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アップグレード後に何をすればよいですか？

アップグレード後の作業

ONTAP ソフトウェアをアップグレードしたら、クラスタの準備ができているかどうかを
確認するためのいくつかのタスクを実行する必要があります。

アップグレード後のクラスタ検証

アップグレード後に、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、ストレージの健全性
を確認する必要があります。

作業を開始する前に

MetroCluster FC 構成を使用している場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効に
なっていることも確認する必要があります。

クラスタのバージョンを確認

すべての HA ペアをアップグレードしたら、 version コマンドを使用して、すべてのノードでターゲットリリ
ースが実行されていることを確認する必要があります。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンで
す。クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、クラスタをアップグレー
ドできます。

1. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていることを確認します。

version

2. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、すべてのノードのアップ
グレードステータスを確認します。

system node upgrade-revert show

クラスタの健常性を確認

クラスタをアップグレードしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしてい
ること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインで、クラスタに追加するための条件を満たしていることを確認します。

cluster show

1



cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node0                 true    true

node1                 true    true

正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認し
て適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。

set -privilege advanced

続行するには、「 y 」と入力します。

3. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。

◦ リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。

◦ リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する RDB プロセス 入力するコマンド

管理アプリケーション cluster ring show -unitname mgmt

ボリュームロケーションデータベース cluster ring show -unitname vldb

仮想インターフェイスマネージャ cluster ring show -unitname vifmgr

SAN 管理デーモン cluster ring show -unitname bcomd

次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb

Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online

--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------

node0     vldb     154      154      14847    node0     master

node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary

node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary

node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary

4 entries were displayed.

4. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。 event log

show -severity informational -message-name scsiblade.*
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各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されま
す。

cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name

scsiblade.*

Time             Node       Severity       Event

---------------  ---------- -------------- ---------------------------

MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The

scsi-blade ...

MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The

scsi-blade ...

関連情報

"システム管理"

自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します

クラスタをアップグレードしたら、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認する必要があ
ります。

このタスクについて

この手順 は、 MetroCluster FC 構成に対してのみ実行されます。MetroCluster IP 構成を使用し
ている場合は、この手順 を省略してください。

手順

1. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

metrocluster show

自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster

2. ステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

3. 手順 1 を繰り返して、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

ストレージの健常性を確認

クラスタをアップグレードしたら、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要
があります。

1. ディスクのステータスを確認します。
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確認する項目 手順

破損ディスク a. 破損ディスクを表示します。

storage disk show -state broken

b. 破損ディスクを取り外すか交換します。

メンテナンス中または再構築中のディスク a. 保守、保留、または再構築の状態のディスクを
表示します。

`storage disk show -state maintenance

pending reconstructing`

.. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで
待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲートを含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲー
トがオンラインであることを確認します。

storage aggregate show -state !online

このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードま
たはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

cluster1::> storage aggregate show -state !online

There are no entries matching your query.

3. 次のコマンドを実行して、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。 _not_online

volume show -state !online

メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっ
ている必要があります。

cluster1::> volume show -state !online

There are no entries matching your query.

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。

volume show -is-inconsistent true

サポート技術情報の記事を参照してください "「WAFL inconsistent」を示すボリューム" を参照してくだ
さい。

関連情報
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"ディスクおよびアグリゲートの管理"

アップグレード後に、すべての LIF がホームポートにあること
を確認します

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移
行されることがあります。クラスタのアップグレードが完了したら、ホームポートにな
い LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない
LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されている
ホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべてのLIFのステータスを表示します。 network interface show -fields home-port,curr-

port

Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。
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cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port

vserver                          lif       home-port curr-port

-------------------------------- --------- --------- ---------

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6

e0d e0d

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6

e0d e0d

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c

C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c

Cluster                          sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a

Cluster                          sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b

Cluster                          sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a

Cluster                          sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f

vs0                              sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f

35 entries were displayed.

ステータスが「 admin 」でステータスが「 down 」の LIF やホームステータスが「 false 」の LIF がある
場合は次の手順に進みます。
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2. データLIFを有効にします。 network interface modify {-role data} -status-admin up

cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up

8 entries were modified.

