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Cisco HyperFlex System アップグレードの概
要
• HyperFlex System アップグレードの概要, 1 ページ
• Cisco HyperFlex HX シリーズ システム の互換性マトリクス, 2 ページ
• サポートされているアップグレード パス, 4 ページ

HyperFlex System アップグレードの概要
Cisco HyperFlex System には、お使いの環境に応じてアップグレードされる可能性のある複数のコ
ンポーネントがあります。HX 1.8 にアップグレードするときには、すべての前提条件が満たされ
ていることを確認する必要があります。データ損失を防いでダウンタイムを最小限に抑えるには、
すべての手順を順番に実行してください。各コンポーネントのアップグレード プロセスは、一方
向でのみ実行可能です。
HyperFlex システムのコア コンポーネントは次のとおりです。
• Cisco UCS インフラストラクチャ
• UCS サーバ ファームウェア
• HX Data Platform インストーラ
• HX Data Platform ソフトウェア
• VMware ESXi
エンドポイントのアップグレードの順序は、アップグレード パスによって異なります。
正常にアップグレードするには、アップグレード プロセスに影響を及ぼすアップグレード オプ
ションと作業順序について理解しておく必要があります。オンライン モードまたはオフライン
モードで、アップグレードを導入することができます。
オンライン アップグレード オプション
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Cisco HyperFlex System アップグレードの概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム の互換性マトリクス

オンライン アップグレードでは、サービスが中断されることなく、すべての VM が稼働状態を維
持します。アップグレードが開始した後、ユーザの操作は必要ありません。ただし 1 つの HX ノー
ドがダウンして入出力が減少するため、メンテナンス時間帯にアップグレードを行うことをお勧
めします。

（注）

ネストされた vCenter（HX データストア上の vCenter）でアップグレードする場合は、オンラ
イン アップグレードのみが可能です。
オフライン アップグレード オプション
短い時間枠でアップグレードするのが適切で、ワークロードのダウン時間が許容される場合には、
オフライン アップグレードを実行します。
オフライン モードでアップグレードを実行するときには、Cisco HX Data Platform がオフラインに
なります。ただしストレージ コントローラ VM が稼働しているため、コマンド ライン stcli にア
クセスしたり、vSphere Web クライアント HX Data Platform プラグインを使用したりすることで
Cisco HX Data Platform 管理を表示できます。vSphere Web クライアントは、ストレージの I/O レイ
ヤについてレポートできます。stcli cluster info コマンドは、ストレージ クラスタ全体のステー
タスが offline であることを返します。
アップグレード プロセス
Cisco UCS インフラストラクチャおよびファームウェアのアップグレードでは、標準的な作業手
順に従います。また、VMware ESXi のアップグレードでも標準的な作業手順に従います。
HX ストレージ クラスタのアップグレードは、ストレージ クラスタ内のいずれかの HX ノード上
のストレージ コントローラ VM（SCVM）から実行されます。ストレージ クラスタ内のすべての
HX ノードは、開始ストレージ クラスタ ノードから始まって 1 ノードずつ順次アップグレードさ
れます。このプロセス中に、実行中の VM はクラスタ内の別のノードに vMotion されます。これ
により、VM がアクティブ状態を保ちます。
オンライン アップグレードでは、DRS を介してこれが自動的に行われます（ただしこの機能が有
効化されてライセンス付与されている場合）。DRS が有効でない場合、ユーザは手動で VM を移
行する必要があります。
アップグレード プロセスの間、アップグレードされる各ノードは、オフラインになった後にオン
ラインに戻ります。あるノードがオンライン ステータスに戻ってクラスタが再び正常な状態に
なって初めて、次のノードがアップグレードされます。アップグレード コマンドを実行中のノー
ドがアップグレードされている間、そのノードへの直接通信が一時的に切断されます。

Cisco HyperFlex HX シリーズ システム の互換性マトリク
ス
アップグレードする前にオープン状態の解決済み警告を参照してください。新しい機能を確認し、
『Cisco HX Data Platform Release Notes』を参照してください。
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Cisco HyperFlex System アップグレードの概要
Cisco HyperFlex HX シリーズ システム の互換性マトリクス

ハードウェアとソフトウェアの相互依存関係の完全なリストについては、「Hardware and Software
Interoperability for Cisco HyperFlex HX-Series」の UCSM リリース バージョンを参照してください。
サポートされている HyperFlex ソフトウェアのバージョン
HyperFlex リリース

HX Data Platform インス HX Data Platform
トーラ

UCS FI ファームウェア

1.8(1f)

1.8(1f)

1.8(1f)

3.1(2b)、3.1(2c)

1.8(1e)

1.8(1e)

1.8(1e)

3.1(2b)、3.1(2c)

1.8(1c)

1.8(1c)

1.8(1c)

3.1(2b)、3.1(2c)

1.8(1b)

1.8(1b)

1.8(1b)

3.1(2b)

1.8(1a)

1.8(1a)

1.8(1a)

3.1(2b)

1.7.3

1.7.3

1.7.3

2.2(7c)

1.7.1

1.7.1-14835

1.7

2.2(7c)

1.7.1

1.7.1

1.7

2.2(6f)

サポートされている VMware vSphere のバージョンとエディション
HyperFlex のバージョン

VMware vSphere のバージョン

VMware vSphere のエディショ
ン

1.8(1f)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3 Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

1.8(1e)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3 Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

1.8(1c)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3 Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

1.8(1c)

5.5 U3

1.8(1b)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3 Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

1.8(1a)

6.0 U1b、6.0 U2、6.0 U2 Patch 3 Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

1.7.3

6.0 U1b、6.0 U2

Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

1.7.3

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

1.7.1

6.0 U1b

Enterprise、Enterprise Plus、
Standard、Essentials Plus、ROBO

Enterprise、Enterprise Plus
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Cisco HyperFlex System アップグレードの概要
サポートされているアップグレード パス

HyperFlex のバージョン

VMware vSphere のバージョン

VMware vSphere のエディショ
ン

1.7.1

5.5 U3

Enterprise、Enterprise Plus

サポートされているアップグレード パス
次の 4 つのテーブル マトリックスは、サポートされている Cisco HyperFlex Systems のアップグレー
ド パスをマップします。
Cisco HX Data Platform マトリックス
Cisco HX Data Platform のバージョン

サポートされているアップグレード パス
1.8(1f)

1.8.(1f)

—

1.8(1e)

Yes

1.8(1c)

Yes

1.8(1b)

Yes

1.8(1a)

Yes

1.7.x

Yes

Cisco UCS Manager マトリックス
Cisco UCS Manager の
バージョン

サポートされているアップグレード パス
3.1(2c)

3.1(2b)

2.2(7c)

3.1(2c)

—

—

—

3.1(2b)

Yes

—

—

2.2(7c)

Yes

Yes

—

2.2(6f)

Yes

Yes

Yes
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Cisco HyperFlex System アップグレードの概要
サポートされているアップグレード パス

VMware ESXi マトリックス
• ESXi 5.5 U3b バージョンの場合、ESXi のアップグレードを推奨します。詳細については、
Cisco TAC にお問い合わせください。
• ESXi 6.0 U1 バージョンの場合、ESXi のアップグレードを推奨します。PSOD や OS のクラッ
シュのためにノードが応答しなくなるという既知の VMware の問題があります。VMware KB
の記事、『VMware ESXi 6.0, Patch ESXi600-201608401-BG: Updates esx-base, vsanhealth, vsan
VIBs (2145664)』を参照してください。
VMware ESXi のバー
ジョン

サポートされているアップグレード パス
6.0 U2 Patch3

6.0 U2

6.0 U1b

6.0 U2 Patch3

—

—

—

6.0 U2

Yes

—

—

6.0 U1b

Yes

Yes

—

5.5 U3b（HX240c の
み）

Yes

Yes

Yes

Cisco UCS Manager でサポートされる Cisco HX Data Platform のバージョン
Cisco UCS Manager のバージョ
ン

Cisco HX Data Platform

1.8.x

1.7.x

3.1(2c)

Yes

—

3.1(2b)

Yes

—

2.2(7c)

—

Yes

2.2(6f)

—

Yes
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Cisco HyperFlex System アップグレードの概要
サポートされているアップグレード パス
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アップグレードのシナリオとワークフロー
• アップグレードのシナリオとワークフロー, 7 ページ

アップグレードのシナリオとワークフロー
次のようなアップグレードが必要になる可能性があります。
シナリオ

参照先

既存の単一クラスタ

単一クラスタ アップグレード表

既存の複数クラスタ

複数クラスタ アップグレード表

同じ HX FI に新しいクラスタを追加する

クラスタ追加表

既存の HX クラスタに新しい HX ノードを追加 クラスタ拡張表
する
考慮事項：新しい HX ノードには、既存の HX ノードとは異なる CPU が含まれることがありま
す。

アップグレードは、HX クラスタ全体、FI、および HX クラスタ コンポーネントに適用されます。
要件に基づき、次のアップグレードが必要になることがあります。
1 既存の HX クラスタ全体を新しいバージョンに
2 UCS ファブリック インターコネクトのみ
3 HX Data Platform
4 UCS ファームウェア
5 UCS ファームウェアと HX Data Platform を組み合わせたアップグレード
6 ESXi のアップグレード
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アップグレードのシナリオとワークフロー
アップグレードのシナリオとワークフロー

注目

HX Data Platform（HXDP）の現在のバージョンが 1.8(1a/1b) の場合は、HXDP コンポーネン
トのみを 1.8(1c) にアップグレードします。
• 次の表を参照して、ご使用の環境で HX Data Platform ソフトウェアと UCS ファームウェ
ア コンポーネントをそれぞれ分割アップグレードする必要があるか、両方を組み合わせ
たアップグレードを実行する必要があるかを判断してください。
• 分割アップグレードの場合は、「no connection」エラー メッセージを回避するために、
HX Data Platform を最初に更新してから UCS ファームウェアを更新する必要があります。
表 1：アップグレード コンポーネントの選択

コンポーネント

アップグレード元

アップグレードするバー
ジョン

HX Data Platform ソフトウェアと UCS HXDP 1.7.1/1.7.3
ファームウェアの両方を組み合わせた UCS ファームウェア
アップグレードを実行します。参照先： 2.2(6f)/2.2(7c)
Cisco HX Data Platform と UCS ファーム
ウェアを組み合わせたアップグレード,
（31 ページ）

1.8(1c)

HXDP 1.8(1a)/1.8(1b)
HX Data Platform ソフトウェアのみを
アップグレードします。詳しくは、Cisco
HX Data Platform ソフトウェアのアップ
グレード, （29 ページ）を参照してく
ださい。

1.8(1c)

