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概要

この資料は「NFS Hyperflex クラスタが統合 vCenter のすべてのパス」エラーメッセージ見る場
合問題のもとを査定するために実行することができるトラブルシューティングの手順および速い
知識を与えたものです。

HX データストアはどのように ESXI でマウントされるか。

Hyperflex データストアは NFS マウントとして ESXI ホストで、NFS サーバIP を必要とする
ケースの eth1:0 仮想 な浮遊インターフェイスである NFS データストアをマウントするため
にマウントされます。

●

Hyperflex クラスタは各 IP が 1 人の点ストレージ コントローラ VM （StCtlVM）に割り当て
られるストレージ データ（eth1:0）および管理（eth0:mgmtip）のための両方仮想 な浮遊 IP
の使用を活用 します。 以下の事項に注意して下さい:それらは別の StCtlVMs に行きつくかも
しれません。

●

これの重要性はクラスタ ストレージ データ IP （eth1:0）が作成される Hyperflex クラスタで
データストアをマウントするのに使用されるものであることです。 従ってクラスタのすべて
のノードから割り当てられた到達可能それがあるためにそれは必要です。

●

以下の事項に注意して下さい:現在 eth1:0 バーチャルIP を所有する StCtlVM の失敗の場合に
は、それは FHRP として同じような方法ではたらく別の利用可能 な StCtlVM に「移行する
」必要があります（ファーストホップ冗長プロトコル（FHRP））。

●

すべてのパス

APD はホストがストレージに達することができないし、ストレージ アレイから戻る常置デバ
イスによって失われる（PDL） SCSI コードがないことを意味します。

●

損失が一時であるかどうか知らないので、（タイムアウト） + 3min （フェールオーバーのた●



めの遅延）ホストがあらゆる非バーチャル マシン I/O トラフィック失敗し始める記憶装置に
差し向けられている ESXi より多くの 140s のための通信をデフォルトで確立することを試み
続けます。
詳細については vSphere 6.x 環境の APD に関して、Vmware KB 技術情報常置デバイス損失
（PDL）および vSphere 5.x および 6.x の全パス（APD）を参照して下さい

●

イメージの下で各々の断続的なステージを説明します:●

vCenter の典型的なエラーメッセージは次の通りです。

問題の説明

見れば APD はホストの、得ますよりよく問題の説明を理解するために下記の情報を警告 します:

1 つ/複数/すべてのホストが影響を与えた場合、そしてあるホストが影響を与えたいくつか●

どの変更でも以前に 実行された（設定/アップグレード/等）●

問題が再発である場合タイムスタンプの時最初に観察される問題、そして●

トラブルシューティング作業の流れ

- vCenter 3 つのコンポーネント調べる必要がある APD、SCVM および ESXi ホストを解決するた
め。

これらのステップは推奨される作業の流れ観察されるすべてのパス現象のもとを狭くするために

https://kb.vmware.com/s/article/2004684
https://kb.vmware.com/s/article/2004684


正確に示すか、またはです。 以下の事項に注意して下さい:この順序は細かいところまで続かれる
必要がないし、それ顧客の環境で観察される特定の現象によって十分かもしれなく。

vCenter サーバをチェックインします:

vCenter サーバ（VCS）に接続し、影響を受けたホストにナビゲート して下さい

関連オブジェクトは- > 仮想マシン StCtlVM をです作動中確認し、1.
関連オブジェクトは- > データストア NFS データストアが「得難い」示すかどうか確認し。
データストアがおよびアクセス可能ようであるステータス グリーンにリセットするために
「サマリ タブを試みることができますアラートは以降をぽんと鳴らすかどうか」APD イベ
ント およびそれ以降が確認する

2.

モニタは- > 問題およびモニタ- > Events APD が最初に斑点を付けられたときに情報をで提
供する必要があります。

3.

