
アップグレード手順

• オンラインアップグレード, 1 ページ

• オフラインアップグレード, 2 ページ

• CLIを使用したオフラインアップグレード, 4 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

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

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を参照してください。

（注）

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

（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、「アップグレードコンポーネントの選択」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

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

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。

（注）

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

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を参照してください。
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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を実行して、クラスタの正常性を検査します。

•正常な場合は、~#stcli 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, （4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、クラスタを開始して VMの電源をオンにします。

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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