3.1(2b)

VMware ESXi バージョン 5.5 U3 がある場合は、アップグレードする必要があります。Cisco
TAC にご連絡ください。
考慮事項：
FI バージョンは常に、最も高いクラスタ バージョンに等しいか、それより高くなければなり
ません。
HX Data Platform および UCS ファームウェア バンドルに互換性がある必要があります。
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アップグレードのシナリオとワークフロー
アップグレードのシナリオとワークフロー

表 2：単一クラスタ アップグレード

現在の状態

コンポーネント

現在：

アップグレード後：

2.2(6f)/2.2(7c)
単一の HX クラ UCS インフラ
スタ：すべての
コンポーネント HX Data Platform 1.7.1/1.7.3/1.8(1a)/1.8(1b)
をアップグレー
ド
2.2(6f)/2.2(7c)
UCS ファーム
ウェア
ESXi

5.5 U3b
（注）

6.0 U1

3.1(2b)
1.8(1c)
最新パッチへのアップグレード
3.1(2b)

6.0 U2 パッチ 3
注：この
このアップグレードに関しては Cisco
バージョン TAC にご連絡ください。
は、HX240c
ノードでの
みサポート
されていま
す。
オプション 1：アップグレードの必
要なし
オプション 2：6.0 U2 パッチ 3 の最
新バージョンへのアップグレード

アップグレード
パス

• 上記のすべてのコンポーネントをオンライン モードまたはオフライン モー
ドでアップグレードする必要があります。
• ESXi は別個にアップグレードされます。
• メンテナンス時間が短い場合は、HX Data Platform を最初にアップグレー
ドしてから、後で UCS ファームウェアをアップグレードすることで分割
アップグレードを実行できます。
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アップグレードのシナリオとワークフロー
アップグレードのシナリオとワークフロー

表 3：複数クラスタ環境のアップグレード

オプション

アクション

現在：

アップグレード後：

部分的なアップ
グレード

ステップ 1：既存の UCS FI のみを
アップグレードします

2.2(6f)/2.2(7c)

3.1(2b)

複数クラスタ：1
つのクラスタの
みをアップグ
レード

参照先： ファブリック インターコネ
クトでの Cisco UCS インフラストラ
クチャのアップグレード, （25 ペー
ジ）
ステップ 2：HXDP と UCS ファーム HXDP 1.7.1/1.7.3
ウェアの組み合わせアップグレード
を実行する 1 つのクラスタを選択し
ます
参照先： Cisco HX Data Platform と UCS FW
2.2(6f)/2.2(7c)
UCS ファームウェアを組み合わせた
アップグレード, （31 ページ）

1.8(1c)

ESXi は別個にアップ
グレードされます。

6.0 U2 パッチ 3

ESXi

5.5 U3b
（注）

6.0 U1

注：この
バージョ
ンは、
HX240c
ノードで
のみサ
ポートさ
れていま
す。

最新パッチへのアッ
プグレード
3.1(2b)

このアップグレード
に関しては Cisco
TAC にご連絡くだ
さい。

オプション 1：アッ
プグレードの必要な
し
オプション 2：6.0
U2 パッチ 3 の最新
バージョンへのアッ
プグレード

（注）

1 HX Data Platform（HXDP）の現在のバージョンが 1.8(1a/1b) の場合は、HXDP コ
ンポーネントのみを 1.8(1c) にアップグレードします。UCS ファームウェアはアッ
プグレードしないでください。
2 最初の 1.7 クラスタ アップグレード後に残りの 1.7x クラスタをアップグレードす
る必要があります。これは、予期しない停電やリブートが発生した場合に、残りの
クラスタの設定がサポートされない状態になるためです。ただし、複数のメンテナ
ンス時間帯にアップグレードを分散させることができます。
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オプション

アクション

現在：

アップグレード後：

すべてのクラス オンラインまたはオフライン アップグレード プロセスに従ってすべてのクラ
タのフル アップ スタをアップグレードします。
グレード

表 4：新しいクラスタの追加

オプション

アクション

コンポーネント 現在：

新しい 1.8 ク
ラスタを既存
の 1.7 クラス
タに追加（既
存のクラスタ
を 1.7 のまま
にする）

ステップ 1： UCS インフラ
アップグレー
ドのみ。

2.2(6f)/2.2(7c)

アップグレード後：
3.1(2b)

参照先： ファ
ブリック イン
ターコネクト
での Cisco
UCS インフラ
ストラクチャ
のアップグ
レード, （25
ページ）
ステップ 2：新しい HX クラスタを追加します。
『Getting Started Guide』の「Setting up Multiple Clusters」の章を参照してくださ
い。
注：新しい 1.8x クラスタを追加するときには、新しい下位組織にそれを配置し
てください。これにより、将来、両方のクラスタを別個にアップグレードできる
ようになります。
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オプション

アクション

アップグレー ステップ 1：
既存のクラス
ドの完了
タ全体をアッ
新しい 1.8 ク
プグレードし
ラスタを既存
ます。
の 1.7 に追加
（既存のクラ オンライン
スタを 1.8 に アップグレー
アップグレー ド
ド）
オフライン

コンポーネント 現在：

アップグレード後：

UCS インフラ

2.2(6f)/2.2(7c)

3.1(2b)

HX Data
Platform

1.7.1/1.7.3/1.8(1a)/1.8(1b) 1.8(1c)

UCS ファーム
ウェア

2.2(6f)/2.2(7c)

最新パッチへのアップグレー
ド
3.1(2b)

アップグレー
ド
ステップ 2：新しい HX クラスタを追加します。
『Getting Started Guide』の「Setting up Multiple Clusters」の章を参照してくださ
い。
注：新しい 1.8x クラスタを追加するときには、新しい下位組織にそれを配置し
てください。これにより、将来、両方のクラスタを別個にアップグレードできる
ようになります。
HX Data Platform（HXDP）の現在のバージョンが 1.8(1a) の場合は、HXDP のみを 1.8(1c) に
アップグレードします。詳しい手順については、「HX Data Platform のアップグレード」の項
を参照してください。
任意

ESXi

5.5 U3b

6.0 U2 パッチ 3

（注）

注：こ このアップグレードに関して
のバー は Cisco TAC にご連絡くださ
ジョン い。
は、
HX240c
ノード
でのみ
サポー
トされ
ていま
す。

6.0 U1

オプション 1：アップグレー
ドの必要なし
オプション 2：6.0 U2 パッチ
3 の最新バージョンへのアッ
プグレード
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表 5：新しい HX ノードの追加

オプション
新しい 1.8 HX
ノードを既存の
1.7 クラスタに追
加（既存のクラス
タを 1.7 のままに
する）

アクション

コンポーネント

現在：

アップグレード
後：

ステップ 1：Cisco TAC に連絡して、新しい 1.8x HX ノードのコンポーネン
トを手動でダウングレードします。
ステップ 2：EVC を有効にします。詳しい手順については、『Getting Started
Guide』の「Setting Up Mixed Cluste」のセクションを参照してください。
ステップ 3：次に、新しいノードを既存のクラスタに追加します。『Getting
Started Guide』の「Expand Cisco HyperFlex Clusters 」の章を参照してくださ
い。

アップグレードの ステップ 1：既 UCS インフラ
存のクラスタ全
完了
HX Data Platform
体をアップグ
新しい 1.8 HX
レードします。
ノードを既存の
1.7 クラスタに追 オンライン アッ
加（既存の 1.7 ク プグレード
UCSファームウェア
ラスタを 1.8 に
オフライン アッ
アップグレード） プグレード

2.2(6f)/2.2(7c)

3.1(2b)

1.8(1c)
1.7.1/1.7 パッ
チ/1.7.3/1.8(1a)/1.8(1b) 最新パッチへの
アップグレード
2.2(6f)/2.2(7c)

3.1(2b)

ステップ 2：EVC を有効にします。詳しい手順については、『Getting Started
Guide』の「Setting Up Mixed Cluste」のセクションを参照してください。
ステップ 3：1.8 ノードを追加します。詳しい手順については、『Getting
Started Guide』の「Expanding HyperFlex Clusters」の章を参照してください。
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オプション

アクション

任意

コンポーネント

現在：

アップグレード
後：

ESXi

5.5 U3b

6.0 U2 パッチ 3

（注）

6.0 U1

注：こ
のバー
ジョン
は、
HX240c
ノード
でのみ
サポー
トされ
ていま
す。

このアップグレー
ドに関しては Cisco
TAC にご連絡くだ
さい。

オプション 1：アッ
プグレードの必要
なし
オプション 2：6.0
U2 パッチ 3 の最新
バージョンへの
アップグレード
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章

Cisco HyperFlex System アップグレードの注
意事項
• アップグレードの前提条件, 15 ページ
• ソフトウェアのダウンロード, 17 ページ
• ブートストラップ プロセス, 18 ページ
• アップストリーム ネットワーク接続のテスト, 19 ページ
• ESXi ホストと CntlVM の NTP 設定が一致しているかどうかの確認, 20 ページ