すべての StCtlVMs をチェックインします:

すべての StCtlVMs に接続し、下記のポインタを、MobaXterm ソフトウェアを使用するかもしれ
ないです確認して下さい。

すべての StCtlVMs は日付か ntpq を使用して同じ時間があるかどうか確認して下さい–
StCtlVM の p.時間傾斜は zookeeper データベース同期化においての問題の原因となるかも
しれ、すべての StCtlVMs の中でそれがあるためにこうして同期して優先します。 NTP サ
ーバの astrick サイン infort は SCVM の NTP が同期されることを表示します。
root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# date

Tue May 28 12:47:27 PDT 2019

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# ntpq -p -4

remote refid st t when poll reach delay offset jitter

==============================================================================

*abcdefghij .GNSS. 1 u 429 1024 377 225.813 -1.436 0.176

1.

APD がどの StCtlVMs が完全に確認しアップグレードされなかった、特に最後の失敗する 1
つをかもしれませんか識別するとアップグレードの間に発生したら考慮する。 eth1:0 を以
前に保持する 1 時だったことは可能性のあるです 使用 dpkg - l | グレップ-それらがバージョ
ン springpath パッケージを混合してしまうので完全にアップグレードされない StCtlVMs を
識別する i springpath。
root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# dpkg -l | grep -i springpath

ii storfs-appliance 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Appliance

ii storfs-asup 4.0.1a-33028 amd64 Springpath ASUP and SCH

ii storfs-core 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Distributed Filesystem

ii storfs-fw 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Appliance

ii storfs-mgmt 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Management Software

ii storfs-mgmt-cli 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Management Software

ii storfs-mgmt-hypervcli 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Management Software

ii storfs-mgmt-ui 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Management UI Module

ii storfs-mgmt-vcplugin 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Management UI and vCenter Plugin

ii storfs-misc 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Configuration

ii storfs-pam 4.0.1a-33028 amd64 Springpath PAM related modules

ii storfs-replication-services 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Replication Services

ii storfs-restapi 4.0.1a-33028 amd64 Springpath REST Api's

ii storfs-robo 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Appliance

ii storfs-support 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Support

ii storfs-translations 4.0.1a-33028 amd64 Springpath Translations
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すべての関連したサービスが service_status.sh を実行しているかどうか確認して下さい: い
くつかの主要なサービスは Springpath ファイル システム（storfs）、SCVM クライアント
（scvmclient）、システム管理 サービス（stMgr） orCluster IP モニタ（CIP モニタ）です。
root@SpringpathController5L0GTCR8SA:~# service_status.sh

Springpath File System ... Running

SCVM Client ... Running

System Management Service ... Running

HyperFlex Connect Server ... Running

HyperFlex Platform Agnostic Service ... Running

HyperFlex HyperV Service ... Not Running

HyperFlex Connect WebSocket Server ... Running

Platform Service ... Running

Replication Services ... Running

Data Service ... Running

Cluster IP Monitor ... Running

Replication Cluster IP Monitor ... Running

Single Sign On Manager ... Running

Stats Cache Service ... Running

Stats Aggregator Service ... Running

Stats Listener Service ... Running

Cluster Manager Service ... Running

Self Encrypting Drives Service ... Not Running

Event Listener Service ... Running

HX Device Connector ... Running

Web Server ... Running

Reverse Proxy Server ... Running

Job Scheduler ... Running

DNS and Name Server Service ... Running

Stats Web Server ... Running

3.

これらまたは他の関連したサービスのうちのどれかがない場合、例えばそれを usingstart <
serviceName > 開始して下さい: storfs を開始して下さい サービス名を取得するために
service_status.sh スクリプトを参照することができます。 ヘッダー -n25
/bin/service_status.sh をし、サービス本名を確認して下さい。 
root@SpringpathController5L0GTCR8SA:~# head -n25 /bin/service_status.sh

