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クラスタ アクセス ポリシー レベルの変更
ステップ 1

ストレージ クラスタは、クラスタ アクセス ポリシーを「strict」に変更する前にヘルシー状態である必要
があります。

ステップ 2

ストレージ クラスタ内のストレージ コントローラ VM のコマンド ラインから、次を入力します。
# stcli cluster get-cluster-access-policy
# stcli cluster set-cluster-access-policy --name {strict,lenient}

クラスタの再調整
ストレージ クラスタは、定期的なスケジュールで再調整されます。これは、使用可能なストレー
ジの変更に応じて保存データの配布を再調整し、ストレージ クラスタの正常性を復元するために
使用されます。ストレージ クラスタ内のノードを追加または削除する場合、stcli rebalance コ
マンドを使用して、ストレージ クラスタの再調整を手動で開始できます。
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クラスタの再調整ステータスと自己修復ステータスの確認

（注）

ステップ 1

再調整は、障害の発生しているノードやディスクで使用されているディスクのキャパシティに
よって、時間がかかる場合があります。

ストレージ クラスタの再調整を開始します。
a) ストレージ クラスタ内のコントローラ VM にログインします。
b) コントローラ VM コマンド ラインから次のコマンドを実行します。
# stcli rebalance start --force

ステップ 2

ストレージ コントローラ VM から再調整ステータスを確認します。
a) コマンドラインで次のコマンドを入力します。
# stcli rebalance status
rebalanceStatus:
rebalanceState:
cluster_rebalance_ongoing
percentComplete: 10
rebalanceEnabled: True

b) 進捗をモニタするには、次のコマンドを再入力します。
# stcli rebalance status
rebalanceStatus:
percentComplete: 0
rebalanceState: cluster_rebalance_not_running
rebalanceEnabled: True

c) プロセスの完了を確認するには、次のコマンド ラインを再入力します。
# stcli rebalance status
rebalanceStatus:
rebalanceState: cluster_rebalance_not_running
rebalanceEnabled: True

この例では、rebalance が有効になっており、再調整の実行準備が整っていますが、現在はストレージ
クラスタが再調整されていないことを示しています。

クラスタの再調整ステータスと自己修復ステータスの確認
ストレージ クラスタの再調整は、定期的なスケジュールと、クラスタ内の使用可能なストレージ
の容量が変化した場合に実行されます。再調整は、使用可能なストレージの量が変化した場合に
もトリガーされます。これは自動自己修復機能です。
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HX Data Platform プラグインまたはストレージ コントローラ VM コマンドラインから再調整ステー
タスを確認できます。

ステップ 1

HX Data Platform プラグインからの再調整ステータスの確認
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] > [Summary] の順に選択します。
[Status] ポートレットには自己修復ステータスがリストされます。
[Self healing status] フィールドには、再調整アクティビティまたは N/A（再調整が現在アクティブでは
ない場合）が示されます。

ステップ 2

ストレージ コントローラ VM コマンド ラインから再調整ステータスを確認する。
a) ssh を使用してコントローラ VM にログインします。
b) コントローラ VM コマンド ラインから次のコマンドを実行します。
# stcli rebalance status

次の出力は、現在ストレージ クラスタで再調整が実行されていないことを示します。
rebalanceStatus:
percentComplete: 0
rebalanceState: cluster_rebalance_not_running
rebalanceEnabled: True

HX Data Platform プラグインの [Recent Tasks] タブに、ステータス メッセージが表示されます。

スペース不足エラーの処理
システムで [Out of Space] エラーが表示された場合、ノードを追加して空き容量を増やすか、使用
されていない既存の VM を削除して領域を解放できます。
[Out of Space] の状態の場合、VM は応答しません。

（注）

ストレージ コントローラ VM は削除しないでください。ストレージ コントローラ VM の名前
には、stCtlVM というプレフィックスが付いています。

ステップ 1

ノードを追加するには、HX Data Platform インストーラのクラスタ拡張機能を使用します。

ステップ 2

未使用の VM を削除するには、次の手順を実行します。
a) どのゲスト VM が削除可能であるかを判断します。VM や命名規則によって使用されるディスク領域
などの要因を考慮できます。
b) [vCenter] > [Virtual Machines] に移動して、インベントリ内の仮想マシンを表示します。
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c) 削除する VM をダブルクリックします。
d) [Summary] > [Answer Questions] をクリックしてダイアログボックスを表示します。
e) [Cancel] オプション ボタンをクリックして、[OK] をクリックします。
f) VM の電源をオフにします。
g) VM を削除します。
ステップ 3