アップグレードの前提条件
Cisco HyperFlex ドメインのすべてのエンドポイントが完全に機能しており、それらのエンドポイ
ントのファームウェアのアップグレードを開始する前に、すべてのプロセスが完了している必要
があります。たとえば、検出されていないサーバのファームウェアはアップグレードまたはダウ
ングレードできません。各エンドポイントは、機能するためにファームウェアが必要な Cisco
HyperFlex ドメインのコンポーネントです。
エンドポイントのアップグレードの間、記載されているベスト プラクティスに従ってください。
1 リリース ノートおよび適切なハードウェアおよびソフトウェア相互運用性の表 を参照し、す
べての HX サーバのオペレーティング システムのドライバのレベルが、アップグレード予定の
リリースに対して正しいレベルになっていることを確認します。
a HyperFlex HCL リストで、最新のソフトウェア バンドル バージョンであることを確認しま
す。
b すべてのサーバのオペレーティング システムのドライバのレベルが、アップグレード予定
の Cisco UCS のリリースに対して正しいレベルになっていることを確認します。 サーバ
ハードウェアの識別については、『Cisco UCS Driver Installation Guide』を参照してくださ
い。
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2 設定を All Configuration バックアップ ファイルにバックアップします。詳細な手順について
は、『Cisco UCS Manager Configuration Guide』を参照してください。
3 ファームウェアのアップデートを実行する前に、ファブリック インターコネクトに関連するイ
メージをダウンロードするため、UCS Manager イメージ管理インターフェイスを使用します。
イメージはファブリック インターコネクトのブートフラッシュのパーティションに保存されま
す。ソフトウェアのダウンロード, （17 ページ）を参照してください。
4 HX Data Platform アップグレードの前に、ESXi 6.0 にアップグレードしておく必要があります。
これは、リリース 1.8.x では ESX 6.0 U1、6.0U2 および 6.0U2 パッチ 3 のみがサポートされる
ためです。ESXi のアップグレード, （33 ページ）を参照してください。
5 SSH をすべての ESXi ホストで有効なままにしておきます。
6 ESXi ホストの NTP 設定が適切に行われていることを確認します。ESXi ホストと CntlVM の時
刻が一致している必要があります。
HX クラスタの各コントローラ VM に SSH でログインし、時刻が同期されていることを確認し
ます。ESXi ホストと CntlVM の NTP 設定が一致しているかどうかの確認, （20 ページ）を参
照してください。
7 アップグレード中に VM が自動的に移行されるよう vMotion を必ず有効にして、MTU を Jumbo
に設定してください。VM カーネル インターフェイスの追加について、詳しくは vMotion イン
ターフェイスの設定, （46 ページ） を参照してください。
8 HyperFlex クラスタが正常な状態であることを確認し、HX コントローラ VM 領域の使用率を
チェックします。HyperFlex ノードのアップグレードの検証, （46 ページ）を参照してくださ
い。
9 クラスタが寛容モードであることを確認します。そうでない場合、クラスタを寛容モードに設
定します。詳しくは、寛容モードの設定, （45 ページ）を参照してください。
10 NTP がファブリック インターコネクトで設定されていることを確認します。
Cisco UCS Manager GUI から、[Administrator] タブ > [Time Zone Management] をクリックしま
す。
11 オンライン アップグレードでは、IE および Chrome ブラウザのみがサポートされます。Firefox
ブラウザには旧バージョンのフラッシュが組み込まれている可能性があるため、Firefox を使用
しないでください。
12 ノードを削除またはシャットダウンする際は、使用可能なノードの数が最小数の 3 を下回らな
いようにしてください。3 を下回るとストレージ クラスタが正常に動作しなくなります。3 ノー
ド クラスタのノードを削除または交換する場合は、Cisco TAC にご連絡ください。
13 アップグレードの対象に応じて、適切なメンテナンス時間を設ける必要があります。
• Cisco UCS インフラストラクチャのオンライン アップグレードには平均 1 時間かかりま
す。
• 4 ノード クラスタのオンライン アップグレードには平均 6 時間かかります。23 個の HDD
を含む HX240c クラスタではもっと時間がかかることがあります。
• 4 ノード クラスタのオフライン アップグレードには平均 2 ～ 3 時間かかります。
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ソフトウェアのダウンロード
HyperFlex のアップグレードを成功させるために、HyperFlex System のコンポーネントのバンドル
を Cisco の Web サイトからダウンロードできます。
1 HX Data Platform のアップグレード バンドル（.tgz ファイル）
2 VMware ESXi
3 Cisco UCS インフラ（A）バンドル、B および C バンドル、およびファームウェア
すべてのコンポーネントを HyperFlex のダウンロード用 Web サイト からダウンロードできます。
Cisco UCS バンドルとファームウェアをダウンロードした後、Cisco UCS Manager にそれらをコ
ピーする必要があります。
UCS Manager に UCS バンドルをコピーします。

ステップ 1

Cisco UCS Manager GUI にログインします。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Equipment] タブをクリックします。

ステップ 4

[Equipment] タブから [Equipment] ノードを展開します。

ステップ 5

[Work] ペインから、[Firmware Management] > [Installed Firmware] > [Download Firmware] の順にクリックし
ます。

ステップ 6

[Download Firmware] ダイアログボックスで、[Location of the Image File] フィールドの [Local File System] オ
プション ボタンをクリックし、必須フィールドに入力します。

ステップ 7

[Filename] フィールドに、イメージ ファイルのフル パスと名前を入力します。
ファームウェアイメージファイルが配置されているフォルダへの正確なパスがわからない場合は、[Browse]
をクリックしてファイルにナビゲートします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトのファームウェア
バンドルのダウンロードを開始します。

ステップ 9

[Download Tasks] タブで、ダウンロードのステータスをモニタします。
（注）
UCS Manager がブートフラッシュの空き領域不足を報告した場合、[Packages] タブでもう使用し
ない古いバンドルを削除して空き領域を増やします。ブートフラッシュの空き領域を表示する
には、[General] タブの下の [work] ペイン領域にある [Equipment] > [Fabric Interconnect] > [Local
Storage Information] に移動します。

ステップ 10 必要なすべてのファームウェアとバンドルがファブリック インターコネクトにダウンロードされるまで、
このタスクを繰り返します。
これにはインフラストラクチャ（A）バンドル、ブレード バンドル（B）、およびラック バンドル（C）
が含まれます。
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ブートストラップ プロセス
ブートストラップ プロセスを使用すると、Cisco HX Data Platform Plug-in をアップグレードできま
す。

（注）

クラスタ管理 IP アドレスを持つノードでこの手順を実行します。

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] を選択します。

ステップ 2

[Actions] > [Summary] を選択して、[Cluster Management IP address] をメモします。

ステップ 3

root 権限を使用して SSH でクラスタ管理 IP アドレスに接続します。

ステップ 4

最新の HX Data Platform アップグレード バンドルをこのコントローラ VM に転送します。
お使いのオペレーティング システムに応じて、SCP を直接使用するか、WinSCP や MobaXterm などのサー
ドパーティ ツールをダウンロードすることができます。

ステップ 5

コントローラ VM シェルから、/tmp ディレクトリに移動します。
警告
/tmp 以外のフォルダを使用しないでください。また、サブフォルダを作成しないでくださ
い。

ステップ 6

tar –zxvf <storfs package name>.tgz

を使用してパッケージの圧縮を解除します。

例：
tar –zxvf storfs-packages-2.0.1a-20704.tgz

これにより、すべてのファイルが /tmp フォルダのルートに解凍されて抽出されます。
ステップ 7

cluster-bootstrap.sh スクリプトを呼び出して、アップグレード用のパッケージをブートストラップします。
コマンドを実行します。
:~# ./cluster-bootstrap.sh --vc-url <vCenter IP or FQDN> --vcenter-user administrator@vsphere.local

vCenter FQDN または IP アドレスと、管理者レベルのユーザ名/パスワードを入力します。
例：
root@ucs-stctlvm-101-1:/tmp# ./cluster-bootstrap.sh
Preparing...
Enter vCenter Host: 1.1.1.1
Enter vCenter User: admin
Enter vCenter password:2222
Cluster upgrade bootstrap is required. Updating now...
Installing HyperFlex Software Package
--------------------------------------------------------------------------BUILD_ID:19694
Release: 1.8.1c
Tag:
Date: 20161023
Branch: 1.8.1
Install Date: Mon Oct 24 18:52:26 UTC 2016
-----------------------------------------Applying changes to HX controller
Cron stop/waiting
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Cron start/running, process 23868
HX controller changes done
Migrating instll directory to front SSD
Installing python module simplejson
Installing python module vcversioner
Installing python module functools32...
wait for system management service to restart...
[1]Waiting for services to start...
Updating vCenter plugin ...
Updating plugin version for Springpath Storage Manager from 1.8.1.19547 (GA build)
to 1.8.1.19694
Updated plugin version to 1.8.1.19694
Bootstrap completed.

システム管理サービスが再開されてブートストラップ プロセスが完了するまで待ちます。HX Data Platform
のプラグイン が更新されたかどうかを確認します。
ステップ 8

クラスタ管理 IP コントローラ VM からログアウトします。vSphere Web クライアントから必ずログアウト
してください。
（注）
単にブラウザを閉じないでくださ
い。

ステップ 9

vSphere Web クライアントに再度ログインして、HX Data Platform のプラグイン を更新します。

アップストリーム ネットワーク接続のテスト
hx-storage-data および vMotion のアップストリーム スイッチがジャンボ フレーム用に設定されて
いることを確認してください。この手順をスキップすると、Cisco UCS インフラストラクチャの
アップグレード中に入出力が中断される可能性があります。

ステップ 1

ノードを Cisco HX メンテナンス モードにします（Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始, （47
ページ）を参照してください）。

ステップ 2

ESX ホストの 1 つに SSH で接続します。

ステップ 3

ping が成功することを確認します。
vmkping -I vmk1 -d -s 8972 <data IP of address of another host>

ステップ 4

vswitch-hx-storage-data のアクティブなインターフェイスをスワップして、トラフィックのアップストリー
ムを強制します。
esxcli network vswitch standard policy failover set -a vmnic2 -s vminc3 -v vswitch-hx-storage-data

ステップ 5

ping が成功することを確認します。
vmkping -I vmk1 -d -s 8972 <data IP of address of another host>

ping に失敗した場合は、もう一度やり直してください。
vmkping -I vmk1 -d -s 1472 <data IP of address of another host>
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注目

ステップ 6

ping に失敗した場合は、Cisco UCS ファームウェアのアップグレードに進まないでください。Cisco
TAC までお問い合わせください。

ping が失敗した場合でも、インターフェイスをデフォルトに戻します。
esxcli network vswitch standard policy failover set -a vmnic3 -s vminc2 -v vswitch-hx-storage-data

ステップ 7

ノードの Cisco HX メンテナンス モードを終了します（Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了, （
48 ページ）を参照してください）。

ESXi ホストと CntlVM の NTP 設定が一致しているかどう
かの確認
ESXi ホストと CntlVM の時刻が一致しているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行しま
す。

はじめる前に
ESXi ホストの Network Time Protocol（NTP）設定が適切に行われていることを確認します。
『Configuring NTP on ESX/ESXi hosts using the vSphere Client』（https://kb.vmware.com/selfservice/
microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2012069）を参照してください。

ステップ 1

root@SpringpathController04YZ31LQHO:~# /usr/share/springpath/storfs-misc/run-on-esxi.sh date [ESXi]

Fri Feb 10 19:18:43 UTC 2017
ステップ 2

root@SpringpathController04YZ31LQHO:~# date [STCLVM]

ステップ 3

root@SpringpathController04YZ31LQHO:~# /usr/share/springpath/storfs-misc/run-on-esxi.sh ntpq -p
[ESXi]
remote
refid st t when poll reach
delay
offset jitter
==============================================================================
+dc1.xyz.c 10.1.0.16
4 u 328 1024 377
0.332 -20.120
9.949
*dc2.xyz.c 23.96.94.144
3 u 833 1024 377
0.371
-5.562
5.256

ステップ 4

root@SpringpathController04YZ31LQHO:~# ntpq -p [STCLVM]
remote
refid
st t when poll reach
delay
offset jitter
==============================================================================
dc1.xyz.c 10.1.0.16
4 u 846 1024 377
0.464 -10.267
8.440
*dc2.xyz.c 23.96.94.144
3 u 989 1024 377
0.582
-1.765
6.800