3. LIFをそれぞれのホームポートにリバートします。 network interface revert *

このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

cluster1::> network interface revert *

8 entries were acted on.

4. すべてのLIFがそれぞれのホームポートにあることを確認します。 network interface show

次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

cluster1::> network interface show -vserver vs0

         Logical    Status     Network         Current  Current Is

Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask    Node     Port    Home

-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----

vs0

         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true

         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true

         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true

         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true

         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true

         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true

         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true

         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true

8 entries were displayed.

特別な設定を確認します

アップグレード後に特別な設定がないかどうかがチェックされ

クラスタに次の機能が設定されている場合は、アップグレード後に追加の手順が必要に
なることがあります。
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自分自身に尋ねる … 回答が * はい * の場合、次の操作を実行します …

ONTAP 9.7 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレー
ドしたかどうか

ネットワーク構成を確認します

EMSデスティネーションへの到達不能を提供しない
ネットワークサービスポリシーからEMS LIFサービス
を削除します

MetroCluster 構成を使用していますか？ ネットワークとストレージのステータスを確認します

SAN 構成を使用していますか。 SAN 構成を確認

ネットアップストレージ暗号化を使用していて、
ONTAP 9.3 以降にアップグレードした場合は、

KMIP サーバの接続を再設定する

負荷共有ミラーがありますか？ 移動した負荷共有ミラーのソースボリュームを再配置
します

SnapMirror を使用しているか。 SnapMirror 処理を再開します

ONTAP 8.3.0 からアップグレードしましたか。 NFS クライアント用に目的の NT ACL 権限の表示レ
ベルを設定します

ONTAP 9.0 よりも前のバージョンで管理者アカウン
トを作成していますか？

管理者パスワードに SHA-2 を適用します

ONTAP 9.9.1より前のバージョンで作成されたサービ
スプロセッサ（SP）アクセスのユーザアカウントは
ありますか。

サービスプロセッサにアクセスできるアカウントの変
更を確認します

アップグレード後のネットワーク構成の確認

ONTAP 9.8 以降では、レイヤ 2 の到達可能性が自動的に監視されます。ONTAP 9.7x 以
前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードした場合は、各 .network ポートが想定される
ブロードキャストドメインに到達できることを確認する必要があります。

1. 各ポートに想定されるドメインへの到達可能性があることを確認します。network port

reachability show -detail

reachable-status が OK の場合は、ポートに割り当てられたドメインへのレイヤ 2 到達可能性があること
を示します。

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成で更新を実行したら、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリ
ュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIFのステータスを確認します。 network interface show

通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要
があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要
はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要が
ありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。
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cluster1::> network interface show

            Logical    Status     Network            Current

Current Is

Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port

Home

----------- ---------- ---------- ------------------ -------------

------- ----

Cluster

            cluster1-a1_clus1

                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01

                                                                   e2a

true

            cluster1-a1_clus2

                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01

                                                                   e2b

true

cluster1-01

            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01

                                                                   e3a

true

            cluster1-a1_inet4_intercluster1

                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01

                                                                   e3c

true

            ...

27 entries were displayed.

2. アグリゲートの状態を確認します。 storage aggregate show -state !online

このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサ
イトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成
がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインに
することができます。

次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

cluster1::> storage aggregate show -state !online

There are no entries matching your query.

次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグ
リゲートはオフラインです。
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cluster1::> storage aggregate show -state !online

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------

------------

aggr0_b1

                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01

raid_dp,

 

mirror

 

degraded

aggr0_b2

                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02

raid_dp,

 

mirror

 

degraded

2 entries were displayed.

3. ボリュームの状態を確認します。 volume show -state !online

このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ
SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラ
インです。
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cluster1::> volume show -state !online

  (volume show)

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size

Available Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------

---------- -----

vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -

-     -

5 entries were displayed.

