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HX Data Platform キャパシティの概要
HX Data Platformでは、キャパシティの概念はデータストアとストレージクラスタの両方に適用
されます。値は GBまたは TB単位で、次のとおりに分類されます。

• [Cluster capacity]：ストレージクラスタ内のすべてのノード上の、すべてのディスクのすべて
のストレージです。これには、クリーンアップされていないデータと各ディスクのメタデー

タのオーバーヘッドが含まれます。

クラスタの合計/使用/未使用キャパシティは、ストレージキャパシティの全体と、ストレー
ジが使用されている量に基づいています。

• [Datastore capacity]：オーバープロビジョニングなしでデータストアをプロビジョニングする
際に使用できるストレージの量です。通常、これはストレージクラスタキャパシティに非

常に近くなりますが、完全に一致するわけではありません。これには、メタデータやクリー

ンアップされていないデータは含まれません。

各データストアのプロビジョニング済み/使用/未使用キャパシティは、データストアの（シ
ン）プロビジョニングキャパシティに基づいています。データストアはシンプロビジョニ

ングされているため、プロビジョニングキャパシティ（データストア作成時に管理者が指

定）は実際のストレージを超えることができます。

• [Provisioned]：ストレージクラスタデータストアでの使用が許可され割り当てられたキャパ
シティの量です。
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プロビジョニングされた容量は、単独のストレージクラスタデータストアでの使用のため

に確保されているわけではありません。複数のデータストアが、同一のストレージキャパシ

ティからプロビジョニングされたストレージになる場合があります。

• [Over-provisioning]：すべてのデータストアに割り当てられたストレージキャパシティの量
が、ストレージクラスタに使用できる量を超えると発生します。

最初は、オーバープロビジョニングをするのが一般的です。これにより、管理者はまずキャ

パシティを割り当ててから、後で実際のストレージに合わせていくことができます。

値は、使用可能なキャパシティとプロビジョニングされたキャパシティとの差です。

有効な最大物理量よりも多くの領域が割り当てられない限り、ゼロ（0）が表示されます。

オーバープロビジョニングされたキャパシティを見直し、システムが領域不足の状態に達し

ていないことを確認してください。

• [Used]：リストされたストレージクラスタまたはデータストアで使用されるストレージキャ
パシティの量です。

HX Data Platformの内部メタデータにより、0.5 %から 1 %の領域が使用されます。このこと
により、データストアにデータがない場合であっても、HXDataPlatformプラグインに [Used]
ストレージの値が表示される場合があります。

ストレージの [Used]は、どの程度のデータストア領域が、設定ファイルやログファイル、ス
ナップショット、クローンなどの仮想マシンファイルによって占有されているかを表しま

す。仮想マシンの実行中、使用されたストレージ領域にはスワップファイルも含まれていま

す。

• [Free Capacity, storage cluster]：使用可能なキャパシティと同じです。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。

• [Free capacity, datastore]：使用可能な容量と同じです。すべてのストレージクラスタデータ
ストアの場合、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容量

と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容量との差になります。

ストレージクラスタ全体で使用されている容量は、このデータストアの計算には含まれてい

ません。データストアは頻繁にオーバープロビジョニングされるため、ストレージクラス

タのキャパシティの可用性が低く示される一方で、[Free capacity]では、すべてのストレージ
クラスタデータストアの可用性がより大きく示される場合があります。

• [UsableCapacity]：データの保存に使用できるストレージクラスタのストレージの容量です。

• [Used capacity]：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。

• [Multipleusers]：別個のデータストアに、それぞれ異なるキャパシティをプロビジョニングす
ることができます。いずれの時点においても、ユーザは割り当てられたデータストアキャパ

シティのすべてを使用しないでください。複数のユーザにデータストアキャパシティを割り

当てる場合、各ユーザにプロビジョニングされたキャパシティが受け取られたかを確認する

のは管理者の責任です。

• [Cleaner]：すべてのストレージクラスタデータストアで実行されるプロセス。このプロセス
が完了した後、すべてのストレージクラスタデータストアの合計キャパシティは、メタデー
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タを除いて、ストレージクラスタキャパシティの合計と同程度の範囲である必要がありま

す。リストされているデータストアキャパシティは、通常は HXストレージクラスタキャ
パシティと一致しません。cleanerコマンドに関する情報については、『CiscoHXDataPlatform
Command Line Interface Reference guide』を参照してください。

キャパシティ削減の理解
[Summary]タブの [Capacity]ポートレットには、重複排除と、ストレージクラスタによる圧縮に
よる削減量が表示されます。たとえば、全体的な削減量が 50 %の場合、キャパシティが 6TBの
ストレージクラスタでは、実質 9 TBのデータを保存できます。