ステップ 5

root@SpringpathController04YZ31LQHO:~#
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アップグレード手順
• オンライン アップグレード, 21 ページ
• オフライン アップグレード, 22 ページ
• CLI を使用したオフライン アップグレード, 24 ページ

オンライン アップグレード
このアップグレード オプションを使用するには、まず Cisco UCS インフラストラクチャを最新
バージョンにアップグレードした後、UCS ファームウェアと HX Data Platform の組み合わせアッ
プグレード用の自動アップグレード ワークフローを使用します。このオプションは、すべての
サーバ エンドポイントをアップグレードするために、ホスト ファームウェア パッケージを使用
します。
Firefox ブラウザを使用しないでください。ブラウザにバンドルされているフラッシュのバージョ
ンが古いため、このブラウザはサポートされていません。
1 Cisco UCS インフラ A、B、および C バンドル バージョンをダウンロードします。参照先： ソ
フトウェアのダウンロード, （17 ページ）
2 UCS インフラストラクチャをアップグレードします。参照先： ファブリック インターコネク
トでの Cisco UCS インフラストラクチャのアップグレード, （25 ページ）

（注）

先に進む前に、hx-storage-data および vMotion のアップストリーム スイッチがジャンボ フレー
ム用に設定されていることを確認してください。このように設定しておかないと、HyperFlex
クラスタがオフラインになり、すべてのデータストアが ESXi ホストからマウント解除されま
す。アップストリーム ネットワーク接続のテスト, （19 ページ）を参照してください。
3 ブートストラップされたストレージ コントローラ VM で、stcli snapshot-schedule --disable を実
行します。
このスクリプトは、コントローラ ノードの 1 つで実行するだけで十分です。
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4 クラスタ管理 IP コントローラ VM にログインすると、アップグレード用のパッケージがブー
トストラップされます。ブートストラップ プロセス, （18 ページ）を参照してください。
5 管理者のクレデンシャルを使用して HX Data Platform プラグインにログインします。
6 HX Data Platform と UCS ファームウェアを組み合わせたアップグレードを開始します。参照
先： Cisco HX Data Platform と UCS ファームウェアを組み合わせたアップグレード, （31 ペー
ジ）

（注）

• HX Data Platform のみ、または UCS ファームウェアのみをアップグレードすることもで
きます。詳細については、「アップグレードのシナリオとワークフロー」の表を参照し
てください。
• UCS ファームウェアのみをアップグレードする場合は、FI ディスカバリの後、検証画面
でプロセスが一時停止することがあります。これはネットワーク接続障害が原因で発生
した可能性があります。Cisco TAC までお問い合わせください。
7 アップグレードが完了したことを確認します。参照先： アップグレード後の作業, （37 ペー
ジ）
8 stcli snapshot-schedule --enable を実行してスナップショット スケジュールを有効にします。

オフライン アップグレード
（注）

より短い時間枠でアップグレードするのが適切で、ワークロードのダウン時間が許容される場
合には、オフライン アップグレードを実行できます。
オフライン モードでアップグレードを実行するときには、Cisco HX Data Platform がオフラインに
なります。ただしストレージ コントローラ VM が稼働しているため、コマンド ライン stcli にア
クセスしたり、vSphere Web クライアント HX Data Platform プラグインを使用したりすることで
Cisco HX Data Platform 管理を表示できます。vSphere Web クライアントは、ストレージの I/O レイ
ヤについてレポートできます。stcli cluster info コマンドは、ストレージ クラスタ全体のステー
タスが offline であることを返します。
プロセスのワークフロー
1 Cisco UCS インフラ A、B、および C バンドル バージョンをダウンロードします。ソフトウェ
アのダウンロード, （17 ページ）を参照してください。
2 先に進む前に、hx-storage-data および vMotion のアップストリーム スイッチがジャンボ フレー
ム用に設定されていることを確認してください。このように設定されていない場合は、HyperFlex
クラスタがオフラインになり、すべてのデータストアが ESXi ホストからマウント解除されま
す。を参照してください。アップストリーム ネットワーク接続のテスト, （19 ページ）
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3 UCS インフラストラクチャをアップグレードします。ファブリック インターコネクトでの
Cisco UCS インフラストラクチャのアップグレード, （25 ページ）を参照してください。
4 vSphere Web クライアントを起動し、すべての VM の電源をオフにします。VM がシャットダ
ウンされた後、クラスタの正常性を確認し、グレースフル シャットダウンを実行します。次の
コマンドを使用して、正常に電源オフになったかどうか確認してください。
• クラスタ内の任意のコントローラ VM に SSH します。
• ~#stcli

cluster info | grep health

• 正常な場合は、~#stcli

を実行して、クラスタの正常性を検査します。

cluster shutdown を実行してクラスタをシャットダウンします。

• シャットダウンには数分かかります。プロンプトに戻るまでお待ちください。
5 ホスト ファームウェア パッケージを変更します。ホスト ファームウェア パッケージの変更,
（49 ページ）を参照してください。

重要

• UCS ファームウェア バージョン 2.2(7c) からアップグレードする場合：
アップグレードする HX ノードで保留中のリブートを受け入れます（確認応答）。すべて
のノードが新しいバージョンにアップグレードされるまで待機してから、次に進んでく
ださい。これは、オフライン アップグレードにのみ適用されます。
UCS ファームウェア バージョン 2.2(6f) からアップグレードする場合：
HX ノードで保留中のリブートを再確認して、ディープ ディスカバリを実行します。
[Equipment] > [Rack Mount] > [Servers] > 2.2.6 のサーバ > [Server Maintenance] を右クリック
> [re-acknowledge] の順に選択します。
6 クラスタ管理 IP コントローラ VM にログインすると、アップグレード用のパッケージがブー
トストラップされます。ブートストラップ プロセス, （18 ページ）を参照してください。

重要

• ブートストラップ ファイルをコントローラ VM の /tmp ディレクトリに必ずコピーしてく
ださい。
7 ブートストラップされたストレージ コントローラ VM で、次のコマンドを実行します。
stcli snapshot-schedule --disable

このスクリプトは、コントローラ ノードの 1 つで実行するだけで十分です。
8 同じコントローラ VM から、アップグレードを開始します。CLI を使用したオフライン アップ
グレード, （24 ページ）を参照してください。
9 アップグレードを検証します。アップグレード後の作業, （37 ページ） を参照してください。
10 アップグレードが完了した後、クラスタの開始と VM 電源オン。
11 次のコマンドを使用して、スナップショット スケジュールを有効にします。
stcli snapshot-schedule --enable
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CLI を使用したオフライン アップグレード
Cisco HX Data Platform と Cisco UCS ファームウェアを組み合わせたアップグレード
# stcli cluster upgrade --components hxdp,ucs-fw --location/tmp/
<storfs package name> --vcenter-user <vcuser> --ucsm-host <IP/FQDN of UCSM>
--ucsm-user <UCSM User> --ucsfw-version <UCSM Firmware Version>

例：
root@ucs-stctlvm-357-1:~# stcli cluster upgrade --components hxdp,ucs-fw --location
/tmp/storfs-packages-1.8.1c-19712.tgz --vcenter-user administrator@vsphere.local
--ucsm-host eng-fi16.eng.storvisor.com --ucsm-user admin --ucsfw-version '3.1(2b)'

Cisco UCS ファームウェアのみのアップグレード
stcli cluster upgrade --components ucs-fw --ucsm-host eng-fi1
--ucsm-user <UCSM User> --ucsm-pwd <UCSM Password> --ucsfw-version <UCSM Firmware Version>

例：
stcli cluster upgrade --components ucs-fw --ucsm-host eng-fi1
--ucsm-user admin --ucsm-pwd admin --ucsfw-version '3.1(2b)'

Cisco HX Data Platform のみのアップグレード
stcli cluster upgrade --components hxdp --location
/tmp/<storfs package name> --vcenter-user <vcuser>

例：
stcli cluster upgrade --components hxdp --location
/tmp/storfs-packages-1.8.1c-19694.tgz --vcenter-user administrator@vsphere.local
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Cisco HyperFlex ソフトウェア コンポーネン
トのアップグレード
• ファブリック インターコネクトでの Cisco UCS インフラストラクチャのアップグレード, 25
ページ
• Cisco HX Data Platform ソフトウェアのアップグレード, 29 ページ
• Cisco UCS ファームウェアのアップグレード, 29 ページ
• Cisco HX Data Platform と UCS ファームウェアを組み合わせたアップグレード, 31 ページ
• ESXi のアップグレード, 33 ページ
• コンピューティング専用ノードのアップグレードに関する考慮事項, 35 ページ

ファブリック インターコネクトでの Cisco UCS インフラ
ストラクチャのアップグレード
UCS インフラストラクチャ ファームウェアには、UCS Manager、スイッチ ファームウェア、ブ
レード シャーシの IO モジュール ファームウェア、およびラック サーバの FEX ファームウェアが
含まれます。UCS インフラストラクチャ ファームウェアは HyperFlex のワークロードを中断する
ことなくアップグレードできます。これは、UCS ファブリック インターコネクトのローリング
アップグレードを実行することで実現できます。HX ノードは、UCS ファブリック インターコネ
クトがリブートしてファームウェアをアップグレードする際にすべてのイーサネット トラフィッ
クをフェールオーバーするように設定されます。
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（注）

先に進む前に、hx-storage-data および vMotion のアップストリーム スイッチがジャンボ フレー
ム用に設定されていることを確認してください。このように設定しておかないと、HyperFlex
クラスタがオフラインになり、すべてのデータストアが ESXi ホストからマウント解除されま
す。

ステップ 1

Web ブラウザで Cisco UCS Manager を起動します。

ステップ 2

[Equipment] > [Firmware Management] > [Firmware auto-install] の順に選択します。

ステップ 3

[Install Infrastructure Firmware] をクリックします。

ステップ 4

該当する UCS インフラストラクチャ バージョンを選択します。それぞれのユース ケースに該当するバー
ジョンを特定するには、#unique_34 の表を参照してください。[Next] をクリックします。
前提条件ダイアログボックスがポップアップで表示されます。警告のリストが表示されます。次に進む前
に、まずそれらを修正してください。
1 Cisco UCS Manager アップグレードの検証が失敗します。
この場合、アップグレードプロセスを停止します。アップグレードの検証エラーの原因を特定します。
是正措置を取り、アップグレード プロセスを再開します。
2 Cisco UCS Manager GUI を切断します。
これは、UCS Manager のアップグレード時に UCS Manager を停止すると予想されるため、新しいバー
ジョンで再起動します。UCS Manager がオンラインに戻るまで待機します。次のステップを完了する
ために UCS Manager に再びログインします。
ユーザの環境にとって警告が重大でない場合は、[Ignore All] チェックボックスをオンにすることができま
す。