[Out of Space] の状態がクリアされた後で、次の操作を行います。
a) [vCenter] > [Virtual Machines] に移動して、インベントリ内の VM を表示します。
b) 使用する VM をダブルクリックします。
c) [Summary] > [Answer Questions] をクリックしてダイアログボックスを表示します。
d) [Retry] オプション ボタンをクリックして、[OK] をクリックします。

クリーナー スケジュールの確認
コマンドは通常、バックグラウンドで継続的に実行されます。cleaner は、不要に
なるとスリープ モードに入り、ポリシーにより定義されている条件に一致すると起動します。た
とえば、ストレージ クラスタで ENOSPC 状態が発生している場合には、クリーナーは自動的に高
優先度で実行されます。
stcli cleaner

クリーナーの実行中には、クラスタを展開しないでください。クリーナー スケジュールを確認する

か、必要に応じてスケジュールを調整します。

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

クリーナーのスケジュールを表示します。
# stcli cleaner get-schedule --id ID | --ip NAME

パラメータ

説明

--id ID

ストレージ クラスタ ノードの ID

--ip NAME

ストレージ クラスタ ノードの IP アドレス

vCenter 間でのストレージ クラスタの移動
vCenter クラスタ間でストレージ クラスタを移動するには、次の作業を行う必要があります。
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現在の vCenter Server から新しい vCenter Server へのストレージ クラスタの移動

1 vCenter Extension Manager を使用して HX Data Platform プラグインを削除する。
2

stcli cluster reregister

コマンドを使用してストレージ クラスタを新しい vCenter に関連付

ける。
3 古い vCenter からストレージ クラスタを登録解除する。

（注）

• このコマンドを実行するには、vCenter が稼働している必要があります。
• vCenter クラスタ間でストレージ クラスタを移動する場合、スナップショット スケジュー
ルはストレージ クラスタと共に移動しません。

現在の vCenter Server から新しい vCenter Server へのストレージ クラス
タの移動

ステップ 1

現在の vCenter から、ストレージ クラスタを削除します。

ステップ 2

新しい vCenter で、同じストレージ クラスタ名を使用して新しいクラスタを作成します。

ステップ 3

新しく作成されたストレージ クラスタ内の新しい vCenter に、ESX ホストを追加します。

次の作業
新しい vCenter クラスタへのストレージ クラスタの登録, （5 ページ） に進みます。

新しい vCenter クラスタへのストレージ クラスタの登録
はじめる前に
vCenter Server 間でストレージ クラスタを移動するタスクでは、現在の vCenter Server から新しい
vCenter Server へのストレージ クラスタの移動, （5 ページ）の手順を実行します。

ステップ 1

コントローラ VM にログインします。

ステップ 2

# stcli cluster reregister --vcenter-cluster new_vcenter_cluster --vcenter-url new_vcenter_url
--vcenter-user new_vcenter_user

必要に応じて、リストされている追加オプションを適用します。
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パラメータ

説明

--vcenter-datacenter NEWDATACENTER

新しい vCenter データセンター名。

--vcenter-cluster NEWVCENTERCLUSTER

新しい vCenter クラスタ名。

--vcenter-url NEWVCENTERURL

新しい vCenter の名前。vCenter 名は、FQDN または IP で
す。

--vcenter-sso-url NEWVCENTERSSOURL

新しい vCenter SSO サーバの URL。指定しない場合、
vcenter-url から推測されます。

--vcenter-user NEWVCENTERUSER

新しい vCenter 管理者のユーザ名。

--vcenter-password NEWVCENTERPASSWORD

新しい vCenter 管理者のパスワード。

ストレージ クラスタを再登録してから、コンピューティング専用ノードが EAM の登録に失敗したか、
EAM クライアント内に存在しないか、リソース プール内に存在しない場合は、TAC にコンピューティン
グ ノードの再登録を依頼します。
ステップ 3