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

サポート技術情報の記事を参照してください "「WAFL inconsistent」を示すボリューム" を参照してくだ
さい。

アップグレード後に SAN 構成を確認

SAN 環境でアップグレードを実行する場合、アップグレード前に LIF に接続されていた
各イニシエータが、アップグレードの完了後も LIF に正常に再接続したことを確認する
必要があります。

1. 各イニシエータが正しい LIF に接続されていることを確認します。

イニシエータのリストと、アップグレードの準備の際に作成したリストを比較する必要があります。

用途 入力するコマンド

iSCSI iscsi initiator show -fields

igroup,initiator-name,tpgroup

FC fcp initiator show -fields

igroup,wwpn,lif

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定

ONTAP 9.3 以降へのアップグレードを実行したら、外部キー管理（ KMIP ）サーバの接
続を再設定する必要があります。
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1. キー管理ツールの接続を設定します。security key-manager setup

2. KMIPサーバを追加します。 security key-manager add -address

key_management_server_ip_address

3. KMIPサーバが接続されていることを確認します。 security key-manager show -status

4. キーサーバを照会します。 security key-manager query

5. 新しい認証キーとパスフレーズを作成します。 security key-manager create-key -prompt-for

-key true

パスフレーズは 32 文字以上にする必要があります。

6. 新しい認証キーを照会します。 security key-manager query

7. 新しい認証キーを自己暗号化ディスク（SED）に割り当てます。 storage encryption disk modify

-disk disk_ID -data-key-id key_ID

新しい認証キーをクエリで使用していることを確認します。

8. 必要に応じて、FIPSキーをSEDに割り当てます。 storage encryption disk modify -disk

disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、そ
れぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータア
クセスにも使用できます。

移動した負荷共有ミラーのソースボリュームの再配置

無停止アップグレードが正常に完了したら、負荷共有ミラーのソースボリュームを、ア
ップグレード前に配置されていた場所に戻すことができます。

1. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動前に作成したレコードを使用して、負荷共有ミラーのソースボ
リュームの移動先を確認します。

2. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームを元の場所に戻します。

SnapMirror 処理を再開しています

無停止アップグレードを行った場合は、一時停止していた SnapMirror 関係を完了後に再
開する必要があります。

snapmirror quiesce コマンドを使用して既存の SnapMirror 関係を一時停止し、クラスタの無停止アップグレ
ードを完了しておく必要があります。

1. 以前に休止した各SnapMirror関係の転送を再開します。 snapmirror resume *

このコマンドは、一時停止したすべての SnapMirror 関係の転送を再開します。

2. SnapMirror処理が再開されたことを確認します。 snapmirror show
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cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total

Last

Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy

Updated

----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------

--------

cluster1-vs1:dp_src1

            DP   cluster1-vs2:dp_dst1

                              Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

cluster1-vs1:xdp_src1

            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1

                              Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

cluster1://cluster1-vs1/ls_src1

            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1

                              Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2

                              Snapmirrored

                                      Idle           -         true    -

4 entries were displayed.

各 SnapMirror 関係について、 Relationship Status が * Idle * になっていることを確認します。このステー
タスが「 * Transferring * 」の場合は、 SnapMirror 転送が完了するまで待ってから、コマンドを再入力し
てステータスが「 * Idle 」に変わったことを確認します。

スケジュールに基づいて実行するように設定された各 SnapMirror 関係について、最初にスケジュール設定さ
れた SnapMirror 転送が正常に完了したことを確認する必要があります。

NFS クライアントの NT ACL 権限の表示レベルの設定

ONTAP 8.3.0 からアップグレードしたあとの、 NFS クライアントに対する NT ACL 権
限のデフォルトの表示処理が変わりました。設定を確認し、必要に応じて環境に適した
設定に変更する必要があります。ONTAP 8.3.1 以降からアップグレードする場合は、こ
の作業は必要ありません。

マルチプロトコル環境の ONTAP では、 NT ACL によってすべてのユーザに付与されるアクセス権に基づい
て、 NTFS セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリの権限が NFS クライアントに表示されま
す。ONTAP 8.3.0 では、 ONTAP クライアントに表示される権限が、 NT ACL によって付与される最大アク
セス権に基づいていました。アップグレード後は、 NT ACL によって付与される最小アクセス権に基づいて
権限が表示されるようにデフォルト設定が変更されます。環境の新規および既存の Storage Virtual Machine

（ SVM ）が変更されます。
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1. 権限レベルを advanced に設定します。 set -privilege advanced