ステップ 5

[Upgrade Now] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[Finish] をクリックします。

ステップ 7

IOM がアップグレードされるまで待機（ブレード シャーシが存在する場合）
1 [Equipment] > [Installed Firmware] の順に選択し、各シャーシを展開してから、IO モジュールの [Update
Status] を確認します。
2 アップグレード中に、IO モジュールの [Update Status] が [Upgrading] になります。
3 IOM のアップグレードが完了すると、IO モジュールの [Update Status] が [Ready] に設定されます 。

ステップ 8

下位の FI がアクティブ化されるのを待機します。
1 [Equipment] > [Installed Firmware] > [Fabric Interconnects] の順に選択します。
2 カーネルおよびスイッチのイメージの [Activate Status] を確認します。アップグレード中に、[Activate
Status] が [Activating] に設定されます。
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ステップ 9

FI のリブート時に、すべての HX トラフィックがプライマリ FI に転送されます（ESXi の vSwitch のフェー
ルオーバー ポリシーに基づく）。これにより短いトラフィックの中断が発生します。ストレージの IO 障
害は発生しません。

ステップ 10 下位の FI が UCS クラスタをリブートしており UCS クラスタに接続していることを確認します。
1 [Equipment] > [Installed Firmware] > [Fabric Interconnects] の順に選択します。
2 アクティブ化の後、FI の [Activate Status] が [Ready] に設定されます。
3 FI の [Overall Status] が [operable] であることを確認します。
4 FI のカーネルおよびスイッチのバージョンが、目的となる更新済みのバージョンと一致していること
を確認します。
5 FI でエラーが発生していないことを確認します。
6 FI クラスタ メンバーシップが [Subordinate] であることを確認します。
ステップ 11 IOM アクティベーションが完了するまで待ちます。
1 [Equipment] > [Blade Chassis] > [IO Module] の順に選択します。
2 IO モジュールの [Activate Status] が [Ready] に変わるまで待機します。
ステップ 12 HX トラフィックが両方の FI に再ピンされるまで待機します。
UCS Manager の vNIC のエラーが解決されるまで待機します。エラーの解決とは、ESXi が ENIC ドライバ
をロードし、インターフェイスがアップしていることを示します。ESXi にフェールバック タイマーがあ
るため、ネットワーク インターフェイスがアップになると、トラフィックはただちに再ピンされません。
ただし Net.teampolicyupdelay タイマーはデフォルトで非常に低い設定（100ms）です。
ステップ 13 プライマリのファブリック インターコネクトをリブートする前に、HX クラスタがオンラインで正常であ
ることを確認します。
1 vSphere Web クライアント ナビゲータから [Summary] タブにアクセスします。[Home] > [vCenter Inventory
Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] の順に選択します。
ステップ 14 UCS Manager GUI のツールバーから [Pending Activities] をクリックします。完了する前にユーザ確認が必
要なタスクを表示する [Fabric Interconnects] タブをクリックします。
1 即時展開する保留中の各アクティビティの [Reboot Now] のチェックボックスをオンにします。
2 [OK] をクリックします。Cisco UCS Manager はすぐにプライマリ FI をリブートします。これにより、
下位 FI がプライマリになります（FI のフェールオーバー）。
ステップ 15 FI のリブート時に、すべての HX トラフィックが新たなプライマリ FI に転送されます。これにより短い
トラフィックの中断が発生します。ただし、これによるストレージの IO 障害は発生しません。
ステップ 16 UCS Manager が接続解除されて、他の FI で再接続されるまで待機します。これは、プライマリ FI のリブー
トが原因で UCS Manager のフェールオーバーが発生するためです。
下位の FI がプライマリになっていることを確認します。

Cisco HyperFlex System リリース 1.8 アップグレード ガイド
27

Cisco HyperFlex ソフトウェア コンポーネントのアップグレード
ファブリック インターコネクトでの Cisco UCS インフラストラクチャのアップグレード

ステップ 17 下位の FI がプライマリになっていることを確認します。
FI クラスタ メンバーシップがプライマリであることを確認します。
ステップ 18 FI がアクティブ化されるのを待機します。
1 [Equipment] > [Installed Firmware] > [Fabric Interconnects] の順に選択します。
2 FI の [Activate Status] が [Ready] になるまで待機します。
3 FI の [Overall Status] が [operable] であることを確認します。
4 FI でエラーが発生していないことを確認します。
ステップ 19 FI が UCS クラスタをリブートし、下位の FI として接続していることを確認します。
FI クラスタ メンバーシップが [Subordinate] であることを確認します。
ステップ 20 IOM アクティベーションが完了するまで待ちます。
a) [Equipment] > [Blade Chassis] > [IO Module] の順に選択します。
b) IP モジュールの [Activate Status] が [Ready] になるまで待機します。
c) [FSM] タブでステータスをモニタできます。
（注）

アップグレード中には UCS Manager への接続が失われます。これは、正常な動作で
す。

ステップ 21 HX トラフィックが両方の FI に再ピンされるまで待機します。
UCS Manager GUI で、すべてのサーバ vNIC のエラーが解決されるまで待機します。
ステップ 22 FI のリブート後に HX クラスタがオンラインで正常であることを確認します。
vSphere Web クライアント ナビゲータから [Summary] タブにアクセスします。[Home] > [vCenter Inventory
Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] > [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary] の順に選択します。
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Cisco HX Data Platform ソフトウェアのアップグレード
HX Data Platform ソフトウェアは HyperFlex のワークロードを中断することなくアップグレードで
きます。これは、HX クラスタ内の各ノードのローリング アップグレードを実行することで実現
できます。

ステップ 1

アップグレード前の検証チェックを完了します。次の項を参照してください。 アップグレードの前提条
件, （15 ページ）

ステップ 2

HX アップグレード パッケージをダウンロードします。「ダウンロード」の項を参照してください。

ステップ 3

HX Data Platform プラグインをアップグレードするためにブートストラップします。ブートストラップ プ
ロセス, （18 ページ）を参照してください。

ステップ 4

次に、管理者のクレデンシャルを使用して HX Data Platform プラグインにログインします。

ステップ 5

HX Data Platform のアップグレードを開始します。
a) vSphere Web クライアントからアップグレード UI を起動するために、[Home] > [Inventory] > [Host and
Clusters] > [HX cluster] に移動します。右クリックし、HX Data Platform までスクロール ダウンして、
[Upgrade] を選択します。
Web クライアントのフラッシュの問題があるため、アップグレード開始にクラスタの [Summary] タブ
を使用しないことをお勧めします。
b) ポップアップ ウィンドウから HX Data Platform のみを選択します。[Next] をクリックします。
c) HX Data Platform のアップグレードを開始するためのファイルをロードするよう求められます。ローカ
ル PC 上のファイルまで移動し、適切なバージョンの .tgz パッケージ ファイルを確実に選択します。
d) 管理者レベルの vCenter クレデンシャルを入力します。
e) 高度なオプションとして [Checksum #] 情報を入力することもできます。このオプション ステップは、
アップロードされたアップグレード パッケージ バンドルの整合性を検証するのに役立ちます。
この番号は、CCO ダウンロード ページでダウンロード ファイルにカーソルを合わせると表示されま
す。
f) [Upgrade] をクリックするとローリング アップグレードが開始します。

ステップ 6

アップグレード後の検証を実行します。

Cisco UCS ファームウェアのアップグレード
新しいリリースでは、Cisco UCS ファームウェアを単独でアップグレードできます。この手順は、
UCS サーバ ファームウェアを 2.2(6f)/2.2(7c) から 3.1(2b) にアップグレードする場合に利用できま
す。
HX クラスタで実行中のワークロードがアップグレードによって中断されることはありません。
考慮事項
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• HX Data Platform ソフトウェアが先にアップグレードされている必要があります。アップグ
レード シナリオの表を参照して、該当するユース ケースを確認してください。
• 分割アップグレードの場合は、HX Data Platform 自体のアップグレードと同時期に UCS ファー
ムウェアをアップグレードする必要があります。
前提条件
開始する前に、次の手順が完了済みであることを確認してください。
1 アップグレード前の検証チェックを完了します。次の項を参照してください。 アップグレード
の前提条件, （15 ページ）
2 HX アップグレード パッケージをダウンロードします。「ダウンロード」の項を参照してくだ
さい。
3 UCS インフラストラクチャをアップグレードします。
4 HX Data Platform プラグインをアップグレードするためにブートストラップします。ブートス
トラップ プロセス, （18 ページ）を参照してください。
5 HX Data Platform をアップグレードします。
6 次に、管理者のクレデンシャルを使用して HX Data Platform プラグインにログインします。

ステップ 1

vSphere Web クライアントからアップグレード UI を起動するために、[Home] > [Inventory] > [Host and
Clusters] > [HX cluster] に移動します。右クリックし、HX Data Platform までスクロール ダウンして、
[Upgrade] を選択します。
注：Web クライアントのフラッシュの問題のために、アップグレード開始にクラスタの [Summary] タブを
使用しないことをお勧めします。

ステップ 2

ポップアップ ウィンドウで UCS ファームウェアのみを選択します。[Next] をクリックします。

ステップ 3

管理者レベルの UCS Manager クレデンシャルを入力します。
フィールド

データ

UCS Manager Host Name

例：eng-fi12.eng.storvisor.com

UCS Manager User Name
UCS Manager Password
Discover

現在のバージョンを入力します。

Target Version

最新の UCS ファームウェア バージョンを入力しま
す（3.1(2b) など）。
注：正確なバージョン番号を入力してください。誤
りがあると、プロセスが失敗してファームウェアは
アップグレードされません。
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ステップ 4

[Upgrade] をクリックするとローリング アップグレードが開始します。
このプロセスにより、アップグレードの一環として UCS ファームウェア B および C バンドルのみがイン
ストールされます。リブートしてアップグレードを完了すると、ホストの保留アクティビティが受け入れ
られます。
[Validation] 画面に、検査の実行の進捗が表示されます。
• UCS Manager の接続。
• UCS サーバ ファームウェアのターゲット バージョンが有効であることを確認。
• アップグレードの進行状況を表示。
注：進行状況は、[Cisco UCS Manager FSM] タブで確認することもできます。

