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概要
Cisco HyperFlexシステムで Cisco HXデータプラットフォームおよび Cisco UCSサーバファーム
ウェアをアップグレードする前に、この章で説明するガイドライン、ベストプラクティス、およ

び推奨事項を考慮してください。

前提条件
1 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。

2 サポートされているバージョンとシステム要件を確認してください。詳細については、

「Hardware and Software Interoperability for Cisco HyperFlex HX-Series」を参照してください。

重要 •最新のソフトウェアバンドルバージョンを使用していることを確認します。「Cisco HX
Data Platform Release Notes」でソフトウェアのバージョンを確認してください。

•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、『CiscoUCSDriver InstallationGuide』を参照してくださ
い。
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-release-notes-list.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-release-notes-list.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html#anc12


3 構成を 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 Backing Up and Restoring the Configuration Guide』を参照してくださ
い。

4 ファームウェアのアップデートを実行する前に、CiscoUCSManagerイメージ管理インターフェ
イスを使用して、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。詳細については、ソフトウェアのダウンロードを参照してください。

5 ESX 5.5 U3bおよび ESXi 6.0 U1では、ESXiのアップグレードが必要です。VMware vSphereの
バージョンは、ESXi 6.0 U1b、6.0U2、および 6.0U2パッチ 3のみがサポートされています。
ESXiのアップグレードについては、ESXiのアップグレードを参照してください。

6 SSHをすべての ESXiホストで有効なままにしておきます。

7 アップグレード中に VMが自動的に移行され、MTUが Jumboに設定されるよう、vMotionを
有効にします。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, （6ページ）を参照してください。

8 HyperFlexクラスタが正常であることを確認します。詳細については、HyperFlexノードのアッ
プグレードの検証, （3ページ）を参照してください。

9 クラスタが寛容（lenient）モードであることを確認します。クラスタが寛容（lenient）モード
でない場合は、寛容（lenient）モードに設定します。寛容モードの設定, （7ページ）を参照
してください。

注意事項とガイドライン
Cisco HyperFlexシステムのアップグレードを開始する前に、次の注意事項、ガイドライン、およ
び制限事項を考慮してください。

•容量階層の最適化：バックエンドアクセスは、遅延の高スパイクの規模と頻度を大幅に削減
するように最適化されます。

アップグレードに関する重要なガイドライン

◦このアップグレードは、この問題の発生が認められた場合にのみ実行することをお勧め
します。

◦ハイブリッドクラスタの場合：デフォルトのアップグレードプロセスでは、この最適
化は有効になりません。アップグレード処理中にこのパフォーマンス拡張を有効にする

には、Cisco TACまでお問い合わせください。この最適化を有効にするには、メンテナ
ンス期間を延長する必要があります。

◦オールフラッシュクラスタの場合：アップグレード時間に大きな影響はなく、デフォ
ルトのアップグレードパスでこのパフォーマンス拡張が有効になります。

•
•アップグレードプロセスを開始する前に VMware ESXiをアップグレードしてください。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/141/UCSM_GUI_Configuration_Guide_141_chapter43.html
b_Cisco_HyperFlex_Systems_Upgrade_Guide_2_1_chapter_011.pdf#unique_26
b_Cisco_HyperFlex_Systems_Upgrade_Guide_2_1_chapter_0101.pdf#unique_27


VMware ESXiバージョン 5.5 U3からアップグレードする必要がある場合は、
Cisco TACまでお問い合わせください。

重要

• Cisco HXデータプラットフォームと Cisco UCSファームウェアバンドルは互換性がある必
要があります。詳細については、『UCSHardware andSoftwareCompatibilityMatrix』を参照し
てください。

•分割アップグレードの場合は、接続なしのエラーメッセージが表示されないようにするた
め、Cisco UCSファームウェアをアップデートする前に、Cisco HXデータプラットフォーム
を最初に更新する必要があります。

•オンラインアップグレード中に、1つのノードがアップグレードされる（メンテナンスモー
ドになる）と、データリプリケーションファクタとアクセスポリシーの設定に基づいて、

許容されるノード障害の数が減少します。

• 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。

• 3ノードクラスタでは、1つのノードをシャットダウンするかメンテナンスモードにする
と、クラスタは正常な状態ではなくなりますが、引き続きオンラインの状態に保たれます。

アップグレード処理中は、ホストが一度に 1つずつメンテナンスモードになり、クラスタが
正常な状態になった後で次のホストに移動します。

stcliノードの削除操作で、3ノードクラスタからノードを削除することはでき
ません。3ノードクラスタ上のノードを置換するには、Cisco TACにノードの
置換手順について問い合わせてください。

（注）

• 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。

アップグレード前検証

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。

• SSHを HXクラスタの各コントローラ VMに追加し、df -h /var/stvコマンドを使用して、

アップグレードに使用できるスペースが /var/stvに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。

