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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。

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。

（注）
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ステップ 1 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。

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) vSphereWebクライアントナビゲータから、[vCenterインベントリリスト（vCenter InventoryLists）]>
[Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [クラスタ（cluster）] > [概要（Summary）]の
順に選択します。

[状態（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。
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[自己修復の状態（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 [最近のタスク（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 [スペース不足（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。

[スペース不足（Out of Space）]の状態の場合、VMは応答しません。

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。

（注）

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] > [仮想マシン（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。

c) 削除する VMをダブルクリックします。
d) [概要（Summary）] > [質問に回答（AnswerQuestions）]をクリックしてダイアログボックスを表示し
ます。

e) [キャンセル（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 [スペース不足（Out of Space）]の状態がクリアされた後で、次の操作を行います。
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a) [vCenter] > [仮想マシン（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) [概要（Summary）] > [質問に回答（AnswerQuestions）]をクリックしてダイアログボックスを表示し
ます。

d) [再試行（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

stcli cleaner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。

cleaner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

説明パラメータ

ストレージクラスタノードの ID--id ID

ストレージクラスタノードの IPアドレス--ip NAME

ストレージクラスタの vCenter間の移動計画
vCenterデータセンターまたは vCenterクラスタの名前を変更すると、HXストレージクラス
タを再登録する必要があります。

ストレージクラスタを 1つの vCenterクラスタから移動するには、リストされている手順が必
要です。詳細については、次のトピックを参照してください。

1. このタスクの前提条件を満たしてください。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）を参照してください。

2. 古い vCenterからクラスタを削除し、新しい vCenterに新しいクラスタを作成します。同じ
クラスタ名を使用します。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）を参照してください。
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3. vCenter拡張マネージャを使用して HX Data Platformの登録を解除します。参照先 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）

4. stcli cluster reregisterコマンドを使用して HXストレージクラスタを新しい vCenterに関連
付けます。新しい vCenterクラスタへのストレージクラスタの登録（9ページ）を参照
してください。

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

始める前に

• HXクラスタが 1.8(1c)より古いHXData Platformのバージョンを実行している場合は、新
しい vCenterの再登録を試行する前にアップグレードします。

•このタスクは、メンテナンスウィンドウが表示されている間に実行します

•クラスタが正常でありアップグレードの状態が [OK]で正常であること確認します。コン
トローラ VMのコマンドラインから stcliコマンドを使用して状態を表示できます。

# stcli cluster info

次の応答を確認します。

upgradeState: ok
healthState: healthy

• VCenterが起動し実行中であることを確認します。

• 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。

ステップ 1 現在の vCenterから、クラスタを削除します。

これは、HXストレージクラスタが作成されたときに指定された vCenterクラスタです。

ステップ 2 新しい vCenterで、同じ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 新しく作成されたクラスタ内の新しい vCenterに、ESXホストを追加します。

次のタスク

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。
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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
このステップは省略可能であり、必要ありません。そのまま古い vCenterの HX Data Platform
プラグインの登録だけにすることをお勧めします。

始める前に

ある vCenterサーバと別の vCenterとの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。

•複数の HXクラスタが同じ vCenterに登録されている場合、すべての HXクラスタが異な
るvCenterに完全移行されるまでこの手順を試みないでください。この手順を実行すると、
vCenterに登録されている既存の HXクラスタには障害になります。

（注）

ステップ 1 EAM拡張機能の登録解除および削除（6ページ）の手順を実行します。

これは、HXクラスタを古い vCenterサーバから削除（登録解除）するための手順です。

また、当該の vSphereサーバにインストールされている HXクラスタよりも多くの ESXエージェンシーが
存在する場合、クリーンアップが必要な古い EAM構成がある可能性があります。

ステップ 2 vSphereクライアントからの HX Data Platformファイルの削除（8ページ）の手順を実行します。

ステップ 3 HXクラスタが vCenterから登録解除されたことの確認（9ページ）の手順を実行します。

次のタスク

新しい vCenterクラスタへのストレージクラスタの登録（9ページ）に進みます。

EAM拡張機能の登録解除および削除

HXDataPlatformを部分的にインストールしているかアンインストールしている場合、または、
当該のvSphereにインストールされているHXクラスタよりも多くのエージェンシーがあるHX
クラスタを登録解除している場合、HXData Platform拡張機能のための古いESXAgentManager
（EAM）が残っている場合があります。Managed Object Browser（MOB）拡張マネージャを使
用して、古い拡張を削除します。

始める前に

•まだの場合、vSphere ESX Agent Manager SDKをダウンロードします。

•複数の HXクラスタが同じ vCenterに登録されている場合、すべての HXクラスタが別の
vCenterに完全に移行されるまで、この手順を実行しないでください。この手順を実行す
ると、vCenterに登録されている既存の HXクラスタには障害になります。
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• vSphereクラスタからデータセンターを削除します。

ステップ 1 HXクラスタの UUIDを指定します。

各エージェンシーには、基盤となる vSphere拡張機能を参照するフィールド、cluster_domain_idがありま

す。この拡張機能 IDには、Managed Object ID（moid）が使用されています。

HyperFlexクラスタが複数ある場合は、登録を解除する正しいクラスタ IDを選択することを確認します。

ストレージコントローラ VMコマンドラインから次のコマンドを実行します。
# stcli cluster info | grep vCenterClusterId:
vCenterClusterId: domain-c26