Cisco HX Data Platform と UCS ファームウェアを組み合わ
せたアップグレード
新しいリリースでは、両方のコンポーネントを組み合わせてローリング アップグレードすること
ができます。この手順は、HX Data Platform を 1.7.1 から 1.8.(1a) に、UCS サーバ ファームウェア
を 2.2(6f)/2.2(7c) から 3.1(2b) にアップグレードする場合に当てはまります。
組み合わせアップグレードにより、HX クラスタで実行されるワークロードが中断されることはあ
りません。
Cisco HX Data Platform および UCS サーバ ファームウェアを組み合わせて自動アップグレードす
ると、次の操作が行われます。
• クラスタの準備状況を検査します。
• HX ノードを一度に 1 つずつメンテナンス モードにします。
• DRS が有効になっている場合、アップグレード開始前にこれが自動モードに設定されている
ことを確認します。これにより、vMotion を使用して VM が他のホストに自動的に移動しま
す。

（注）

DRS 機能が使用可能でない場合、プロセスを続行するにはユーザが手動で VM
を vMotion する必要があります。詳細については、VMware のマニュアルで、
vMotion を使用した移行の説明を参照してください。

• ハイパーバイザ上の HX VIB をアップグレードします。
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• HX Data Platform がアップグレードされ、それに続いてホスト サーバがリブートされます。
• HX は、ファームウェア アップグレードを開始するよう UCS Manager に要求します。このプ
ロセスには、最大で 1 時間かかる可能性があります。
注：UCS Manager GUI のサービス プロファイルに関する FSM タブで、進捗状況をモニタで
きます。
• HX ノードのメンテナンス モードが終了します。
• クラスタが完全に正常な状態に再構築されるまでに数分かかります。
• その後、クラスタ内の次のノードのアップグレードに進みます。
前提条件
開始する前に、次の手順が完了済みであることを確認してください。
1 アップグレード前の検証チェックを完了します。次の項を参照してください。 アップグレード
の前提条件, （15 ページ）
2 HX アップグレード パッケージをダウンロードします。「ダウンロード」の項を参照してくだ
さい。
3 UCS インフラストラクチャをアップグレードします。
4 HX Data Platform プラグインをアップグレードするためにブートストラップします。ブートス
トラップ プロセス, （18 ページ）を参照してください。
5 次に、管理者のクレデンシャルを使用して HX Data Platform プラグインにログインします。

ステップ 1

vSphere Web クライアントからアップグレード UI を起動するために、[Home] > [Inventory] > [Host and
Clusters] > [HX cluster] に移動します。右クリックし、HX Data Platform までスクロール ダウンして、
[Upgrade] を選択します。
注：Web クライアントのフラッシュの問題のために、アップグレード開始にクラスタの [Summary] タブを
使用しないことをお勧めします。

ステップ 2

HX Data Platform のアップグレードを開始するためのファイルをロードするよう求められます。ローカル
PC 上のファイルまで移動し、適切なバージョンの .tgz パッケージ ファイルを確実に選択します。
これは、以前のステップで HX プラグインの更新に使われたファイルと同じものです。ファイルが正常に
アップロードされたことがウィザードに表示されます。

ステップ 3

管理者レベルの vCenter クレデンシャルを入力します。

ステップ 4

[Advanced Options] で [Checksum #] の情報を入力します。このオプション ステップは、アップロードされ
たアップグレード パッケージ バンドルの整合性を検証するのに役立ちます。
この数値は別個のテキスト ファイルに保管され、このファイルはアップグレード パッケージがダウンロー
ドされた場所と同じ /tmp ディレクトリに含まれます。
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ステップ 5

管理者レベルの UCS Manager クレデンシャルを入力します。

ステップ 6

[Discover] をクリックします。

ステップ 7

UCS ファームウェアの正確な [Target version] を入力します。

ステップ 8

[Upgrade] をクリックするとローリング アップグレードが開始します。
これにより、アップグレード操作の一部として UCS ファームウェア B および C バンドルがインストール
されます。さらに、リブートしてアップグレードを完了することにより、ホストで以前に保留中であった
アクティビティが受け入れられます。
[Validation] 画面に、検査の実行の進捗が表示されます。
• パッケージからリリース メタデータを取得します。
• VMotion が有効になっているかどうかを確認します。
• すべてのノードがオンラインで、vCenter に接続されているかどうかを確認します。
• クラスタの接続を確認します。
• クラスタの状態をチェックします。

ESXi のアップグレード
注意

VMware Update Manager（VUM）を使用して ESXi をアップグレードすることはお勧めしませ
ん。VUM を使用して ESXi をアップグレードする場合は、一度に 1 ホストずつ VUM を使用し
てください。次のノードに移動する前に、クラスタが正常な状態であることを確認してくださ
い。VUM が次のノードに移るまでにクラスタが正常に動作することは保証されないため、
VUM を使用してクラスタ全体で ESXi をアップグレードしないでください。
ESXi ハイパーバイザのバージョンは HyperFlex のクラスタ ワークロードを中断することなくアッ
プグレードできます。これは、HX クラスタ内の各ノードのオンライン ローリング アップグレー
ドを実行することで実現できます。
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重要

• ESXi のアップグレードでは、手動でオンライン アップグレードを実行する必要がありま
す。
• VMware ESXi を 5.5 U3b から、6.0 U2 までの任意のバージョンへアップグレードする場合
は、Cisco TAC までお問い合わせください。
• ESXi コマンドライン インターフェイス esxcli を使用して、アップグレードまたはアッ
プデートを実行します。
• 例示されているビルド番号を最新バージョンに置き換えます。

はじめる前に
• アップグレード前の検証チェックを完了します。第 3 章の「アップグレードの前提条件」を
参照してください。
• ホスト上で ESXi のアップグレードを開始する前に、vCenter を互換性のあるバージョンに
アップグレードしてください。

ステップ 1

ESXi アップグレード パッケージをダウンロードします。ESXi を 6.0 Ux から、6.0 U2 までの任意のバー
ジョンへアップグレードする場合は、Cisco Web サイトのオフライン zip ファイルを使用してください。
ファイル名の例：HX-Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-Bundle-6.0.2.3.zip
注目

HX ISO ファイルまたは他の VMware ISO を使用して ESXi のアップグレードを試みないでくださ
い。

ステップ 2

いずれかのホストを選択し、vSphere Web クライアントを使用して HX メンテナンス モードにします（Cisco
HyperFlex のメンテナンス モードの開始, （47 ページ）を参照してください）。ホストがメンテナンス
モードになったら、次の手順を実行します。

ステップ 3

十分な領域がある適切なフォルダに ESXi アップグレード バンドルをリモート セキュア コピーします。
SCP を使用してファイルをコピーするには、さらに、宛先 ESXi ホストの SSH サービスを開始します。
（注）

• HX240 では、ローカルの SpringpathDS データストアまたはマウントされた HX データスト
アを使用できます。
• HX220 では、マウントされた HX データストアを使用するか、一時的な RAM ディスクを
作成することができます。

scp local_filename user@server:/path/where/file/should/go

ステップ 4

ESXi にログインし、コマンドを実行して使用可能なイメージ プロファイルの一覧を照会します。プロファ
イル名の確認には、次のコマンドを使用します。
esxcli software sources profile list -d <location_of_the_esxi_zip_bundle_on_the_datastore>
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例：
esxcli software sources profile list -d /patch/
HX-Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-Bundle-6.0.2.3.zip
Name
Vendor
Acceptance Level
-----------------------------------------------------------------Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-HX
Cisco
PartnerSupported

ステップ 5

次のコマンドを実行して、アップグレードを実行します。
esxcli software profile update -d <path_to_profile_ZIP_file> -p < profile name>

例：
esxcli software profile update -d <path_to_profile_ZIP_file>/
HX-Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-Bundle-6.0.2.3.zip -p
Vmware-ESXi-60U2-4192238-Cisco-Custom-HX

ステップ 6

アップグレードが完了したら、ESXi ホストをリブートします。

ステップ 7

ESXi ホストが起動したら、ホストが適切なプロファイルまたはパスで起動したことを確認します。
vmware -vl

ステップ 8

vSphere Web クライアントを使用して、メンテナンス モードを終了します（Cisco HyperFlex のメンテナン
ス モードの終了, （48 ページ）を参照してください）。

ステップ 9

stcli cluster storage-summary --detail を使用して、ESXi のアップグレードを実行するたびに、クラス

タが正常な状態になることを確認します。
ステップ 10 シーケンスのクラスタ内のすべてのホストに対してこのプロセスを繰り返します。
（注）
ESXiのアップグレードを実行するたびに、クラスタが正常な状態になることを確認します（「HX
Upgrade Node Validations」を参照してください）。

コンピューティング専用ノードのアップグレードに関す
る考慮事項
コンピューティング専用ノードのアップグレード
オンラインまたはオフラインで、アップグレードを導入することができます。正常にアップグレー
ドするには、アップグレードプロセスに影響を及ぼすアップグレードオプションと作業順序につ
いて理解しておく必要があります。
コンピューティング専用ノードをバージョン 2.2(7c) から 3.1(2b) にアップグレードする
コンピューティング専用ノードを 2.2(7c)/1.7x から 3.1(2b)/1.8(1c) にアップグレードする場合は、
中断のないオンライン アップグレードに従います。
新しい HX Data Platform アップグレード ワークフローにより、コンピューティング専用ノード
ファームウェアと HX Data Platform コンポーネントの両方がフル アップグレードの一環として自
動的にアップグレードされます。
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オフラインアップグレードの詳細については、「オフラインアップグレード」を参照してくださ
い。

コンピューティング専用ノード上の Cisco UCS ファームウェアをバー
ジョン 2.2(6f) から 3.1(2b) にアップグレードする
コンピューティング専用ノードを 2.2(6f)/1.7x から 3.1(2b)/1.8(1c) にアップグレードする場合は、
新しい HX Data Platform アップグレード ワークフローによって HX Data Platform コンポーネント
が自動的にアップグレードされます。
ただし、HX Data Platform アップグレードが完了した後、コンピューティング専用ノード サーバ
ファームウェアのアップグレードを手動で完了する必要があります。

ステップ 1

分散リソース スケジューラ（DRS）が有効で、自動モードに設定されていることを確認してください。
これにより HX ノードを自動的に使用不可にすることができます。あるいは、vMotion を使用してすべて
の VM を手動でホストから切り離して移行します。vMotion で移行すると、仮想マシンの可用性を中断さ
せることなく、新しいホストに仮想マシンを移動することができます。詳細な手順については、VMware
KB の記事を参照してください。

