ストレージ クラスタの管理
• ストレージ クラスタのモニタリング, 1 ページ
• ストレージ クラスタの管理, 12 ページ

ストレージ クラスタのモニタリング
このセクションでは、ストレージ クラスタ ステータスのモニタリング メソッドについて説明し
ます。

クラスタ ステータスのモニタリングについて
HX Data Platform ストレージ クラスタに関する情報は、[Manage] タブ内の HX Data Platform プラ
グインを介して使用可能です。次のトピックでは、ストレージ クラスタの表示について説明しま
す。

クラスタ ステータスの値の理解
ストレージ クラスタ ステータスが、[Cluster] ウィジェット内の [Storage Cluster Summary] タブと、
ページ左上部の両方に表示されます。ストレージクラスタステータスの状態は、次の条件につい
て示しています。
クラスタの状態

説明

Online

ストレージ クラスタが vCenter に接続されており、動作可能
です。

Offline

ストレージ クラスタは使用できません。
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HX Data Platform のオブジェクト

クラスタの状態

説明

Degraded

vCenter クラスタの状態が「Offline」か、プラットフォーム
のヘルス状態が「Average」です
ストレージ クラスタに（ディスク、ノード、またはネット
ワークなどの）障害が 1 つ以上あります。1 台もしくは複数
台のディスクを交換して、ストレージ クラスタを再調整す
る必要があります。データは引き続き使用可能です。
ストレージ コントローラ VM が動作不能の場合、ストレー
ジ クラスタの状態が「Degraded」に変更され、ノードは
「Missing」としてリストされます。

警告（Warning）

ストレージ クラスタ リソース管理サーバが動作していない
か、ストレージ クラスタ ヘルスが「marginal」です。デー
タの損失を防ぐため、1 つもしくは複数のディスクを交換し
て、ストレージ クラスタを再調整する必要があります。
プラットフォームのヘルス状態は「Marginal」です。

不合格

クラスタの作成に失敗した、（または）プラットフォーム
のヘルス状態が「Critical」です。

In Progress

クラスタの作成が進行中です。

Out of Space

システムの記憶域の容量が不足しています。ストレージを
追加するか、データを削除して記憶域を解放する必要があ
ります。

Read Only

ストレージ クラスタは読み取り専用モードです。ストレー
ジ クラスタにデータを書き込むことはできません。

HX Data Platform のオブジェクト
vCenter インベントリ内でストレージ クラスタの一覧を表示するには、vSphere Web クライアント
ナビゲータから、[Home] > [vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data
Platform] の順に選択します。[Objects] タブに、すべての設定済みストレージ クラスタの一覧が表
示されます。
フィールド

説明

名前

選択したストレージ クラスタの名前。

Status（ステータス）

ストレージ クラスタのステータス。
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[HX Data Platform Summary] タブ

フィールド

説明

Free

使用可能な容量と同じ。ストレージ クラスタの場合、これ
はストレージ クラスタで使用可能な容量とストレージで使
用されている容量との差になります。

Used

ストレージが使用している量。

Total

容量と同じ。すべてのストレージ クラスタ データストアに
プロビジョニングされたストレージの量。

ノード

ストレージ クラスタ内のコンバージド ノードとコンピュー
ティング ノードの数。

[HX Data Platform Summary] タブ
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[Home] > [vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex
Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] の順に選択して、[summary] タブにアク
セスします。[Summary] タブから、ストレージ クラスタ、ホスト、データストアに関する情報を
表示できます。
項目

説明

[Summary] タブ上部パネル。

ストレージクラスタのステータスとキャパシティステー
タスのサマリーを表示します。

[Summary] タブ ウィジェット。

ステータス サマリーの詳細を表示します。

[Capacity] ウィジェット。

ストレージ クラスタとホスト キャパシティをグラフィ
カル形式で表示します。

[Performance] ウィジェット。

ストレージ クラスタの I/O 操作、スループット、および
レイテンシのパフォーマンスをグラフィカル形式で表示
します。

[Status] ウィジェット。

ストレージ クラスタ、ホスト、コントローラ VM のス
テータスが表示されます。

[Summary] タブの上部パネル
[Summary] タブで、ストレージ クラスタ、ホスト、ディスク、データストアの概要情報をモニタ
します。また、[Summary] タブでは、ストレージ クラスタ、ホストのキャパシティ、パフォーマ

Cisco HyperFlex Systems アドミニストレーション ガイド
3

ストレージ クラスタの管理
[Summary] タブの上部パネル

ンスがグラフィカル形式で表示されます。vSphere Web クライアント ナビゲータから、[Home] >
[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary]
の順に選択します。
フィールド