#!/bin/bash

declare -a upstart_services=("Springpath File System:storfs"\

"SCVM Client:scvmclient"\

"System Management Service:stMgr"\

"HyperFlex Connect Server:hxmanager"\

"HyperFlex Platform Agnostic Service:hxSvcMgr"\

"HyperFlex HyperV Service:hxHyperVSvcMgr"\

"HyperFlex Connect WebSocket Server:zkupdates"\

"Platform Service:stNodeMgr"\

"Replication Services:replsvc"\

"Data Service:stDataSvcMgr"\

"Cluster IP Monitor:cip-monitor"\

"Replication Cluster IP Monitor:repl-cip-monitor"\

"Single Sign On Manager:stSSOMgr"\

"Stats Cache Service:carbon-cache"\

"Stats Aggregator Service:carbon-aggregator"\

"Stats Listener Service:statsd"\

"Cluster Manager Service:exhibitor"\

"Self Encrypting Drives Service:sedsvc"\

"Event Listener Service:storfsevents"\

"HX Device Connector:hx_device_connector");

declare -a other_services=("Web Server:tomcat8"\

"Reverse Proxy Server:nginx"\

"Job Scheduler:cron"\

"DNS and Name Server Service:resolvconf");

4.

どの StCtlVM が ifconfig-a を使用してストレージ クラスタ IP （eth1:0）が含まれているか
識別して下さい 可能性のある storfs が 1つ以上のノードで実行していないことを IP こと
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StCtlVM が含んでいなければ。
root@help:~# ifconfig

eth0:mgmtip Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:8b:4c:90

inet addr:10.197.252.83 Bcast:10.197.252.95 Mask:255.255.255.224

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

StCtlVM が CRMMaster と接触してあるかどうか、そして zookeeper サービスが作動中確認
して下さい srvr をエコーして下さい | モードがリーダー、従節またはスタンドアロンなら、
そして接続 > 0 NC localhost 2181 およびチェック  
root@help:~# echo srvr | nc localhost 2181

Zookeeper version: 3.4.12-d708c3f034468a4da767791110332281e04cf6af, built on 11/19/2018

21:16 GMT

Latency min/avg/max: 0/0/137

Received: 229740587

Sent: 229758548

Connections: 13

Outstanding: 0

Zxid: 0x140000526c

Mode: leader

Node count: 3577

展示者ステータスか ps - ef を保守して下さい | グレップ- i 展示者
root@help:~# service exhibitor status

exhibitor start/running, process 12519

root@help:~# ps -ef | grep -i exhibitor

root 9765 9458 0 13:19 pts/14 00:00:00 grep --color=auto -i exhibitor

root 12519 1 0 May19 ? 00:05:49 exhibitor

エラーかサービスの場合には実行しないことは下記のログを確認し、zookeeper サービスを
開始することを試みるかもしれません /var/log/springpath/exhibitor.log 

 /var/log/springpath/stMgr.logzookeeper サービスを開始するために展示者開始するを保守して下
さい

6.

かどうかすべての StCtlVMs から到達可能 VC 確認して下さい stcli クラスタ ヒント | グレッ
プ-使用される URL を示す i 「URL」VC の FQDN か IP が含まれています。 PING <VC> を
使用して VC に接続を確認して下さい
root@help:~# stcli cluster info | grep -i "url"

vCenterUrl: https://10.197.252.101

vCenterURL: 10.197.252.101

root@help:~# ping 10.197.252.101

PING 10.197.252.101 (10.197.252.101) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.197.252.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.435 ms

7.

DNS が FQDN を使用してクラスタの場合には到達可能であるかどうか確認して下さい stcli
サービス dns は StCtlVM の DNS 設定されたサーバをリストするために示します。 PING
<DNS_IP> およびホスト <FQDN> <DNS_IP> を使用して DNSサーバに接続および解決をテ
ストして下さい
root@help:~# stcli services dns show

1.1.128.140

root@help:~# ping 1.1.128.140

PING 1.1.128.140 (1.1.128.140) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 1.1.128.140: icmp_seq=1 ttl=244 time=1.82 ms

8.