ステップ 2

それぞれのコンピューティング専用ノードをメンテナンス モードにします。付録, （45 ページ）を参照
してください。

ステップ 3

UCS Manager GUI で [Servers] > [Service Profiles] に移動し、[Pending Activities] をクリックすると、完了前
にユーザ確認応答を必要とするタスクが表示されます。コンピューティング専用サーバごとに保留中のリ
ブートを手動で [Acknowledge]（確認応答）して受け入れます。これによりリブートがトリガーされて、
新しいバージョンの UCS ファームウェアがインストールされます。
次の手順を確認してください

ステップ 4

コンピューティング専用ノードのアップグレードが完了して完全にリブートするまで待ちます。コンピュー
ティング専用ノードが起動したら、UCS Manager で正しい UCS ファームウェアが存在することを確認し
ます。UCSM のファームウェア バージョンの確認, （39 ページ）を参照してください。

ステップ 5

クラスタ内のすべてのコンピューティング専用ノードに対してこの手順を繰り返します。
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アップグレード後の作業
• アップグレードが完了したことの確認, 37 ページ
• クリーナーがオンラインになっており再調整が有効になっていることの確認, 38 ページ
• UCSM のファームウェア バージョンの確認, 39 ページ
• ストレージ コントローラ VM での VMware Tools のアップグレード, 39 ページ
• クラスタの開始と VM 電源オン, 40 ページ

アップグレードが完了したことの確認
アップグレードが完了してクラスタがアップグレードされた後、vCenter からログアウトして再び
ログインし、アップグレードの変更を確認します。

ステップ 1

Cisco UCS Manager にログインして、保留中のサーバ アクティビティが HX ノードに存在しないことを確
認します。
[Server] > [Pending Activities] タブで、すべてのサーバ アクティビティを確認してください。

ステップ 2

HX ノードが、適切なファームウェア バージョンに一致することを確認します。詳しくはUCSM のファー
ムウェア バージョンの確認, （39 ページ）を参照してください。

ステップ 3

SSH を介していずれかのコントローラ VM にログインします。
# ssh root@controller_vm_ip

ステップ 4

製品バージョンを確認します。
# stcli cluster version

次の例の応答は、ストレージ クラスタの詳細を示しています。
Cluster version: 1.8(1c)
Node HX-03 version: 1.8(1c)
Node HX-04 version: 1.8(1c)
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Node HX-01 version: 1.8(1c)
Node HX-02 version: 1.8(1c)

ステップ 5

HX ストレージ クラスタの状態がオンラインおよび正常で、正しいストレージ領域が表示されることを確
認します。
# stcli cluster info|less

ステップ 6

データストアが稼働していることを確認します。
• HX コントローラ VM から
# stcli datastore list

• または ESX ホストから
# esxcfg-nas -l

データストアが ESX ホストに正しくマウントされていることを示します。

クリーナーがオンラインになっており再調整が有効になっ
ていることの確認
ステップ 1

SSH を介していずれかのコントローラ VM にログインします。
# ssh root@controller_vm_ip

ステップ 2

再調整が、[Enabled] であることを確認します。
# stcli rebalance status
Example of output
rebalanceState: cluster_rebalance_not_running
rebalanceEnabled: True

ステップ 3

クラスタのすべてのノードで、クリーナーが [ONLINE] であることを確認します。
# stcli cleaner info
Example of output
{ 'type': 'node', 'id': '<ID#>', 'name': '<IP>' }: ONLINE
{ 'type': 'node', 'id': '<ID#>', 'name': '<IP>' }: ONLINE
{ 'type': 'node', 'id': '<ID#>', 'name': '<IP>' }: ONLINE
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UCSM のファームウェア バージョンの確認
Cisco UCS Manager の [Equipment] > [Firmware Management] > [Installed Firmware] タブから、適切な
ファームウェア バージョンを確認します。
特定のバージョンについては、HyperFlex 互換性マトリクスを参照してください。
次の表は、HX220c サーバ上の 3.1(2b) ファームウェアの例です。
表 6：システム コンポーネント ファームウェアのバージョン

コンポーネント

バージョン

UCS Manager

3.1(2b)

UCS ファブリック インターコネクト A および B
カーネル

5.0(3)N2(3.12b)

システム

5.0(3)N2(3.12b)

サーバ コンポーネント

重要

アダプタ

4.1(2d)

Bios

C220M4.2.0.13d.0.0812161113

ボード コントローラ

32.0

CIMC コントローラ

2.0(13e)

フラッシュ コントローラ 1

1.3.2 ビルド 165

ストレージ コントローラ SAS

11.00.00.07

SAS バージョンに関する古いメモを削除して再確認

ストレージ コントローラ VM での VMware Tools のアップ
グレード
VM に VMware Tools を適用するには、VM 上のゲスト オペレーティング システム専用の VMware
Tools をインストールする手順について、VMware ゲスト OS ガイドを参照してください。これに
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は、動作中の VM とストレージ コントローラの VM が含まれます。ストレージ コントローラに
ついては、「VMware KB article, Installing VMware Tools in an Ubuntu virtual machine (1022525)」を
参照してください。
vSphere のアップグレードの一環として VMware Tools をアップグレードする場合は、VMware で
は、仮想マシンで使用できる最新の仮想ハードウェア バージョンにアップグレードすることをお
勧めしています。詳細については、「Upgrading hardware of a virtual machine to the latest version
(1010675)」を参照してください。
手順
すべての ESXi ホストが新しいツールで更新された後、仮想マシンの電源をオンにすると、新しい
バージョンの VMware Tools が使用可能である場合、「VMware Tools is outdated on this virtual
machine」という通知がステータス バーに表示されます。
1 アラート内の [Upgrade VMware tools] をクリックします。
2 自動アップグレードが事前選択されています。[Upgrade] をクリックします。
注：これで VMware Tools のアップグレードは完了です。VM はリブートされる場合とリブー
トされない場合があります。
3 クラスタが正常な状態になるまで待ってから、次のコントローラ VM で VMware Tools をアッ
プグレードします。

クラスタの開始と VM 電源オン
アップグレードが完了してクラスタがアップグレードされた後、vCenter からログアウトして再び
ログインし、アップグレードの変更を確認します。

ステップ 1

アップグレードが完了した後、クラスタを開始します。

ステップ 2

SSH を介していずれかのコントローラ VM にログインします。
# stcli cluster start

例：
HyperFlex StorageController 1.8(1c)
Last login: Wed Sept 21 23:54:23 2016 from pguo-dev.eng.storvisor.com
root@ucs-stclivm - 384 -1;~# stcli cluster upgrade-status
Cluster upgrade succeeded. Cluster version: 1.8(1c)
root@ucs-stctlvm-384;~# stcli cluster start
waiting for Cluster to start on nodes: [ucs-383, ucs-384, ucs-385, ucs-386]

これによりクラスタが開始し、HX データストアがマウントされます。クラスタがオンラインになるまで
待ちます。次のプロンプトが表示されます。
Started cluster on nodes; [ucs-383, ucs-384, ucs-385, ucs-386]
Cluster is online
root@ucs-stctlvm-384-1;~#

ステップ 3

VM を開始する前に、クラスタが正常な状態になるまで待ちます。次のコマンドを実行します。
~# stcli clustr info|grep health
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例：
root@SpringpathControllerZRVF040451;~# stcli cluster info | grep health
healthState: healthy
state: healthy
storage cluster is healthy

ステップ 4

クラスタが正常な状態になったら、vSphere Web クライアントまたはシック クライアントを起動して [Hosts
and Cluster] > [Datacenter] > [Cluster] に移動します。右クリックして [Power] > [Power On] を選択すると VM
が開始します。
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• 既知の問題のリスト, 43 ページ

既知の問題のリスト
このバージョンで発生することがわかっている問題のリストを、以下に示します。
• Firefox ブラウザにバンドルされているフラッシュのバージョンが古いため、Firefox ブラウザ
はサポートされていません。Firefox 内でフラッシュを手動で更新することは可能ですが、新
しいバージョンのフラッシュを含む Chrome または Internet Explorer を使用することをお勧め
します。
• メニューにアップグレード ボタンがない場合、最新バージョンのフラッシュを使用する別の
ブラウザを使用してみてください。
VMware vSphere クライアントの再起動もお試しください。
• [Start] > [Programs] > [VMware ] > [VMware vSphere Client] を選択します。
• vSphere クライアントのログイン ウィンドウで、root ユーザとして ESX/ESXi ホストに
ログインするか、管理者として vCenter Server システムにログインします。
a. IP アドレスまたはホスト名を入力します。
b. ユーザ名およびパスワードを入力します。
• vCenter Server に接続する場合は、vCenter Server IP アドレスと、Windows のログイン
ユーザ名およびパスワードを使用します。vCenter Server がインストールされた Windows
マシンに適したログイン クレデンシャルを使用してください。
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• 寛容モードの設定, 45 ページ
• vMotion インターフェイスの設定, 46 ページ
• HyperFlex ノードのアップグレードの検証, 46 ページ
• Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始, 47 ページ
• Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了, 48 ページ
• ホスト ファームウェア パッケージの変更, 49 ページ
• リリース 1.8 で自動的に有効化されるポリシー, 50 ページ

寛容モードの設定
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

いずれかのコントローラ VM に SSH して、
root としてログインします。

ステップ 2

#stcli cluster get-cluster-access-policy

寛容モードがすでに設定されているかどうかを
確認します。

ステップ 3

~/#stcli cluster set-cluster-access-policy --name
lenient

厳格（strict）に設定されている場合は、寛容
（lenient）に変更します。
すでに寛容（lenient）である場合は、操作は必要
ありません。

ステップ 4

stcli cluster info | grep -i policy

変更を確認します。
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次の例では、寛容モードがすでに設定済みかどうかを確認し、寛容モードが「厳格」に設定され
ている場合は「寛容」に設定して、寛容モードの変更を確認します。
~/#stcli cluster get-cluster-access-policy
strict
~/#stcli cluster set-cluster-access-policy --name lenient
stcli cluster info | grep -i policy

vMotion インターフェイスの設定
次の手順では、vMotion が機能するために必要な VMkernel インターフェイスを追加します。

はじめる前に
新しいリリースでは、作成済み vSwitch を使って vMotion ネットワークが事前定義され、UCS
Manager で vNIC と VLAN がすでに定義されています。

ステップ 1

[Inventory] > [Manage] > [Networking] > [VMkernel adapters] で [Host] をクリックします。

ステップ 2

[Add Host Networking] をクリックします。

ステップ 3

[VMkernel Network Adapter] を選択します。

ステップ 4

既存の [vmotion vSwitch] を参照して選択します。

ステップ 5

名前を入力し、下記の表を参考にして適切な [VLAN ID] を入力します。
クラスタのインストール バージョン

VLAN ID

1.7.x

0（デフォルト）

1.8.x

vMotion ネットワークと同じ

ステップ 6

[Static IP Address] を入力して、ウィザードを完了します。

ステップ 7

（オプション）ジャンボ フレームを使用するには、[vmk2] を編集して [MTU] を 9000 に設定します。
vMotion VLAN でジャンボ フレームを渡すようアップストリーム スイッチが設定されている必要がありま
す。