説明

情報アイコン

[Cluster Summary Information] ポップアップを表示します。

Total Nodes

ストレージ クラスタ内のホスト数。

Datastores

ストレージ クラスタ内のデータストア数。

Version

HX Data Platform ソフトウェアのバージョン番号。

モデル

HX シリーズ サーバのモデル番号（HX220c、HX240c など）。

VC Cluster

vCenter コンピューティング クラスタへのライブ リンクです。
vCenter クラスタ自体にアクセスするには、リンクをクリック
します。

Storage bar

[Storage bar] には、ストレージの概要情報が表示されます。
• Used：ストレージが使用している量。
• Free：使用可能な容量と同じ。ストレージ クラスタの場
合、ストレージクラスタで使用可能な容量とストレージ
クラスタで使用されている容量との差になります。
• Capacity：すべてのストレージ クラスタ データストアに
プロビジョニングされたストレージの量。

Cluster Status bar

[Cluster Status bar] では、ストレージ クラスタの全体的なステー
タスを表示します。ストレージ クラスタ ステータスの概要は
次のとおりです。
• Converged Nodes：ストレージ クラスタ内のストレージ
ノード数。
• Controllers：ストレージ クラスタ内のストレージ コント
ローラ VM の数。

Health State bar

[Health State bar] では、ストレージ クラスタの全体的なヘルス
状態を表示します。
許容されているホスト障害の数が一覧表示されます。許容さ
れているホスト障害に関する詳細については、「HX Data
Platform のハイ アベイラビリティ」を参照してください。
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[Cluster Summary Information] ポップアップ

[Cluster Summary Information] ポップアップ
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[Home] > [vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex
Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary]の順に選択します。[Information] アイコ
ンをクリックして、次の内容を表示します。
フィールド

説明

Cluster UUID

選択したストレージ クラスタに割り当てられた UUID。

node1、node2...

選択したストレージ クラスタ内の各ノードの ID。

Cluster Uptime

ストレージ クラスタが作成されてからの合計時間。

Copy to Clipboard

この情報ポップアップのコンテンツをクリップボードにコピー
するボタン。

[Status] ポートレット
[Status] ポートレットでは、ストレージ クラスタ、ホスト、ストレージ コントローラ VM のステー
タスが表示されます。vSphere Web クライアント ナビゲータから、[Home] > [vCenter Inventory Lists]
> [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] > [Status] の順に選択
します。
フィールド

説明

Cluster Status

ストレージ クラスタのステータス。「クラスタ ステータスの
値の理解」を参照してください。

Health State

プラットフォームのステータス。オプションには、
「Healthy」、「Average」、「Marginal」、「Critical」があり
ます

Resiliency Status

許容されているノード障害の数。

Last Updated

ウィジェット内の情報が更新された日付とタイムスタンプ。

Replication Factor

冗長複製する保存データの数として選択した値。
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[Cluster Status Information] ポップアップ

フィールド

説明

Converged Nodes

ストレージ クラスタのホスト数とオンラインのストレージ コ
ントローラ VM の一覧。
ストレージ クラスタ内のすべてのコンバージドのみのホスト
の一覧が表示されます。
展開するとホストの一覧が表示されます。

Compute Nodes

ストレージ クラスタ内のすべてのコンピューティングのみの
ノードの一覧が表示されます。
展開するとホストの一覧が表示されます。

ホスト

ホストの名前。vSphere Web クライアント ホストの [Summary]
ページへのリンクになっています。

Controller Status

コンバージド ノードのストレージ コントローラ VM のステー
タス。

Host IP

ネットワーク上のホストの IP アドレス。

情報アイコン

[Summary] タブの [Status] ポートレットには、ストレージ クラ
スタとストレージ クラスタ内のコンバージド ノードに関する
追加の詳細を表示する 2 つの情報ポップアップがあります。

[Cluster Status Information] ポップアップ
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[Home] > [vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex
Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] > [Status] の順に選択します。[Information]
アイコンをクリックします。
フィールド

説明

Status（ステータス）

ストレージ クラスタのステータス。

Health State

プラットフォームのステータス。オプションには、
「Healthy」、「Average」、「Marginal」、「Critical」があり
ます

Resiliency Status

許容されているノード障害の数。

Policy Compliance

設定されたクラスタ アクセス ポリシーの遵守状況。
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クラスタ設定の概要