HX Data Platformシステムで削減される合計のストレージキャパシティは、次の 2つの要素で計
算されます。

•圧縮：圧縮されているデータの量。

•重複排除：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。

重複排除と圧縮による削減は、同時に追加されるだけのものではありません。また、それぞれ独

立した操作でもありません。これらは、次のような仕組みで関連してます。まず、原則として、

ストレージで使用される固有のバイト量は重複排除を介して削減されます。そして、重複排除さ

れたストレージの使用分が圧縮され、ストレージクラスタでさらに多くのストレージが使用でき

るようになります。

VMクローンを使用する場合、重複排除と圧縮による削減は特に有用です。

削減量が 0 と表示される場合、ストレージクラスタは新規クラスタです。ストレージクラスタ

への採取データの合計では、有意なストレージ削減量を判断するには不十分です。十分なデータ

がストレージクラスタに書き込まれるまで待ちます。

次に例を示します。

1 初期値

100 GBの VMが 2回クローニングされると仮定します。

Total Unique Used Space (TUUS) = 100GB

Total Addressable Space (TAS) = 100x2 = 200 GB

この例では次のようになります。

Total Unique Bytes (TUB) = 25 GB

2 重複排除による削減

= (1 - TUUS/TAS) * 100

= (1 - 100GB / 200GB) *100

= 50%

3 圧縮による削減

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

ストレージキャパシティのモニタリング

キャパシティ削減の理解



= (1 - TUB/TUUS) * 100

= (1 - 25GB / 100GB) * 100

= 75%

4 計算後の合計削減量

= (1 - TUB/TAS) * 100

= (1 - 25GB / 200GB) * 100

= 87.5%

キャパシティステータスの概要

手順

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。
[Summary]タブの右上部にステータスバーが表示されます。次の項目を示す 4つのバーがありま
す。

説明フィールド

[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。HXストレージ
クラスタの場合、HXストレージクラスタで使
用可能な容量とHX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：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。

Storage bar

クラスタステータスバーには、ヘルス状態が

表示されます。

HXストレージクラスタステータスの概要で
す。以下が含まれます。

Converged Nodes：HXストレージクラスタ内
のストレージノードの数。

Controllers：HXストレージクラスタ内の HX
ストレージコントローラ VMの数。

Cluster Status bar
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説明フィールド

[Health State bar]は、HX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。

Health State bar

[Summary] タブの [Capacity] ポートレット
また、[Summary]タブでは、HXストレージクラスタ、ホストのキャパシティがグラフィカル形
式で表示されます。

手順

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] > [Summary]の順に選択します。

ステップ 2 [Capacity]ポートレットまでスクロールして、HXストレージクラスタのストレージキャパシティ
を表示します。

次の内容を示します。

説明フィールド

[Capacity]ポートレットには、キャパシティの
合計、未使用のキャパシティ、使用済みキャパ

シティを示す円グラフが表示されます。また、

次の情報も表示されます。

Total

データの保存に使用できるHXストレージクラ
スタのストレージの量。

Usable Capacity

データストアで使用されているキャパシティの

量。

Used

使用可能な容量と同じ。HXストレージクラス
タの場合、HXストレージクラスタで使用可能
な容量とHX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。

Free
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説明フィールド

HXストレージクラスタ内の、プロビジョニン
グされたデータストアのすべてのキャパシティ

の合計。

Provisioned

使用可能なキャパシティとプロビジョニングさ

れたキャパシティとの差。

有効な最大物理量よりも多くの領域が割り当て

られない限り、ゼロ（0）が表示されます。

オーバープロビジョニングされたキャパシティ

を見直し、システムが領域不足の状態に達して

いないことを確認してください。

Over Provisioned

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。

Total Savings

圧縮されているデータの量。Compression

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。

複製

領域ステータスの [Cluster Status] ポップアップ

手順

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] > [Summary] > [Status]の順に選択します。

ステップ 2 [Cluster Status field information]アイコンをクリックします。
これは、次の主要パフォーマンス指標を示します。

説明フィールド

HX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。

Status（ステータス）
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説明フィールド

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。

Health State

許容されているノード障害の数。Resiliency Status

設定されたクラスタアクセスポリシーの遵守

状況。

Policy Compliance

ストレージキャパシティのステータス。

• Normal：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
示されます。

• Critical：システムが割り当てられたキャ
パシティの 92%を使用している場合に表
示されます。

• Offline（読み取り専用）：システムが割り
当てられたキャパシティの 100%を使用し
ている場合に表示されます。

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。

Space Status

冗長コピーする保存データの数として選択した

値。「データレプリケーション係数の設定」を

参照してください。

Replication Factor

クラスタアクセスポリシーの設定値。アクセスポリシー

HX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。

理由
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