します ●

Log Analysis 

ログ 収集

1. vCenter ログ- https://kb.vmware.com/s/article/1011641

2. Hyperflex storfs バンドル- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/hyperconverged-
infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html

エラーメッセージの例

vCenter に HX クラスタ stMgr においての communiction 問題がある場合 1.Check vCenter virgo
ログおよび外観メッセージのために。

2. VCSA Virgo ログの場所: /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

3. stMgr ログ位置をチェックして下さい: /var/log/springpath/stMgr.log および外観 Hyperflex クラ
スタか vCenter プラグインに対応する失敗通知メッセージかエラーメッセージのために。

例は問題状況をログオンします:

stMgr failed to return a simple cluster name,

[2016-11-15T19:48:40.542Z] [WARN ] pool-9-thread-1              70000096 100001 200001

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess                 Failed to get cluster name

when checking for cluster access. org.apache.thrift.transport.TTransportException:

java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

      at org.apache.thrift.transport.THttpClient.flush(THttpClient.java:356)

https://kb.vmware.com/s/article/1011641
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html


      at org.apache.thrift.TServiceClient.sendBase(TServiceClient.java:65)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.send_getName(StMgr.java:1308)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.getName(StMgr.java:1301)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess.hasValidAccess(ThriftServiceAccess.java:228)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:28)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:12)

      at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)

      at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Caused by: java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

      at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

      at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source)

4.これが助けない場合 Cisco TAC SR を開いて下さい: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
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