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推奨されるアップグレード方法
コンバインドアップグレードと分割アップグレードの両方について、アップグレード時間を最

適化するために、HyperFlexコンポーネントを次の順序でアップグレードすることをお勧めし
ます。

1. Cisco UCSインフラストラクチャのアップグレード

2. Cisco HX Data Platformのアップグレード

3. カスタマイズされた Ciscoをアップグレード VMware ESXi

4. Cisco UCSファームウェアのアップグレード

Cisco HX Data Platformのアップグレード

始める前に

•アップグレード前の検証チェックを完了します。詳細については、「UpgradePrerequisites」
を参照してください。

• [SoftwareDownload]から、既存のクラスタを以前のリリースからアップグレードするため
の最新の Cisco HX Data Platform Upgrade Bundleをダウンロードします。

•「オンラインアップグレードプロセスのワークフロー」の手順 1〜 6を実行します。詳
細については、オンラインアップグレードプロセスのワークフロー（3ページ）を参照
してください。

• Cisco UCSインフラストラクチャをアップグレードします。
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•ブートストラップを実行して、CiscoHXData Platformプラグインをアップグレードし
ます。

•ブートストラップされたストレージコントローラVMでスナップショットスケジュー
ルを無効にします。

•管理者クレデンシャルで Cisco HX Data Platformプラグインにログインします。

• DRSが [Enabled]に設定されている場合、VMの他のホストへの vMotionが自動的に実行
されます。

DRSが [Disabled]に設定されている場合は、VMに対して手動で
vMotionを実行して、アップグレードプロセスを続行します。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。

（注）

手順

ステップ 1 vSphereWebクライアントナビゲータから、 [vCenter InventoryLists]> [CiscoHyperFlex Systems]
> [Cisco HX Data Platform] > [HX-Cluster] > [Summary]の順に選択します。

ステップ 2 [Upgrade Cluster]を選択します。

ステップ 3 [HX Data Platform]のみを選択します。

ステップ 4 ローカル PC上の .tgzパッケージファイルを選択します。

Cisco HX Data Platformアップグレードバンドルのアップロードこれは、HX Data Platformプラ
グインのアップグレードに使用されたのと同じ .tgzパッケージファイルです。

ステップ 5 管理者レベルの vCenterクレデンシャルを入力します。

（オプション）[詳細オプション（AdvancedOptions）]にMD5[チェックサム#（Checksum#）]
の情報を入力します。ファイルのチェックサムを調べるには、Cisco.comダウンロードページ
にアクセスして、ダウンロードタイトルをクリックします。これにより、md5チェックサム
が表示されます。

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。

ステップ 6 [Upgrade]をクリックします。

[Validation]画面に、検査の実行の進捗が表示されます。検証エラーがある場合は修正します。

アップグレードプロセスの流れは、次のとおりです。

• HyperFlexクラスタがアップグレード可能な状態であるかどうかが確認されます。

• HXノードが 1つずつメンテナンスモードになります。

•ハイパーバイザ上のHyperFlexvSphereインストールバンドルがアップグレードされます。
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• Cisco HX Data Platformがアップグレードされます。

• HXノードのメンテナンスモードが終了します。

•クラスタを完全に正常な状態に戻すための再構築が開始されます。

•クラスタが正常な状態になると、HyperFlexクラスタの次のノードでアップグレードプロ
セスが続行されます。

クラスタのアップグレード中に、オーケストレーションノードが再起動した場合、または電源

の問題により電源が再投入された場合、クラスタのアップグレードは停止します。ノードが起

動したら、次のコマンドを使用してクラスタシステムをクリーンアップした後、クラスタアッ

プグレードプロセスを再起動します。

stcli cluster upgrade --components hxdp –clean

クリーンアップコマンドが失敗した場合は、次のコマンドを実行して、すべての制御 VM
(ctrlVM)で stMgrサービスを再起動します。
#restart stMgr

次のコマンドを実行して、クラスタシステムをクリーンアップします。

stcli cluster upgrade --components hxdp –clean

サンプルコードを次に示します。

root@ucs-stctlvm-385-1:~# stcli cluster upgrade --clean --components hxdp
##Forcefully cleaned up upgrade progress
root@ucs-stctlvm-385-1:~# stcli cluster upgrade --status
##No active upgrade found. Upgrade progress available after triggering an upgrade

