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オンライン アップグレード プロセスのワークフロー
最初に 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てから、自動アッ
プグレード ワークフローを使用して、Cisco UCS ファームウェアと Cisco HX データ プラットフォー
ム のコンバインド アップグレードを行います。オンライン アップグレードでは、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。
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。
HXDP 2.1(1b) へのアップグレードは、HXDP のみのアップグレードとして実行することができ、
UCS サーバまたはインフラストラクチャ ファームウェアのアップグレードは不要です。これによ
り、メンテナンス時間を最短にすることができます。ただし、長期間の安定性を確保するために、
このリリースで使用可能になった最新の SAS HBA ファームウェアを使用することをお勧めします
（『Release Notes for Cisco HX Data Platform, Release 2.0』の CDET ID CSCvb78874 を参照してくだ
さい）。UCS サーバ ファームウェアのアップデートが必要な場合は、Cisco UCS Manager ソフト
ウェアをまず、3.1(2g) 以降にアップグレードしてください。これには、簡単な UCSM のみのアッ
プグレード、またはフル インフラストラクチャ ファームウェアの自動インストールを実行しま
す。その後、ユーザが HyperFlex vSphere Web クライアント プラグインを使用して、サーバ ファー
ムウェア バンドルのアップグレードを 3.1(2g) 以降に調整する必要があります。
HXDP と UCS の両方のファームウェアをアップグレードする場合は、vSphere Web クライアント
プラグインを使用して、メンテナンス期間に応じてコンバインド アップグレードまたは分割アッ
プグレードを選択します。Cisco UCS Manager によるサーバ ファームウェアの自動インストール
を使用した直接的なファームウェアアップグレードは試行しないでください。代わりに、HyperFlex
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プラグインから提供される UCS サーバ アップグレード オーケストレーション フレームワークを
使用します。

注意

Firefox ブラウザは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 インフラストラクチャ ソフトウェア A、B、および C バンドル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。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。
3 Cisco UCS インフラストラクチャをアップグレードします。Cisco UCS Manager を使用した Cisco
UCS ファームウェアのアップグレードを参照してください。
4 ブートストラップを実行して Cisco HX データ プラットフォーム プラグインをアップグレード
します。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。
5 スナップショット スケジュールを無効にするには、ブートストラップを実行したストレージ
コントローラ VM で、stcli snapshot-schedule --disable コマンドを実行します。
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。
6 管理者クレデンシャルで HX Data Platform プラグインにログインします。
7 HX Data Platform と Cisco UCS ファームウェアのコンバインド アップグレードを開始します。
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を参照して
ください。
HX Data Platform のみまたは Cisco UCS ファームウェアのみをアップグレードします。詳細に
ついては、Cisco HX Data Platform のアップグレードおよびCisco UCS ファームウェアのアップ
グレードを参照してください。

（注）

Cisco UCS ファームウェアのみをアップグレードする場合は、ファブリック インターコネクト
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。
8 アップグレードが完了したことを確認します。アップグレード後の作業を参照してください。
9 同じコントローラ VM でスナップショット スケジュールを有効にするには、stcli
snapshot-schedule --enable コマンドを実行します。
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オフライン アップグレード プロセスのワークフロー
1 Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア A、B、および C バンドル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。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。
3 Cisco UCS インフラストラクチャをアップグレードします。Cisco UCS Manager を使用した Cisco
UCS ファームウェアのアップグレード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。HX
クラスタのグレースフル シャットダウンを参照してください。

重要

HyperFlex コントローラの VM（stCtlVM）は、電源をオンにしたままにしておく必要がありま
す。
5 ホスト ファームウェア パッケージは、Cisco UCS インフラストラクチャのアップグレード時に
自動的に設定されます。アップグレード プロセスを開始する前に、正しいファームウェア バー
ジョンを手動でステージングするには、Cisco UCS Manager を使用したホスト ファームウェア
パッケージの変更を参照してください。
6 HX クラスタ ノードを構成するサーバで、保留中の再起動を確認します。クラスタに接続され
ている 統合型 ノードと コンピューティング専用 ノードの両方を含めます。すべてのノードが
アップグレードされるまで待ちます。続行する前に、正しいファームウェア パッケージがイン
ストールされていることを確認してください。

重要

• Cisco 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 ノードで保留中の再起動を再確認して、ディープ ディスカバリを実行します。
Cisco UCS Manager で、[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。
7 ブートストラップを実行して Cisco HX データ プラットフォーム プラグインをアップグレード
します。ブートストラップ プロセスを参照してください。
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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。
8 スナップショット スケジュールを無効にするには、ブートストラップを実行したストレージ
コントローラ VM で、stcli snapshot-schedule --disable コマンドを実行します。
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。
9 同じコントローラ VM から、アップグレードを開始します。詳細については、コンバインド
アップグレード：オフライン モード, （5 ページ）または 分割アップグレード：オフライン
モード, （5 ページ）を参照してください。

注目

オフライン アップグレードの効率性を最大限に高めるには、コンバインド アップグレードを
強くお勧めします。
10 アップグレードが完了したことを確認します。アップグレード後の作業を参照してください。
11 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。クラスタの開
始と VM 電源オン, （6 ページ）を参照してください。
12 同じコントローラ VM でスナップショット スケジュールを有効にするには、stcli
snapshot-schedule --enable コマンドを実行します。

オフライン アップグレードに関するガイドライン
重要

• 1.7x から 1.8x にアップグレードする場合は、--ucsm-host パラメータと --ucsm-user パラ
メータが必要です。Cisco UCS サーバのファームウェア バージョンを変更していないた
め、1.8(1a)/1.8(1b) から 2.0(1a) への移行時には、これらのパラメータを使用しないでくだ
さい。
CLI を使用して GUI をアップグレードすると、使いやすくなり、レポート作成機能が改
善されます。
続行する前に、コンバインド アップグレードまたは分割アップグレードに関する次のガイドライ
ンを考慮してください。
• パッケージ名は、コントローラ VM にアップロードしたファイルと一致する必要があります
（ここに示す例と異なっても差し支えありません）。
• パスワードの入力を求められたら、入力します。
• 新しいバージョンの Cisco HX データ プラットフォーム ソフトウェアを使ってノードがアッ
プグレードされ、一度に 1 つずつリブートされます。
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コンバインド アップグレード：オフライン モード
GUI を使用したコンバインド オフライン アップグレード
HX Data Platform と Cisco UCS ファームウェアのコンバインド アップグレードを開始します。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を参照してくださ
い。
CLI を使用したコンバインド オフライン アップグレード
同じコントローラ VM から、次のコマンドを使用します。
# 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)'

分割アップグレード：オフライン モード
GUI を使用した Cisco UCS ファームウェアのみのアップグレード
Cisco UCS ファームウェアのアップグレードのみを開始します。Cisco UCS ファームウェアのアッ
プグレードを参照してください。
GUI を使用した Cisco HX データ プラットフォーム のみのアップグレード
Cisco HX データ プラットフォーム のアップグレードのみを開始します。Cisco HX Data Platform
のアップグレードを参照してください。
CLI を使用した Cisco UCS ファームウェアのみのアップグレード
同じコントローラ VM から、次のコマンドを使用します。
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)'

CLI を使用した Cisco HX データ プラットフォーム 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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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

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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