すべての StCtlVMs に iptables エントリの同量があるかどうか確認して下さい:   iptables - L
| WC - l。 それらが組合わせを誤まったら、TAC ケースをオープンして下さい。
root@SpringpathControllerI51U7U6QZX:~# iptables -L | wc -l

48

9.

現在のクラスタ ステータスおよび健全性はである何 stcli クラスタ ヒント | より少しまたは
 stcli クラスタ ヒント | グレップ- i 「アクティブ\|状態\|どんな特定のノードが利用できない
ストレージと現われるか見つけることを試みている場合」利用できない。
root@SpringpathControllerI51U7U6QZX:~# stcli cluster info | grep -i

"active\|state\|unavailable"

locale: English (United States)

10.



state: online

upgradeState: ok

healthState: healthy

state: online

state: 1

activeNodes: 3

state: online

stcli   --  
root@SpringpathControllerI51U7U6QZX:~# stcli cluster storage-summary --detail

address: 10.197.252.106

name: HX-Demo

state: online

uptime: 185 days 12 hours 48 minutes 42 seconds

activeNodes: 3 of 3

compressionSavings: 85.45%

deduplicationSavings: 0.0%

freeCapacity: 4.9T

healingInfo:

inProgress: False

resiliencyDetails:

current ensemble size:3

# of caching failures before cluster shuts down:3

minimum cache copies remaining:3

minimum data copies available for some user data:3

minimum metadata copies available for cluster metadata:3

# of unavailable nodes:0

# of nodes failure tolerable for cluster to be available:1

health state reason:storage cluster is healthy.

# of node failures before cluster shuts down:3

# of node failures before cluster goes into readonly:3

# of persistent devices failures tolerable for cluster to be available:2

# of node failures before cluster goes to enospace warn trying to move the existing

data:na

# of persistent devices failures before cluster shuts down:3

# of persistent devices failures before cluster goes into readonly:3

# of caching failures before cluster goes into readonly:na

# of caching devices failures tolerable for cluster to be available:2

resiliencyInfo:

messages:

Storage cluster is healthy.

state: 1

nodeFailuresTolerable: 1

cachingDeviceFailuresTolerable: 2

persistentDeviceFailuresTolerable: 2

zoneResInfoList: None

spaceStatus: normal

totalCapacity: 5.0T

totalSavings: 85.45%

usedCapacity: 85.3G

zkHealth: online

clusterAccessPolicy: lenient

dataReplicationCompliance: compliant

dataReplicationFactor: 3

どんなデータストアがマウントされ、利用できるか
root@bsv-hxaf220m5-sc-4-3:~# stcli datastore list

----------------------------------------

virtDatastore:

    status:

        EntityRef(idtype=None, confignum=None, type=6, id='235ea35f-6c85-9448-bec7-

06f03b5adf16', name='bsv-hxaf220m5-hv-4-3.cisco.com'):

            accessible: True

            mounted: True

        EntityRef(idtype=None, confignum=None, type=6, id='d124203c-3d9a-ba40-a229-
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4dffbe96ae13', name='bsv-hxaf220m5-hv-4-2.cisco.com'):

            accessible: True

            mounted: True

        EntityRef(idtype=None, confignum=None, type=6, id='e85f1980-b3c7-a440-9f1e-

20d7a1110ae6', name='bsv-hxaf220m5-hv-4-1.cisco.com'):

            accessible: True

            mounted: True

stcli コマンドが余りに時間がかかるか、または次の sysmtool を試みるには失敗した stcli
作業命じますかもしれないです（使用しないで下さい） sysmtool ----ns クラスタ ----cmd
ヒント sysmtool ----ns クラスタ ----cmd healthdetail sysmtool ----ns データストア ----cmd
リスト 

12.