フィールド

説明

Space Status

ストレージ キャパシティのステータス。
• 通常。システムはアラートのしきい値を下回っています。
• Warning。システムが割り当てられたキャパシティの 76
% を使用している場合に表示。
• Criticalシステムが割り当てられたキャパシティの 92% を
消費している場合に表示。
• [Offline (Read-Only)]：システムが割り当てられたキャパ
シティの 100% を消費している場合に表示。
パーセントの値は、クリーナーの完了程度に応じて、1 ～ 2 %
異なる場合があります。

Replication Factor

冗長複製する保存データの数として選択した値。

アクセス ポリシー

クラスタ アクセス ポリシーの設定値。

理由

ストレージ クラスタの状態を端的に表したメッセージ。
[Reason] フィールドに表示するコンテンツがない場合は、
[Cluster Status Information] ポップアップは表示されません。

クラスタ設定の概要
包括的なストレージ クラスタの設定に関する情報を、単一のドキュメントの一覧にまとめていま
す。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] > [Actions] > [Summary]の順に選択します。
フィールド

説明

Cluster Name

選択したストレージ クラスタの名前。

Cluster Status

ストレージ クラスタのステータス。

Nodes

ストレージ クラスタ内のノード数の一覧。

Subnet

ストレージ クラスタ内のネットワークの一覧。

vSphere Configuration

vSphere サーバの IP アドレスまたは DNS 名の一覧。

Network Services

有効なネットワーク サービスの一覧。
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クラスタ設定の概要

フィールド

説明

AutoSupport Enabled

HX Data Platform AutoSupport 機能が有効になっているかどう
か。テクニカル アシスタンス センター（TAC）に問い合わせ
ください。

Mail Sender

自動サポートが有効な場合、この電子メールアドレスから自動
サポート通知が送信されます。

メール サーバ

自動サポートが有効な場合、この SMTP メール サーバで自動サ
ポートの電子メールが処理されます。

Available Capacity

空き容量と同じ。ストレージ クラスタの場合、ストレージ ク
ラスタで使用可能な容量とストレージ クラスタで使用されてい
る容量との差になります。

拡張クラスタの概要には、次のものが含まれます。
フィールド

説明

クラスタ名
Cluster Name

選択したストレージ クラスタの名前。

Cluster Management IP Address

ストレージ クラスタの管理ネットワークで使用する IP アド
レス

Cluster Data IP Address

ストレージ クラスタのデータ ネットワークで使用する IP ア
ドレス

Replication Factor

冗長複製する保存データの数として選択した値。

クラスタのステータス
Cluster Status

ストレージ クラスタのステータス。

Health Status

プラットフォームのステータス。オプションには、
「Healthy」、「Average」、「Marginal」、「Critical」があり
ます。

ノード
Converged Nodes

Cisco HyperFlex Systems アドミニストレーション ガイド
8

ストレージ クラスタ内のすべてのコンバージド ノードの一覧
が表示されます。

ストレージ クラスタの管理
クラスタ設定の概要

フィールド

説明

Compute Nodes

ストレージ クラスタ内のすべてのコンピューティングのみの
ノードの一覧が表示されます。

モデル

ノードの物理ハードウェアのモデル番号。

Serial Number

ノードの物理シリアル番号。

Node Name

ネットワークで使用されるノードの名前。

ハイパーバイザ

ストレージ クラスタの管理ネットワークで使用する IP アド
レス。

Storage Controller

ストレージ コントローラ VM の IP アドレス。

サブネット
Management Network

管理ネットワークのネットワーク情報。

Data Network

データ ネットワークのネットワーク情報。

VLAN Tag

ストレージ クラスタの作成時に指定された VLAN タグ。

Subnet Mask

ストレージ クラスタの作成時に指定されたサブネット マス
ク。

デフォルト ゲートウェイ

ストレージ クラスタの作成時に指定されたデフォルト ゲート
ウェイ。

vSphere の設定
vCenter Server

ストレージ クラスタをホストする vCenter サーバ名。

Datacenter Name

ストレージ クラスタで共有される vCenter のデータセンター
名。

クラスタ名

ストレージ クラスタをホストする vCenter クラスタ名。

ネットワーク サービス
DNS サーバ

ストレージ クラスタ アクセスで名前の逆引き参照を提供する
ように設定された任意の DNS サーバの IP アドレス。

NTP Servers

HX Data Platform プラグインの時間の同期を提供する NTP サー
バの IP アドレスまたはサーバ名。
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[Cluster Summary] ペイン

