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寛容モードの設定

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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 1   

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。

#stcli cluster get-cluster-access-policyステップ 2   

厳格（strict）に設定されている場合は、寛容
（lenient）に変更します。

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

ステップ 3   

すでに寛容（lenient）である場合は、操作は必要
ありません。

変更を確認します。stcli cluster info | grep -i policyステップ 4   

Cisco HyperFlex System リリース 1.8 アップグレードガイド
1



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。
VLAN IDクラスタのインストールバージョン

0（デフォルト）1.7.x

vMotionネットワークと同じ1.8.x

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。
vMotionVLAN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

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、CiscoTAC
までお問い合わせください。

重要

• vSphereWeb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、ESXiAgentManager（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 HXMaintenance 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、UCSManager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。

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。注目

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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