HyperFlexクラスタのヘルスの表示

GUI の使用

• vSphereWebクライアントナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [CiscoHyperFlex Systems]
> [Cisco HX Data Platform] > [cluster] > [Summary]を選択します。[cluster widget]を表示して、
HyperFlexクラスタが正常な状態かつオンラインであるかどうかを確認します。

• vSphere Webクライアントナビゲータで、[vCenter Inventory Lists] > [Clusters] > [cluster] >
[Summary]を選択します。すべての HXクラスタノードが vCenterに接続されており、オン
ラインであるかどうかを確認します。

CLI の使用

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。stcli cluster storage-summary

--detailコマンドを実行します。

次の例の応答は、HyperFlexストレージクラスタがオンラインかつ正常な状態であることを示し
ます。

address: 192.168.100.82
name: HX-Cluster01
state: online
uptime: 0 days 12 hours 16 minutes 44 seconds
activeNodes: 5 of 5
compressionSavings: 78.1228617455
deduplicationSavings: 0.0
freeCapacity: 38.1T
healingInfo:
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inProgress: False
resiliencyDetails:

current ensemble size:5
# of ssd failures before cluster shuts down:3
minimum cache copies remaining:3
minimum data copies available for some user data:3
minimum metadata copies available for cluster metadata:3
# of unavailable nodes:0
# of nodes failure tolerable for cluster to be available:2
health state reason:storage cluster is healthy.
# of node failures before cluster shuts down:3
# of node failures before cluster goes into readonly:3
# of hdd failures tolerable for cluster to be available:2
# of node failures before cluster goes to enospace warn trying to move the existing

data:na
# of hdd failures before cluster shuts down:3
# of hdd failures before cluster goes into readonly:3
# of ssd failures before cluster goes into readonly:na
# of ssd failures tolerable for cluster to be available:2

resiliencyInfo:
messages:

Storage cluster is healthy.
state: healthy
hddFailuresTolerable: 2
nodeFailuresTolerable: 1
ssdFailuresTolerable: 2

spaceStatus: normal
totalCapacity: 38.5T
totalSavings: 78.1228617455
usedCapacity: 373.3G
clusterAccessPolicy: lenient
dataReplicationCompliance: compliant
dataReplicationFactor: 3

DRS が有効化されているかどうかの確認

ステップ 1 vSphere Webクライアントナビゲータで、[vCenter Inventory Lists] > [Clusters] > [cluster] > [Summary]を
選択します。

a)

DRSが [Enabled]であることを確認します。

ステップ 2 [vSphere DRS]タブをクリックします。
[Migration Automation Level]が [Fully Automated]に設定されているかどうかを確認します。

ESX Agent Manager の表示

vSphere Webクライアントのナビゲータで、[Administration] > [vCenter Server Extensions] > [vSphere ESX
Agent Manager] > [Summary]を選択します。
vSphereサービスが実行中であり、ESX Agent Manager（EAM）の状態が正常であることを確認します。
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Cisco UCS Managerでの HyperFlexクラスタの状態の確認

ステップ 1 ファブリックインターコネクトの高可用性ステータスに、両方のファブリックインターコネクトが稼働

中であると示されているかどうかを確認します。

ステップ 2 データパスが稼働中であることを確認します。詳細については、『CiscoUCSManagerFirmwareManagement
Guide』を参照してください。

ステップ 3 HyperFlexサーバにエラーがないことを確認します。

ステップ 4 vNICのエラーが解決されており、VMware ESXiの vSwitchのアップリンクが稼働中であることを確認し
ます。

ステップ 5 すべてのサーバが検出されているかどうかを確認します。

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

   Cisco HyperFlex System リリース 2.1 アップグレードガイド
6

前提条件とガイドライン

vMotion インターフェイスの設定

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/firmware-mgmt/gui/2-5/b_GUI_Firmware_Management_25/b_GUI_Firmware_Management_25_chapter_01011.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/firmware-mgmt/gui/2-5/b_GUI_Firmware_Management_25/b_GUI_Firmware_Management_25_chapter_01011.html


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。

寛容モードの設定

クラスタアクセスポリシーは、デフォルトで lenient modeに設定されます。クラスタアクセス

ポリシーを手動で寛容（lenient）に設定するには、次の手順を実行します。

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）に設定されている場合、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   

次の例では、寛容（lenient）モードが現在どのように構成されているかを確認します。寛容
（lenient）モードが厳格（strict）に設定されている場合、寛容（lenient）モードに設定され、寛容
（lenient）モードに加えられた変更を確認します。

~/#stcli cluster get-cluster-access-policy
strict
~/#stcli cluster set-cluster-access-policy --name lenient
stcli cluster info | grep -i policy
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