オンラインアップグレードプロセスのワークフロー
オンラインアップグレードプロセスのワークフローを使用する場合は、以下を考慮してくだ

さい。

•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に従ってCiscoUCSファームウェアとCiscoHXDataPlatform
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、データレ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削減されます。

• HXDPおよび UCSファームウェアの両方をアップグレードする場合は、メンテナンス期
間に応じて、vSphere Web Clientプラグインを介した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のいずれかを選択できます。
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• 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。

Cisco UCS Managerによるサーバファームウェア自動インストールを使用した直接的なサーバ
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。HyperFlex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）

次の表で、オンラインアップグレードのワークフローの概要を説明します。

参照先説明ステップ

ソフトウェアのダウンロードUCSM（Aバンドル）またはUCSサーバファー
ムウェア（Cバンドル）のアップグレードが必
要な場合、Cisco UCSインフラストラクチャ
A、ブレードバンドルB、およびラックバンド
ル Cをダウンロードします。

1.

アップストリームネットワー

ク接続のテスト

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ネットワーク

全体のフェールオーバーに対応するように設定

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。

2.

CiscoUCSManagerを使用した
CiscoUCSインストラクチャの
アップグレード

必要に応じてCisco UCSインフラストラクチャ
をアップグレードします。

3.

手動ブートストラップアップ

グレードプロセス

ブートストラップを実行して、Cisco HX Data
Platformプラグインをアップグレードします。

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。

•必ず、vCenterの [管理
（Administration）] > [クライア
ントプラグイン（Client
Plug-Ins）]ページでHX Data
Platformプラグインのバージョン
を確認してください。

4.
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参照先説明ステップ

コマンド stcli

snapshot-schedule --disable

を実行します。

ブートストラップされたストレージコントロー

ラ VMでスナップショットスケジュールを無
効にします。

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。

（注）

5.

Cisco HXData 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（7
ページ）

管理者クレデンシャルを使用して vSphere Web
クライアントプラグインにログインします。

6.

Cisco HXData 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（7
ページ）

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。

7.

Cisco HX Data Platformのアッ
プグレード（1ページ）

Cisco UCSファームウェアの
アップグレード

HXData Platformのみ、またはCiscoUCSファー
ムウェアのみのアップグレードも選択できま

す。

CiscoUCS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、検証画面でアップグレードプロ

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。

（注）

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を確認します。8.

コマンド stcli

snapshot-schedule --disable

を実行します。

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します。

9.

分割アップグレード

推奨されるアップグレード方法は、最初に Cisco HX Data Platformをアップグレードしてから
Cisco UCSファームウェアをアップグレードすることです。

注目
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HX Data Platformをアップグレードする前に Cisco UCSファームウェアをアップグレードする
方法を選ぶ場合は、次の手順に従ってください。

1. ~# ./cluster-bootstrap.shコマンドを使用してCIP-Mのブートストラップを実行します。

2. ./cluster-bootstrap.sh -nを使用して、その他すべてのノードのブートストラップを実行

します。

3. Cisco UCSファームウェアのみのアップグレードを開始します。

4. UCSファームウェアのアップグレードが完了したら、Cisco HX Data Platformのアップグ
レードを開始します。

GUIを使用した Cisco HX Data Platformのみのアップグレード

HX Data Platform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（1ページ）を参照してください。

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

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。

CLIを使用した 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

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

stcliを使用して UCSファームウェアをアップグレードしないでください。UCSファームウェ
アは、HX Connect UI経由でのみアップグレードしてください。

注目

同じコントローラ VMから、サーバタイプに応じて次のコマンドを使用します。

M5サーバ：
stcli cluster upgrade --components ucs-fw --ucsm-host eng-fi1
--ucsm-user <UCSM User> --ucsm-pwd <UCSM Password> --ucsm5-fw-version <UCSM Firmware
Version>

M4サーバ：

stcli cluster upgrade --components ucs-fw --ucsm-host eng-fi1
--ucsm-user <UCSM User> --ucsm-pwd <UCSM Password> --ucsfw-version <UCSM Firmware Version>

M4サーバの例：

アップグレード手順
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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とCisco UCSファームウェアを組み合わせたアッ
プグレード

GUIを使用したコンバインドアップグレード

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。
を参照してください。Cisco HXData 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（7ページ）

