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https://software.cisco.com/download/home/286305544/type/286305994/シスコ

リリースの検索

左側のナビゲーションウィンドウでは、目的の Cisco HyperFlex Data Centerリリースを検索し
てスクロールし、クリックすることができます。リリース番号をクリックすると、右側のパネ

ルに使用可能なソフトウェアとともに、使用可能なすべてのソフトウェアバンドルが表示され

ます。

1. 推奨リリースリリース 3.5 (2d)の横の星は、HyperFlexで現在推奨されている長期リリース
であることを示しています。長期リリースは、追加の強化およびバグ修正により、以前の

短期の機能リリースから安定した機能を導入しています。このリリースでは、新しい主な

機能は導入されておらず、最新の状態を維持するためにアップグレードする必要がありま

す。長期間にわたってサポートされているリリースを必要とするお客様は、推奨されるリ

リースを使用することを推奨します。このガイドのすべてのアップグレードでは、推奨さ

れるリリースを使用する必要があります。

2. 最新リリースこのグループ化により、リリースがリリースされた順に示されます。最初に
最新のリストが表示され、これには長期および短期の機能リリースが含まれています。右

側の矢印を使用して、リストを折りたたんだり、展開したりします。リリース番号をク

リックすると、その特定のリリースに関連付けられているすべてのソフトウェアバンドル

が表示されます。

3. すべてのリリースこのグループ化により、機能番号 (リリースの最初の2桁 (4.0など))に基
づいてリリースが順序付けされ、これには長期および短期の機能リリースが含まれます。

右側の矢印を使用して、リストを折りたたんだり、展開したりします。

4. 関連ソフトウェアHyperFlex Data Platformのリリースページから関連するソフトウェアを
ダウンロードします。各HXDPリリースに記載されている関連ソフトウェアは、選択され
たHXバージョンで使用する、互換性のあるUCSM、UCSサーバファームウェア、および
ESXiのバージョンです。

サポートされるHXのアップグレードパスについて、詳しくは『HXアップグレードガイド』
を参照してください。

既知の問題
次の警告が知られています。Ciscoバグ検索ツールの詳細を確認するには、警告番号をクリッ
クするか、バグ検索ツールで検索パラメータを入力して、一致する結果を見つけます。
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https://software.cisco.com/download/home/286305544/type/286305994/
https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-guides-list.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/


回避策役職警告番号

コントローラ VMの再ボット化後に
HX Connectにログインできない場合
は、次の手順を実行します。

各コントローラに一度に1つずつSSH
接続します。

1. /Var/lib/tomcat7/webapps/にファ

イルが入力されていることを確認

します

2. Echo manual

>/etc/init/ureadahead.override

を実行します

3. Echo manual

>/etc/init/ureadahead-other.override

を実行します

4. mount | grep libを実行

し、/var/old-libのみがマウント

されている場合は手順 5 ~ 7を実
行します。

5. python

/usr/share/springpath/storfs-misc/relinquish_node.py

を実行します

6. リブートを実行します

7. クラスタが正常になるまで待機し
ます。

8. 次のコントローラで手順 1 ~ 7を
実行します。

Libのマウントの問題によ
り、HX Connectにログイン
できないか、インストールに

失敗しました

CSCvk02032

HX 1.7で開始されたクラスタに対し
てのみ、pycryptoバージョンを手動で
インストールします。

（トラブルシューティングを参

照）。

Pycryptoパッケージがないた
め、HX 1.7リリース用に最
初にインストールされたHX
クラスタのアップグレードは

失敗します。

CSCvn09831
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既知の問題

https://cdetsng.cisco.com/webui/#view=CSCvk02032
b-upgrading-unsupported-hx-releases_chapter6.pdf#nameddest=unique_11
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn09831