スナップショット スケジュールを再入力します。
vCenter クラスタ間でストレージ クラスタを移動する場合、スナップショット スケジュールはストレージ
クラスタと共に移動しません。

次の作業
vCenter クラスタからのストレージ クラスタの登録解除, （6 ページ） に進みます。

vCenter クラスタからのストレージ クラスタの登録解除
はじめる前に
vCenter Server 間でストレージ クラスタを移動するタスクでは、新しい vCenter クラスタへのスト
レージ クラスタの登録, （5 ページ）の手順を実行します。

ステップ 1

古い vCenter サーバ MOB 拡張マネージャにログインします。
a) ブラウザで、パスとコマンドを入力します。
https://vcenter_server/mob/moid=ExtensionManager&doPath=extensionList

vcenter_server は、ストレージ クラスタが現在登録されている vCenter の IP アドレスです。
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vCenter クラスタからのストレージ クラスタの登録解除

b) 管理者用のログイン資格情報を入力します。
ステップ 2

リストをスクロールして、HX Data Platform の拡張機能を探します。
com.springpath.sysmgmt and com.springpath.sysmgmt.uuid.

ステップ 3

クリップボードに、これらの文字列をそれぞれコピーします。
文字列の端に二重引用符（”）がある場合、それを除外します。

ステップ 4

各拡張文字列の登録を解除します。
a) ページを下にスクロールして、[UnregisterExtension] をクリックします。
b) 1 つの拡張文字列をフィールドに貼り付け、[Invoke Method] をクリックします。
c) 他の文字列についても同じ手順を繰り返します。

ステップ 5

vSphere クライアント サービスを再起動します。
vSphere クライアント サービスが再起動されると、HX Data Platform の拡張機能が削除されます。vSphere
クライアント サービスを再起動すると、ブラウザを介した vCenter へのアクセスが一時的に無効になりま
す。
追加情報については、VMware のナレッジ ベース『Stopping, starting, or restarting VMware vCenter Server
Appliance 6.0 services（2109887）』を参照してください。

ステップ 6

vSphere クライアントから HX Data Platform ファイルを削除します。メソッドを選択します。
Linux vCenter
a) ルート ユーザとして ssh を使用している Linux vCenter サーバにログインします。
b) HX Data Platform プラグイン フォルダが含まれているフォルダに変更します。
vCenter 6.0 の場合
# cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity/

vCenter 5.5 の場合
# cd /var/lib/just/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity/

c) HX Data Platform プラグイン フォルダとファイルを削除します。
# rm -rf com.springpath*

d) vSphere クライアントを再起動します。
# service vsphere-client restart

Windows vCenter
a) rdp を使用して、Windows vCenter システム コマンド ラインにログインします。
b) HX Data Platform プラグイン フォルダが含まれているフォルダに変更します。
# cd "%PROGRAMDATA%\VMware\vSphere Web Client\vc-packages\vsphere-client-serenity

c) HX Data Platform プラグイン フォルダとファイルを削除します。
# rmdir /com.springpath*

d) [Service] 画面を開きます。
# services.msc

e) vCenter からログアウトして、vSphere Web クライアントを再起動します。
# serviceLogout

ステップ 7

クラスタが以前の vCenter に存在せず、新しい vCenter に存在することを確認します。
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a) 新しい vCenter にログインし、HX Data Platform プラグインが動作しストレージ クラスタ情報が表示可
能であることを確認します。
b) 以前の vCenter からログアウトし、再度ログインして HX Data Platform プラグインが削除されているこ
とを確認します。

クラスタの名前変更
HX Data Platform ストレージ クラスタを作成したら、他のプロセスを中断せずにこのクラスタの
名前を変更できます。

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]（名前を変更するクラスタ）の順に選択します。

ステップ 2

[Rename Cluster] ダイアログボックスを開きます。ストレージ クラスタを右クリックするか、またはタブ
上部にある [Actions] ドロップダウンリストをクリックします。

ステップ 3

[Rename Cluster] を選択します。

ステップ 4

テキスト フィールドにストレージ クラスタの新しい名前を入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックして新しい名前を適用します。
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