CLIを使用したコンバインドアップグレード

同じコントローラ VMから、サーバタイプに応じて次のコマンドを使用します。

M5サーバ
# 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> --ucsm5-fw-version <UCSM Firmware Version>

M4サーバ
# 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>

M4サーバの例：
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 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

コンバインドアップグレードでは、HyperFlexクラスタで実行されているワークロードが中断
されることはありません。

Cisco UCS Managerの保留中のアクティビティを確認しないでください。重要

始める前に

•アップグレード前の検証チェックを完了します。詳細については、「UpgradePrerequisites」
を参照してください。

•「DownloadSoftware」から既存のクラスタをアップグレードするために、最新のCiscoHX
Data Platformアップグレードバンドルをダウンロードしてください。

•「オンラインアップグレードプロセスのワークフロー」の手順 1〜 6を実行します。

• Cisco UCSインフラストラクチャをアップグレードします。

アップグレード手順
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•ブートストラップを実行して、CiscoHXData Platformプラグインをアップグレードし
ます。

•ブートストラップされたストレージコントローラVMでスナップショットスケジュー
ルを無効にします。

•管理者クレデンシャルで Cisco HX Data Platformプラグインにログインします。

• DRSが [Enabled]に設定されている場合、VMの他のホストへの vMotionが自動的に実行
されます。

DRSが [Disabled]に設定されている場合は、VMに対して手動で
vMotionを実行して、アップグレードプロセスを続行します。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。

（注）

手順

ステップ 1 vSphere Web Clientナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Cisco HyperFlex Systems] >
[Cisco HX Data Platform] > [HX-Cluster] > [Summary]を選択します。

ステップ 2 [Upgrade Cluster]を選択します。

ステップ 3 [HX Data Platform]と [UCS Firmware]を選択します。[Next]をクリックします。

ステップ 4 ローカル PC上の .tgzパッケージファイルを選択します。

Cisco HX Data Platformアップグレードバンドルをアップロードします。これは、HX Data
Platform Plug-inのアップグレードに使用されたのと同じ .tgzパッケージファイルです。

ステップ 5 管理者レベルの vCenterクレデンシャルを入力します。

（オプション）[詳細オプション（AdvancedOptions）]にMD5[チェックサム#（Checksum#）]
の情報を入力します。ファイルのチェックサムを調べるには、Cisco.comダウンロードページ
にアクセスして、ダウンロードタイトルをクリックします。これにより、md5チェックサム
が表示されます。

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。

ステップ 6 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 7 [Discover]をクリックして、現在のファームウェアパッケージバージョンを表示します。

ステップ 8 [Target version]フィールドに最新バージョンのCiscoUCSファームウェアを正確に入力します。

ステップ 9 [Upgrade]をクリックします。

CiscoUCSサーバが目的のファームウェアパッケージでアップグレードされました。保留中の
アクティビティは、ローリング形式で自動的に確認応答されます。

アップグレード手順
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Cisco UCSManager GUIで、サービスプロファイルの [FSM]タブから進捗状況をモニ
タできます。

（注）

[Validation]画面に、検査の実行の進捗が表示されます。検証エラーがある場合は修正します。

アップグレードプロセスの流れは、次のとおりです。

• HyperFlexクラスタがアップグレード可能な状態であるかどうかが確認されます。

• HXノードが 1つずつメンテナンスモードになります。

•ハイパーバイザ上のHyperFlexvSphereインストールバンドル（VIB）がアップグレードさ
れます。

• Cisco HX Data Platformがアップグレードされ、続いてホストサーバが再起動されます。

• HXData PlatformはCiscoUCSManagerにファームウェアのアップグレードを要求します。
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。

• HXノードのメンテナンスモードが終了します。

•クラスタを完全に正常な状態に戻すための再構築が開始されます。

•クラスタが正常な状態になると、HyperFlexクラスタの次のノードでアップグレードプロ
セスが続行されます。

次のタスク

アップグレードが完了したことを確認します。詳細については、「PostUpgradeTasks」を参照
してください。

オフラインアップグレードプロセスのワークフロー
次の表で、オフラインアップグレードのワークフローの概要を説明します。

参照先説明ステップ

ソフトウェアのダウンロードUCSM（Aバンドル）または
UCSサーバファームウェア
（Cバンドル）のアップグレー
ドが必要な場合、CiscoUCSイ
ンフラストラクチャ A、ブ
レードバンドル B、および
ラックバンドル Cをダウン
ロードします。

1.
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参照先説明ステップ

アップストリームネットワー

ク接続のテスト

先に進む前に、hx-storage-data
および vMotionのアップスト
リームスイッチがネットワー

ク全体のフェールオーバーに

対応するように設定されてい

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

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。

2.