回避策役職警告番号

CLIのアップグレードが必要な場合、
TACに連絡してください

2.xから 3.xへのアップグ
レード中に、アップグレード

で障害が発生した場合は、ク

ラスタ管理 IPに到達不能に
なる可能性があります (コン
トローラ VMのいずれにも
存在しません)。

CSCvk09073

StNodeを手動で削除します。

CiscoTACにお問い合わせください。

アップグレードの前後に同じ

stNodesが存在します。
CSCvp79604

Pnodeを手動で削除します。

CiscoTACにお問い合わせください。

アップグレード後、stcliに追
加の pnodeが存在します。

CSCvp79629

各 ESXiホストの
Net.TeamPolicyUpDelayの設定を変更

するための 30秒間のアップグレード
前のチェック (トラブルシューティン
グを参照)

ファブリックインターコネ

クトの UCSmインフラスト
ラクチャのアップグレード中

に、クラスタがストレージに

アクセスできなくなることが

あります

各 ESXiホストの
Net.TeamPolicyUpDelayの設

定を変更するためのアップグ

レード前のチェック

CSCvo16282

アップグレード後に LLDPを再度有
効にします。

HXインストーラからの変更
により、すべての HX vNIC
でLLDPが無効になる原因と
なっています。

CSCvp42925

外部ストレージを接続解除し、カー

ネルアップグレードを再試行しま

す。

ESXiホスト上のローカル
データストアの検索で、カー

ネルの移行が失敗しました。

CSCvn73127

3.0 (1i)で修正されました。メモリ不足により storfsが

再起動されます：3.01 c
CSCvm97558

手動でドライブのロックを解除しま

す。UCSファームウェアバージョン
4.0 (1b)で修正されました。

CiscoTACにお問い合わせください。

ストレージコントローラVM
へのソフトウェアパッケー

ジのインストールに失敗しま

した

CSCvh04307
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既知の問題

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk09073
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp79604
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp79629
b-upgrading-unsupported-hx-releases_chapter6.pdf#nameddest=unique_11
b-upgrading-unsupported-hx-releases_chapter6.pdf#nameddest=unique_11
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo16282
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp42925
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn73127
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm97558
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh04307


回避策役職警告番号

HX ESXiオフラインバンドルを使用
して、6.5または 6.0 Ciscoカスタム
ビルド 9919195以降にESXiをアップ
グレードします。

Ciscoカスタムイメージ ESXi 6.0 EP
19/6.0 U3 EP 18オフラインバンドル
で修正されました。

関連するソフトウェアアドバイザリ

ESXiバージョン 6.0を搭載
したM5サーバでのHX展開
入では、インストールまたは

アップグレードのワークフ

ロー中にPSODが発生する可
能性があります。

CSCvk62990

vCenterが使用できない場合は、次の
手順を実行して、VMwareホストク
ライアントで例外ユーザーを追加し

ます。

1. VMware Host Clientインベントリ
の [Manage (管理)]をクリック
し、[Security & Users (セキュリ
ティとユーザー)]をクリックしま
す。

2. [Lockdown mode (ロックダウン
モード)]をクリックします

3. [Add user exception (ユーザーの例
外を追加)]をクリックしユーザー
名を入力して、[Add exception (例
外を追加)]をクリックします。

これらのアラームは手動で

緑色にリセットされます。

（注）

ESXiホストが通常のロック
ダウンモードの場合、[HX
connectアップグレード (HX
connect upgrade)]タブに
「サーバコールに失敗しま

した」というエラーが表示さ

れます。

CSCvk39622

3.0 (1e)で修正されました。

CiscoTACにお問い合わせください。

/var/zookeeperの使用率が高

いため、HXzookeeperが失敗
します

CSCvm90352

3.0 (1i)/3.5 (2a)で修正されました。

検出された場合は、書き込み負荷の

かかるワークロードを停止するか、

3.0 (1i)/3.5 (2a)にアップグレードしま
す。30分後に再調整が進行しない場
合は、TACにお問い合わせくださ
い。

クラスタの再調整/アップグ
レードがハングします。ノー

ドまたはディスクの削除/ク
ラッシュが原因でクラスタが

正常に稼働しない場合、その

クラスタは正常な状態になり

ません。

CSCvm46965
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/SA/SW_Advisory_CSCvk62990.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk62990
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk39622
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm90352
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm46965


