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概要

この資料は Hyperflex vCentre クラスタおよび Datacentre 名前を変更すると発生する問題を記述
したものです。

問題： vCenter クラスタ名を変更して下さい

stmgr に実際の vCenter クラスタ名ある、およびこのような理由で組合わせを誤まるためにこの
ようにあり、エントリにミスマッチが vCenter のクラスタの、名前を変更し、HX メンテナンス
モードおよび HX スナップショット失敗のような問題が表示されます。 HX メンテナンス モード
に HX ノードを入れるか、またはスナップショットを奪取 する時、stmgr がこのコマンドで表示
される vCenter クラスタ名の下で vCenter のノードを見つけることを試みるので。

下記のスクリーン ショットでクラスタの名前は BGL-HX-1 から HX-1 に変更されました。

しかし、stMgr にまだクラスタ名のための古い entriy あります。

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

   vCenterClusterId: domain-c276

   vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

   vCenterURL: 10.197.252.125

   vCenterDatacenterId: datacenter-195

   vCenterClusterName: BGL-HX-1 <----- Mismatch in vCenter Cluster name

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#



ソリューション： vCenter 名前を変更するプロシージャ

1. 名前変更オプションを選択した後クラスタ名を右クリックし、VC からの vCenter クラスタを
名前を変更して下さい。

2. クラスタの新しい名前を打ち込み、『OK』 をクリック して下さい。



3. vCenter のクラスタの名前を変更した後、stmgr のための vCenter クラスタ名項目を同様にア
ップデートして下さい。 それをするために、再登録をしなければなりません。

の前に再登録して下さい:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

   vCenterClusterId: domain-c276

   vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

   vCenterURL: 10.197.252.125

   vCenterDatacenterId: datacenter-195

   vCenterClusterName: BGL-HX-1 <----- Has the old entry

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Reregisteration プロセス:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter BGL-HX-DC -

-vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

の後で再登録して下さい:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

    vCenterClusterId: domain-c276

    vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

    vCenterURL: 10.197.252.125

    vCenterDatacenterId: datacenter-195

    vCenterClusterName:  HX-1          <------ New entry updated after reregister

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

問題： vCenter データセンター名前を変更して下さい

データセンター名前の名前を変更するか、または新しいデータセンターに HX vCenter クラスタ
を移動したいと思いたいと思えばこの場合 stmgr のためのエントリをアップデートするために再
登録を行わなければなりません。 そうし損う場合 stmgr は自体を古いデータセンター名前の下で
HX vCenter クラスタ 探し続けます。 それ故に HX メンテナンス モードおよび HX スナップショ
ットのような HX オペレーションの失敗に会います。

下記のスクリーン ショットで HX データセンターの名前は BGL-HX-DC から HX-DC に変更され
ました。



しかし、stMgr にまだ古いデータセンタ名前がありました。

oot@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

   vCenterClusterId: domain-c276

   vCenterDatacenter: BGL-HX-DC <----- Mismatch in vCenter Datacenter name

   vCenterURL: 10.197.252.125

   vCenterDatacenterId: datacenter-195

   vCenterClusterName: BGL-HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

ソリューション： データセンター名前を変更するプロシージャ

1. VC からの vCenter データセンターの（または新しいデータセンターを作成し、新しいデータ
センターに HX vCenter クラスタおよびホストを移動して下さい）名前を変更して下さい。 デー
タセンター名前を右クリックし、次にイメージに示すように名前変更オプションを選択して下さ
い。

2. 新しいデータセンター名前を入力し、『OK』 をクリック して下さい。



3. vCenter のデータセンターの名前を変更した後、再登録をしなければ再度ならないことするた
めに stmgr のための vCenter データセンター名前記入項目を、同様にアップデートして下さい。

の前に再登録して下さい:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

    vCenterClusterId: domain-c276

    vCenterDatacenter: BGL-HX-DC   <------- Has the old entry

    vCenterURL: 10.197.252.125

    vCenterDatacenterId: datacenter-195

    vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

再registeration プロセス:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter HX-DC --

vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

の後で再登録して下さい:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

    vCenterClusterId: domain-c276

    vCenterDatacenter: HX-DC     <------- New entry after reregister

    vCenterURL: 10.197.252.125

    vCenterDatacenterId: datacenter-195

    vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

問題： HX クラスタ名の変更

それは HX UI 見出しで表示される Hyperflex クラスタ名およびおよび VC クラスタ名が同じであ
ること本当常にではないです。  HX クラスタおよび VC クラスタを別々に指名できます。 上記の
ステップで変更する VC クラスタおよびデータセンター名前をどのようにできるか見ました。 下
記のステップは HX クラスタ名を変更するのためです。



HX UI 見出し

ソリューション： HX クラスタ名を変更するプロシージャ

この変更は再登録を必要としません名前変更の最中および後で健全に残るのでクラスタに分裂的
です。

 vCenter コンポーネント リストの左パネルのクラスタ名項目の「名前を変更します下記の
スクリーン ショットによってクラスタ」の名前を変更して下さい。 それから変更をチェッ
クするために VC WebUI の VC ページをリフレッシュして下さい 

1.

2. 以下の事項に注意して下さい:これは次を見るかもしれないようにクラスタの HX UI 見出しを
それに応じてそれに応じて変更します

HX UI 新しい「見出し」

3. 名前変更の後でクラスタをまた確認する下記のコマンドで VC UI か Hyperflex の変更が健全に
残ったことを確認することができます

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -ie "vc\|name\|state"

    name: HyperFlex StorageController

    locale: English (United States)

    fullName:  HyperFlex StorageController 3.5.1a

vCluster:

    state: online



        name: HX-2-cluster

    vCenterUrl: https://10.48.76.149

upgradeState: ok

    healthState: healthy

    state: online

        state: 1

        name: 192.168.20.102

        name: 192.168.20.103

        name: 192.168.20.101

state: online

    name: bsv-hxaf220-hv-2-1

    name: localhost

    name: localhost

    name: HX-2-cluster<---

    vCenterClusterId: domain-c402

    vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

    vCenterURL: 10.48.76.149

    vCenterDatacenterId: datacenter-61

    vCenterClusterName: HX-2-cluster

    ucsmHostName: 10.48.76.132

    name: HX-2-cluster<---

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -i -B3 "hx-2-cluster"

    entityRef:

        type: virtcluster

        id: domain-c402

        name: HX-2-cluster

--

entityRef:

    type: cluster

    id: 4498191323471460155:8678800572152099082

    name: HX-2-cluster<---

--

    vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

    clusterType: default_cluster

    dataReplicationFactor: 2

    ucsmOrg: hx-2-cluster

--

            subnetMask: 255.255.255.128

            method: dhcp

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

    vCenterClusterName: HX-2-cluster

    ucsmHostName: 10.48.76.132

    clusterAccessPolicy: lenient

    name: HX-2-cluster<---
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