StCtlVM: ESXi 影響を受けたホストの StCtlVM

ESXi 影響を受けたホストの StCtlVM への接続応答 

確認して下さいストレージ クラスタ IP （eth1:0）とストレージ ネットワーク（StCtlVMs
の eth1）の他のサーバに接続を
stcli クラスタ ヒントを実行して下さい | グレップ- i - B 1" stctl \|それぞれクラスタで加わる
ESXi すべての管理 IP、StCtlVM eth0 （Mgmt）および StCtlVM eth1 （ストレージ データ
）を識別する hypervisor」テストして下さい接続 PING – I eth1 [– M は– s 8972] <target IP
アドレスは ESXI VMK1 と SCVM eth1 の間で >、ジャンボ フレーム テストします。

1.

それでも正確に示されない問題が持つかもしれなければ続くこと調べは記録 します
/var/log/springpath/debug-storfs.log seg エラーか重要なイベント グレップ- ai 「セグメンテ
ーション\かどうかパニックに陥る確認して下さい|重要\|パニック」デバッグ
storfs.log/var/log/springpath/stmgr.log- i oom \|mem/var/log/kern.log 

2.

最終的にまだ問題に直面しているノードの StCtlVM をリブートし、問題が持続するかどうか
確認することを試みることができます。

3.

ESXi ホストをチェックインします:

ESXi 影響を受けたホストに SSH によって接続し、次の操作を行って下さい:

esxcli  nfs  orEsxcfg NAS - NFS リストする l 
[root@bsv-hx220m5-hv-4-3:~] esxcli storage nfs list

Volume Name  Host                                     Share                 Accessible

Mounted  Read-Only   isPE  Hardware Acceleration

-----------  ---------------------------------------  --------------------  ----------  ---

----  ---------  -----  ---------------------

test         8352040391320713352-8294044827248719091  192.168.4.1:test            true

true      false  false  Supported

sradzevi     8352040391320713352-8294044827248719091  192.168.4.1:sradzevi        true

true      false  false  Supported

[root@bsv-hx220m5-hv-4-3:~] esxcfg-nas -l

test is 192.168.4.1:test from 8352040391320713352-8294044827248719091 mounted available

sradzevi is 192.168.4.1:sradzevi from 8352040391320713352-8294044827248719091 mounted

available

また /etc/vmware/esx.conf からコマンド cat /etc/vmware/esx.conf を使用して NFS によって
マウントされるデータストアの ESXi 設定の一貫性を、確認するために確認することができ
ます | グレップ- I NAS

1.

/var/log/vmkernel.log を確認し、前の手順で確認されるタイムスタンプのまわりで FAILED
状態例、マウント問題またはエラーを探して下さい

2.



IOVisor/NFS プロキシ/SCVMClient のステータスを確認して下さい サービスがコマンド
/etc/init.d/scvmclient ステータスを使用して ESXi で実行されているかどうか確認して下さい
[オプションの] esxcli ネットワーク IP 接続を使用してどのオープン接続でもリストするかど
うか確認することができます | グレップ-原始 i 「\|scvmclient」SCVMClient VIB が HX クラ
スタ、Esxcli ソフトウェア vib リスト同じバージョンであるかどうか確認して下さい | グレ
ップ- i ばね
[root@bsv-hx220m5-hv-4-3:~] esxcli software vib list | grep -i spring

scvmclient                     3.5.1a-31118                         Springpath

VMwareAccepted    2018-12-13

stHypervisorSvc                3.5.1a-31118                         Springpath

VMwareAccepted    2018-12-06

vmware-esx-STFSNasPlugin       1.0.1-21                             Springpath

VMwareAccepted    2018-11-16

clustermap」を得ることがどのエラー現在の即ち「不可能でもかどうか
/var/log/scvmclient.log を確認して下さい等/init.d/scvmclientrestart によって SCVMClient サ
ービスを必要ならば再開することができます

3.

vmk1  ESXi   IP eth1:0 esxcfg-vmknic - vmk NIC  IP l  MTUvmkping - I vmk1 [- v - s 8972] - d <target IP  >   ESXi [ ]4.
StCtlVm の名前でどのホストA をで識別するのを特定の StCtlVM が実行しているかサーバ
SN を得ることを使用される得、すぐに助けるかもしれません esxcli ハードウェアプラット
フォームは。

5.
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