回避策役職警告番号

4.0 (2a)で修正されました。保留中の
リブートを一度に 1つずつ手動で確
認します。

HXDP3.5.1HXConnect：UCS
ファームウェアアップグ

レードサーバの自動確認応

答が HFP後に失敗しました

CSCvo91624

アドミッションコントロールを無効

にします。CSCvm77294には、詳細
な回避策の手順が記載されています。

アップグレードの検証に失敗

しました。DRS障害：設定
されたフェールオーバを満た

すリソースが不足しています

CSCvm77294

(オプション) 6.5または6.7への ESXiアップグレード
VMware 6.5または 6.7へのアップグレードは、Cisco HyperFlexのアップグレード後のオプショ
ンです。Ciscoソフトウェアダウンロードサイトで最新の推奨リリースに正常にアップグレー
ドしたら、vSphereと ESXiのバージョンをアップグレードできます。

開始するには、次の説明に従ってソフトウェアバンドルをダウンロードします。

アップグレードバンドルの例を示します。HXDPバージョンの関連ソフトウェアとして一覧に
記載されている最新の6.5または 6.7アップグレードZIPバンドルをダウンロードしていること
を確認してください。

（注）

HX ISOを使用して ESXiをアップグレードしないでください。ESXiのアップグレードを実行
するには、オフラインの ZIPバンドルを使用する必要があります。

（注）

ソフトウェアのダウンロード: ESXI 6.5

アップグレードバンドルの例：CISCO HX Custom Image for ESXi 6.5 U2 EP09
HX-ESXi-6.5U2-10175896-Cisco-Custom-6.5.2.3-upgrade-bundle.zip

ダウンロードリンク： https://software.cisco.com/download/home/286305544/type/286305994/

ソフトウェアダウンロード：ESXi 6.7

アップグレードバンドルの例:CISCO HX Custom Image for ESXi 6.7 U2 EP08
HX-ESXi-6.7U2-13473784-Cisco-Custom-6.7.2.2-upgrade-bundle.zip

ダウンロードリンク： https://software.cisco.com/download/home/286305544/type/286305994/
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https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo91624
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm77294
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm77294
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VSphereと ESXiの 6.5または 6.7へのアップグレード

1. HX Connectにログインします。

1. ブラウザに HXストレージクラスタ管理 IPアドレスを入力します。
Https://<storage-cluster-management-ip>に移動します。

2. 管理ユーザ名とパスワードを入力します。

3. [Login]をクリックします。

2. ナビゲーションペインで、[Upgrade]を選択します。

3. [Select Upgrade Type]ページで、 ESXiを選択し、次のフィールドの値を入力します。

基本情報UI要素

「Download Software - HyperFlex HX Data Platform」か
ら、Cisco HyperFlex Custom Image Offline Bundle for
upgrading existing ESXiホストの最新パッケージファイ
ルをアップロードします。

例：

HX-ESXi-6.5U2-13004031-Cisco-Custom-6.5.2.6-upgrade-bundle.zip

ESXiファイルをここにドラッグ
するか、またはクリックして

フィールドをブラウズします。

現在の ESXiバージョンが表示されます。[Current version]フィールド

HyperFlexクラスタの詳細（[Hypervisor version]や [Cluster
upgrade state]など）がリストされます。

[Current hypervisor details]フィー
ルド

アップロードされた ESXiのバージョンが表示されま
す。

[Bundle details]フィールド

その他の参考資料
ここでは、CiscoHyperFlexデータセンターのアップグレードに関する参考資料を提供します。

表 1 :関連資料

マニュアルタイトル/リンク関連項目

近日提供予定HXデータプラットフォーム（HXDP）ソフト
ウェア推奨リリースバージョン：Cisco
HyperFlex HXシリーズシステム

近日提供予定CiscoHyperFlexソフトウェアリリースモデル
およびソフトウェアサポートタイムライン
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シスコのテクニカルサポート

リンク

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトで
は、製品、テクノロジー、ソリューション、

技術的なヒント、およびツールへのリンクな

どの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能

です。Cisco.comに登録済みのユーザは、この
ページから詳細情報にアクセスできます。
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http://www.cisco.com/techsupport
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