Cisco UCSManagerを使用した
CiscoUCSインストラクチャの
アップグレード

必要に応じてCiscoUCSインフ
ラストラクチャをアップグ

レードします。

3.

HXクラスタのグレースフル
シャットダウン

vSphereWebクライアントを起
動し、HXサーバ上に存在する
すべてのユーザ VMと HX
データストア上で稼働中のす

べてのユーザ VMの電源をオ
フにします。これには、コン

ピューティング専用ノード上

で稼働中の VMも含まれま
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。

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。

重要

4.

Cisco UCSManagerを使用した
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、正しいファーム

ウェアバージョンを手動でス

テージングします。

5.

アップグレード手順
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参照先説明ステップ

vCenterで、各 HXコントロー
ラVM（stCtlVM）を右クリッ
クして [Power] > [Shut Down
Guest OS]を選択します。

HyperFlexコントローラ VM
（stCtlVM）をシャットダウン
します。

6.

vCenterで、各 ESXiホストを
右クリックして [Maintenance
Mode] > [Enter Maintenance
Mode]を選択します。

コントローラ VMがシャット
ダウンしたら、ESXiホストを
メンテナンスモードにしま

す。

7.

HXクラスタノード（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む）を

構成するサーバ上で保留にさ

れている再起動に対して確認

応答します。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。

8.

vCenterで、各 ESXiホストを
右クリックして [Maintenance
Mode] > [Exit Maintenance
Mode]を選択します。

ESXiホストが起動したら、ホ
ストのメンテナンスモードを

終了します。これで、コント

ローラ VMがオンラインに戻
るはずです。

9.

アップグレード手順
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参照先説明ステップ

手動ブートストラップアップ

グレードプロセス

ブートストラップを実行し

て、Cisco HX Data Platformプ
ラグインをアップグレードし

ます。

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。

•必ず、vCenterの
[管理
（Administration）]>
[クライアントプ
ラグイン（Client
Plug-Ins）]ペー
ジでプラグイン

のバージョンを

確認してくださ

い。

10.

コマンド stcli

snapshot-schedule --disable

を実行します。

ブートストラップされたスト

レージコントローラ VMでス
ナップショットスケジュール

を無効にします。

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。

（注）

11.

CLIを使用したオフライン
アップグレード（13ページ）

同じコントローラ VMから、
アップグレードを開始しま

す。

12.

アップグレード後の作業アップグレードが完了したこ

とを確認します。

13.

クラスタの開始と VM電源オ
ン （14ページ）

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。

14.

アップグレード手順
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参照先説明ステップ

コマンド stcli

snapshot-schedule --disable

を実行します。

同じコントローラ VMで、ス
ナップショットスケジュール

を有効にします。

15.

オフラインアップグレードに関するガイドライン

• 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。1.8(1a)/1.8(1b)から 2.0(1a)に移行する場合は、 Cisco UCSサーバファーム
ウェアバージョンの変更がないため、これらのパラメータを使用してはなりません。

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、レスポンス作成機能が改
善されます。

重要

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。

•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 Data Platform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。

•ネストされた vCenterを使用したオフラインクラスタのアップグレードはサポートされて
いません。

CLIを使用したオフラインアップグレード

Cisco HX Data Platformおよび Cisco UCS Firmwareファームウェアのコンバインドアップグレー
ド

M5サーバ
# 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> --ucsm5-fw-version <UCSM Firmware Version>

M4サーバ
# 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>

M4サーバの例：

アップグレード手順
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~# 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

M5サーバ
stcli cluster upgrade --components ucs-fw --ucsm-host eng-fi1
--ucsm-user <UCSM User> --ucsm-pwd <UCSM Password> --ucsm5-fw-version <UCSM Firmware
Version>

M4サーバ
stcli cluster upgrade --components ucs-fw --ucsm-host eng-fi1
--ucsm-user <UCSM User> --ucsm-pwd <UCSM Password> --ucsfw-version <UCSM Firmware Version>

M4サーバの例：
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

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。

手順

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;~#

アップグレード手順
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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。

アップグレード手順
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