[Cluster Summary] ペイン
[Manage] タブでは、ディスクや HX Data Platform ストレージ クラスタにハードウェアの問題があ
る場合にアラートを表示し、トラブルシューティング情報を提供します。

（注）

使用しているハードウェアと HX Data Platform に応じて、HX Data Platform プラグインの表示
に、SSD、HDD、PSU、NIC、ホストなどの物理ハードウェア コンポーネントを示すシミュ
レートされた内容が含まれる場合があります。こうした追加のタブのオプションがある場合
は、[Physical] や [Table] が表示されます。オプションがない場合は、領域が空白になり、[Table]
タブの中身が表示されます。
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] > [Manage] > [Cluster] の順に選択して、[cluster summary] ペイン
にアクセスできます。[cluster] を選択します。
フィールド

説明

モデル

HX Data Platform ストレージ クラスタのモデル番号。

Serial Number

クラスタのシリアル番号。

Converged Nodes

ストレージ クラスタ内でストレージ リソースに使用されてい
るホスト数。

ハードディスク

ストレージ クラスタ内のハード ディスク数。

SSD

ストレージ クラスタ内のソリッド ステート ディスクの数。

PSU1 Status and PSU 2 Status

ストレージ クラスタ内の PSU の電源と接続のステータス。

vCenter クラスタの概要
HX Data Platform プラグインには、vSphere Web クライアント ストレージ クラスタの [Summary]
タブへのリンクが含まれます。
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] の順に選択して、[vCluster] サマリーにアクセスで
きます。
次に、[VC Cluster] リンクをクリックします。vSphere Web クライアントの [Summary] ページには、
選択したストレージ クラスタに関する情報が表示されます。これは、HX Data Platform プラグイ
ンのページではありません。vSphere のフィールドに関する説明については、VMware のドキュメ
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[vCenter Cluster HX Data Platform] ポートレット

ンテーションを参照してください。ストレージ クラスタに戻るには、[Cisco HyperFlex Systems]
ウィジェット内のクラスタ名のリンクをクリックします。

[vCenter Cluster HX Data Platform] ポートレット
HX Data Platform プラグインには、vSphere Web クライアント ストレージ クラスタの [Summary]
タブへのリンクが含まれます。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。
選択したストレージ クラスタと [Cisco HyperFlex Systems] ポートレットに関する情報を参照する
には、[VC Cluster] のリンクをクリックします。
フィールド

説明

名前

ストレージ クラスタ名。ストレージ クラスタの、HX Data
Platform プラグインの [Summary] ページへのリンクです。

Capacity

すべてのストレージ クラスタ データストアにプロビジョニン
グされたストレージの量。

Free

使用可能な容量と同じ。ストレージ クラスタの場合、ストレー
ジ クラスタで使用可能な容量とストレージ クラスタで使用さ
れている容量との差になります。

Savings

HX Data Platform システムによって削減されたキャパシティ。

Total Savings

HX Data Platform システムによって削減されたキャパシティの
合計。

Compression

圧縮されているデータの量。

複製

重複排除されているデータの量。重複排除は、冗長データの削
除によって記憶域を削減する手法です。重複のないデータのイ
ンスタンスが 1 つだけ保存されます。

Datastore Capacity

実際のキャパシティではなく、収集された数値になります。
クォータによる割り当てを経ずにプロビジョニングされている
場合は、プロビジョニングされたデータストアの合計キャパシ
ティとは必ずしも一致せず、実際のストレージ クラスタのキャ
パシティも反映しません。

Provisioned Capacity

すべてのストレージ クラスタ データストアに割り当てられた
キャパシティです。

Used Capacity

すべてのストレージ クラスタ データストアで使用されている
キャパシティです。
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ストレージ クラスタの管理

フィールド

説明

Available Capacity

空き容量と同じ。ストレージ クラスタの場合、ストレージ ク
ラスタで使用可能な容量とストレージ クラスタで使用されてい
る容量との差になります。

ストレージ クラスタの管理
選択されたアクティビティは、ストレージ クラスタ レベルで実行できます。

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。

（注）

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。

手順
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
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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。

手順
ステップ 1

ssh

ステップ 2

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。

を使用してコントローラ VM にログインします。

# 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。
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手順
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。
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。

手順
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
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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。
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。

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
手順
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, （15 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, （15 ページ）の手順を実行します。

手順
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。

Cisco HyperFlex Systems アドミニストレーション ガイド
15

ストレージ クラスタの管理
vCenter 間でのストレージ クラスタの移動

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。

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, （16 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, （15 ページ）の手順を実行します。

手順
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。
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。
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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。
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。
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