ステップ 2 ストレージクラスタの拡張機能を登録解除する：vCenterサーバMOB拡張機能マネージャにログインしま
す。

まず、HyperFlexクラスタを登録解除します。

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

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。

b) 管理者用のログインクレデンシャルを入力します。

ステップ 3 クラスタ IDを持つHXストレージクラスタ拡張機能を探します。[Properties] > [extensionList]をスクロー
ルして、次のストレージクラスタ拡張機能を探します

com.springpath.sysmgmt.cluster_domain_idおよび com.springpath.sysmgmt.uuid.cluster_domain_id。

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 各ストレージクラスタ拡張機能の登録を解除します。

a) [Methods]テーブルから [UnregisterExtension] をクリックします。
b) [UnregisterExtension]ポップアップに拡張機能のキー値である com.springpath.sysgmt.cluster_domain_id

を入力します。

例：com.springpath.sysgmt.domain-26

c) [Invoke Method]をクリックします。

ステップ 5 古い EAM拡張機能を削除する：vCenterサーバMOB ESXエージェンシー拡張機能マネージャにログイン
します。

次に、HyperFlexクラスタに関連付けられていた古い EAM拡張機能を削除します。

a) ブラウザで、パスとコマンドを入力します。

https://vcenter_server/eam/mob/

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。

b) 管理者用のログインクレデンシャルを入力します。
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ステップ 6 当該のクラスタ IDを持つ古い HXストレージクラスタの ESXエージェンシー拡張機能を見つけます。

a) [Properties] > [agency] > [Value]をスクロールします。
b) エージェンシーの値をクリックします。
c) [Agency]ウィンドウで、[Properties] > [solutionID] > [Value]の拡張機能を確認します。正しい

cluster_domain_idがあることを確認します。

例：com.springpath.sysgmt.domain-26

ステップ 7 古い ESXエージェンシー拡張機能を削除します。

a) [Agency]ウィンドウの [Methods]テーブルからメソッドを選択します。

古いESXエージェンシーは、destroyAgencyまたは uninstallのいずれかを使用すると削除できます。

b) [method]ポップアップで、[Invoke Method]をクリックします。

ステップ 8 [ExtensionManager]タブを更新し、[extensionList]エントリに com.springpath.sysgmt.cluster_domain_idと

いう拡張機能が含まれていないことを確認します。

ステップ 9 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。

vSphereクライアントからの HX Data Platformファイルの削除

このタスクは、HXストレージクラスタの vCenterからの登録解除に含まれる手順です。

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 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を含む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

HXストレージクラスタの管理
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Windows vCenter

a) リモートデスクトッププロトコル（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を含む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) [サービス（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

HXクラスタが vCenterから登録解除されたことの確認

このタスクは、HXストレージクラスタの vCenterからの登録解除に含まれる手順です。

HXクラスタがもう古い vCenter上ではないことを確認します。

始める前に

次の項に記載の手順を実行します。

• EAM拡張機能の登録解除および削除（6ページ）

• vSphereクライアントからの HX Data Platformファイルの削除（8ページ）

ステップ 1 古い vCenterからログアウトします。

ステップ 2 古い vCenterに再度ログインし、HX Data Platformプラグインが削除されていることを確認します。

新しい vCenterクラスタへのストレージクラスタの登録

始める前に

vCenter Server間でストレージクラスタを移動するタスクでは、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）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コマンドを実行します。
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stcli cluster reregister [-h] --vcenter-datacenterNEWDATACENTER --vcenter-clusterNEWVCENTERCLUSTER
--vcenter-url NEWVCENTERURL [--vcenter-sso-url NEWVCENTERSSOURL] --vcenter-user
NEWVCENTERUSER [--vcenter-password NEWVCENTERPASSWORD]

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。

構文の説明 説明必須またはオプショ

ン

オプション

新しい vCenterクラスタの名前。必須作業です。--vcenter-cluster
NEWVCENTERCLUSTER

新しい vCenterデータセンターの名前。必須作業です。--vcenter-datacenter
NEWDATACENTER

新しい vCenter管理者のパスワード。これはオプションで

す。

--vcenter-password
NEWVCENTERPASSWORD

新しい vCenter SSOサーバの URL。これを指
定しない場合は、--vcenter-urlから推論され

ます。

これはオプションで

す。

--vcenter-sso-url
NEWVCENTERSSOURL

新しい vCenterの URL、<vcentername>。
<vcentername>には、FQDNまたは IPアドレ
スを指定できます。

必須作業です。--vcenter-url
NEWVCENTERURL

新しい vCenter管理者のユーザ名。必須作業です。--vcenter-user
NEWVCENTERUSER

応答の例：

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...
Enter NEW vCenter Administrator password:
Waiting for Cluster creation to finish ...

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 クラスタ上にコンピューティングノードが存在する場合は、再登録の完了後に、コンピューティングノー
ドを再追加します。

# stcli node add --node-ips <computeNodeIP> --controller-root-password <ctlvm-pwd> --esx-username

<esx-user> --esx-password <esx-pwd>

ステップ 4 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。
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クラスタの名前の変更
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。

これらの手順は、vCenterクラスタではなく、HXクラスタの名前の変更に適用されます。（注）

ステップ 1 vSphere Webクライアントナビゲータから、[vCenterインベントリリスト（vCenter Inventory Lists）] >
[Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [クラスタ（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 [クラスタの名前変更（RenameCluster）]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 [操作（Actions）]ドロップダウンリストをクリックします。

ステップ 3 [クラスタの名前変更（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。

HXクラスタ名は 50文字を超えることができません。

ステップ 5 [OK]をクリックして新しい名前を適用します。

HXストレージクラスタの管理
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