ステップ 8

クラスタ内のすべてのホストに対してステップ 1 ～ 5 を繰り返します。

HyperFlex ノードのアップグレードの検証
各 HyperFlex ノードで次の検証を実行してから、クラスタ内の次のノードをアップグレードして
ください。
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• HyperFlex クラスタが正常な状態であり、オンラインであることを確認します。すべての
HyperFlex クラスタ ノードが vCenter に接続されており、オンラインであることを確認しま
す。
• HX クラスタの各コントローラ VM に SSH でログインし、df

-h /var/stv コマンドを使用し

て、/var/stv にアップグレード用のスペースがあることを確認します。
Output example
/dev/sdb1 63G 2.7G 58G 5% /var/stv

重要

十分なスペースがない場合（使用率が 50% を超えている場合）は、Cisco TAC
までお問い合わせください。

• vSphere Web クライアント内の HyperFlex クラスタについて主要なアラームが報告されていな
いことを確認します。
• DRS が有効であり完全自動化に設定されていることを確認します。
• vSphere サービスが実行中であり、ESXi Agent Manager（EAM）の状態が正常であることを確
認します。
• Cisco UCS Manager でクラスタの状態を確認します。

Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの開始
vSphere Web クライアントの使用
1 vSphere の Web クライアントにログインします。
2 [Home] > [Hosts and Clusters] に移動します。
3 [HX Cluster] が含まれている [Datacenter] を展開します。
4 [HX Cluster] を展開し、ノードを選択します。
5 ノードを右クリックし、[Cisco HX Maintenance Mode] > [Enter HX Maintenance Mode] の順に選
択します。
コマンドライン インターフェイスの使用
1 root 権限を持つユーザとして、ストレージ コントローラ クラスタのコマンド ラインにログイ
ンします。
2 ノードを HX メンテナンス モードにします。
a ノード ID と IP アドレスを特定します。
# stcli node list --summary

b ノードを HX メンテナンス モードにします。
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# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip IP Address) --mode enter

（stcli

node maintenanceMode --help

も参照してください）

3 root 権限を持つユーザとして、このノードの ESXi コマンド ラインにログインします。
4 ノードが HX メンテナンス モードになったことを確認します。
# esxcli system maintenanceMode get

vSphere Web クライアントの [Monitor] > [Tasks] タブで [Enter Maintenance Mode] タスクの進行状況
をモニタできます。
操作に失敗した場合は、エラー メッセージが表示されます。根本的な問題を修正してからもう一
度メンテナンス モードに入ります。問題を解決できない場合は、Cisco TAC までお問い合わせく
ださい。

Cisco HyperFlex のメンテナンス モードの終了
vSphere Web クライアントの使用
1 vSphere Web クライアントにログインします。
2 [Home] > [Hosts and Clusters] に移動します。
3 [HX Cluster] が含まれている [Datacenter] を展開します。
4 [HX Cluster] を展開し、ノードを選択します。
5 ノードを右クリックして、[Cisco HX Maintenance Mode] > [Exit HX Maintenance Mode] を選択し
ます。
コマンドライン インターフェイスの使用
1 root 権限を持つユーザとして、ストレージ コントローラ クラスタのコマンド ラインにログイ
ンします。
2 ノードの HX メンテナンス モードを終了します。
a ノード ID と IP アドレスを特定します。
# stcli node list --summary

b ノードの HX メンテナンス モードを終了します。
# stcli node maintenanceMode (--id ID | --ip IP Address) --mode exit

（stcli

node maintenanceMode --help

も参照してください）

3 root 権限を持つユーザとして、このノードの ESXi コマンド ラインにログインします。
4 ノードの HX メンテナンス モードが終了したことを確認します。
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# esxcli system maintenanceMode get

vSphere Web クライアントの [Monitor] > [Tasks] タブで [Exit Maintenance Mode] タスクの進行状況
を監視できます。
操作に失敗した場合は、エラー メッセージが表示されます。根本的な問題を修正してからもう一
度メンテナンス モードに入ります。問題を解決できない場合は、Cisco TAC までお問い合わせく
ださい。

ホスト ファームウェア パッケージの変更
アップグレード プロセスを開始する前に、HX サーバのファームウェア バージョンを更新します。
アップグレード開始前に正しいファームウェア バージョンを準備するために、記載された手順に
従ってください。
この準備は、アップグレード自体とほぼ同じ時間に実行すべきです。
手順
1 Cisco UCS Manager にログインします
• Web ブラウザを開いて、UCS Manager の IP アドレスを入力します。たとえば 10.193.211.120
と入力します。
• ユーザ名とパスワードには admin レベルのログイン クレデンシャルを入力します。
• [Continue] をクリックします。[UCS Manager Configuration] ページに、[Servers]、[LAN
Configuration]、[Advanced] フィールドが表示されます。
2 [Servers] > [Policies] > [Sub-Organizations] の順に選択します。
3 下位組織 [hx-cluster] を展開します。
HX クラスタの下位組織がインストール中にユーザ定義された場合は、このステップでその特
定の下位組織を必ず選択してください。
4 [Host Firmware Packages] を展開します。
5 [HyperFlex Host Firmware Package] を選択します。
6 [Modify package Versions] をクリックします。
7 適切なラックおよびブレード パッケージ バージョンを選択します。
8 [OK] をクリックします。すべての警告に対して「はい」をクリックします。
9 [Pending Activities] を確認します。
a [User Acknowledged Activities] タブで、選択した下位組織内のユーザ確認応答を必要とする
HX ノードが Cisco UCS Manager によってリストされます。これらは、リブート（再起動）
保留中ステータスとして表示されます。
b サービス プロファイルに関して確認応答しないでください。
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c 新しい HyperFlex アップグレード プロセスは、各サーバのユーザ確認応答を正しい時間に
自動的に実行します。

注目

適切な時点で追加のクラスタを確実にアップグレードしてください。

リリース 1.8 で自動的に有効化されるポリシー
新しいリリースでは、アップグレード中にいくつかのポリシーがサービス プロファイル テンプ
レートに自動的に適用されます。
次の UCS ポリシーが自動的に有効になります。
1 HyperFlex メンテナンス ポリシー内の on-next-reboot 機能。
on-next-reboot 機能を使用すると、設定変更が保留中になっている HyperFlex サービス プロファ
イルを自動的に受け入れることができます。
ホストがリブートするとき、ファームウェア ポリシーを介して HyperFlex サービス プロファイ
ルに関連付けられたすべてのサーバに、ホスト ファームウェア パッケージ（HFP）の変更内
容が自動的に適用されます。
HFP には、サーバ、アダプタ、CIMC、BIOS、ボード コントローラ、ストレージ コントロー
ラ、HBA オプション ROM、ローカル ディスク、および FC アダプタに関する一連のファーム
ウェア バージョンが含まれています。ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対しては 1
つのファームウェア バージョンだけを含めることができます。ファームウェア パッケージ内
のエンドポイントのファームウェア バージョンを変更した場合、次回のリブート時に、その影
響を受けるすべてのサービス プロファイルに新しいバージョンがただちに適用されます。
ホスト ファームウェア ポリシーにより、同じポリシーを使用するサービス プロファイルに関
連付けられているすべてのサーバで、ホスト ファームウェアが同一となります。したがって、
サービス プロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェア バー
ジョンはそのまま変わりません。このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必
要があります。また、このサービス プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要
があります。
2 HyperFlex アダプタ ポリシーでの TCP セグメンテーション オフロード
1.8 リリースでは TCP セグメンテーション オフロードが有効で、HyperFlex システムのパフォー
マンス向上に役立ちます。大きな TCP パケットをハードウェアに送ってセグメント化するこ
とで、CPU 使用量を減らします。
アダプタ ポリシーは、アダプタによるトラフィック処理方法など、アダプタのホスト側の動作
を制御します。たとえばアダプタ ポリシーを使用して、キュー、RSS ハッシュ、割り込み処
理、パフォーマンス改善に関するデフォルト設定を変更できます。
3 vNIC 冗長性機能
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冗長性 vNIC および vHBA テンプレート ペアを使用すると、特定のサーバに属する vNIC また
は vHBA をグループ化できます。たとえば 1 つの vNIC または vHBA テンプレートを作成し、
ファブリック A に割り当てられるプライマリ テンプレートとしてそれを指定できます。次に、
別の vNIC または vHBA テンプレートを作成し、ファブリック B に割り当てられるセカンダリ
テンプレートとしてそれを指定できます。2 つのテンプレートをリンクさせると、プライマリ
テンプレートで定義された属性を共有するペアになります。セカンダリ テンプレートはプライ
マリ テンプレートから属性を継承し、プライマリ テンプレートの変更内容がテンプレート ペ
アのセカンダリ テンプレートにすべて伝播されます。また、ペアの各テンプレートで非共有設
定を変更することもできます。
この機能により、HA ペアで設定される vNIC が同じ VLAN を使って対称的に設定され、プラ
イマリ vNIC の VLAN が変更されるときにセカンダリ vNIC にも変更内容が自動的に適用され
るため、管理操作の数が減ります。
4 明示的な vNIC 配置設定
新しいリリースでは、HyperFlex サービス プロファイル テンプレートの下で vNIC ごとにホス
ト管理ポートが明示的に割り当てられます。これにより、HyperFlex クラスタの導入後にユー
ザが vNICs を追加しても ESXi vNIC 命名規則は影響を受けません。アップグレード中に、コン
ピューティング専用ノードおよび HX ノード サービス プロファイル テンプレートに vNIC 配
置ポリシーが適用されます
vNIC 配置ポリシーは、サービス プロファイルでの vNIC/vHBA の配置順序を制御します。
これらのポリシーが使用可能かどうかは、ユーザ環境によって異なります。
既存の 1.7.x クラスタを 1.8.1x バージョンにアップグレードする場合、中断のないローリング アッ
プグレードが開始する前に、新しいポリシーがサービスプロファイルテンプレートに適用されま
す。その結果、すべてのサービス プロファイルが保留アクティビティに移行します。ローリング
アップグレード中に、これらのサービス プロファイルが自動的に受け入れられ（確認応答）、新
しいポリシーが有効になります。
バージョン 1.8 ソフトウェアの新しい HX クラスタを既存の 1.7.x クラスタに追加する場合、今後
の 1.8.x アップグレードの一環として新しいポリシーがサービス プロファイル テンプレートに適
用されます。
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