2. NFSクライアントのNT ACL権限を表示するための設定を確認します。 vserver nfs show -vserver

vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms

ONTAP 8.3.0 からのアップグレード後は、この新しいパラメータの値が無効になるため、 ONTAP には最
小限の権限が表示されます。

3. 最大権限を表示する場合は、必要に応じて各SVMの設定を個別に変更します。 vserver nfs modify

-vserver vserver_name -ntacl-display-permissive-perms enabled

4. 変更が有効になったことを確認します。 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields

ntacl-display-permissive-perms

5. admin 権限レベルに戻ります。 set -privilege admin

管理者アカウントパスワードでの SHA-2 の適用

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で
変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5

は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウ
ントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用
するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

• 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。

• 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユー
ザにパスワードの変更を強制します。

• 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。

• ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサ
ポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）
を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

https://["管理性の向上"]

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。

a. すべてのMD5管理者アカウントを期限切れにします。 security login expire-password

-vserver * -username * -hash-function md5

これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼し
ます。

アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージ
が表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。
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2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強
制的にアカウントを移行します。

a. まだMD5ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（advanced権限レベル）。

security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5

-lock-after integer

lock-after で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

b. ユーザがパスワードを変更する準備ができたら、アカウントのロックを解除します。 security

login unlock -vserver vserver_name -username user_name

c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従って
パスワードを変更するよう促します。

サービスプロセッサにアクセスできるユーザアカウントが変更されました

ONTAP 9.8以前のリリースで管理者以外のロールでサービスプロセッサ（SP）にアクセ
スできるユーザアカウントを作成した場合、ONTAP 9.9.1以降にアップグレードする

と、にadmin以外の値があればそれを指定します -role パラメータがに変更されました

admin。

詳細については、を参照してください "SP にアクセスできるアカウント"。

ネットワークサービスポリシーからEMS LIFサービスを削除します

ONTAP 9.7以前からONTAP 9.8以降にアップグレードする前にEvent Management

System（EMS；イベント管理システム）メッセージを設定していた場合は、アップグレ
ード後にEMSメッセージが配信されないことがあります。

アップグレードの実行時に、EMS LIFサービスであるmanagement-EMSが、既存のすべてのサービスポリシ
ーに追加されます。これにより、いずれかのサービスポリシーに関連付けられたいずれかのLIFからEMSメッ
セージを送信できます。選択したLIFにイベント通知の送信先への到達可能性がない場合、メッセージは配信
されません。

これを回避するには、アップグレード後に、デスティネーションに到達できないネットワークサービスポリシ
ーからEMS LIFサービスを削除します。

手順

1. EMSメッセージの送信に使用できるLIFと関連付けられたネットワークサービスポリシーを特定します。

network interface show -fields service-policy -services management-ems
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vserver        lif            service-policy

-------------- ------------ ------------------

cluster-1      cluster_mgmt

                                      default-management

cluster-1      node1-mgmt

                                      default-management

cluster-1      node2-mgmt

                                      default-management

cluster-1      inter_cluster

                                      default-intercluster

4 entries were displayed.

2. 各LIFでEMSデスティネーションへの接続を確認します。

network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address

この手順は各ノードで実行します。

例

cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1

-destination 10.10.10.10

10.10.10.10 is alive

cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1

-destination 10.10.10.10

no answer from 10.10.10.10

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

set advanced

4. LIFに到達できない場合は、対応するサービスポリシーからmanagement-ems LIFサービスを削除します。

network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy

service_policy_name -service management-ems

5. 管理EMS LIFがEMSデスティネーションに到達できるLIFにのみ関連付けられていることを確認します。

network interface show -fields service-policy -services management-ems

関連リンク

"ONTAP 9.6以降のLIFとサービスポリシー"

16

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/networking/lifs_and_service_policies96.html#service-policies-for-system-svms.


Disk Qualification Package の更新が必要なタイミング

Disk Qualification Package （ DQP ）は、新しく認定されたドライブに対する完全なサ
ポートを追加するためのパッケージです。

ONTAP では、ディスクドライブが通常とは異なる方法で処理されます。たとえば、ONTAP では、メーカー
が指定したセクターサイズとは異なるセクターサイズが割り当てられます。DQPには、新しく認定されたす
べてのドライブに対するONTAP の適切なパラメータが含まれています。そのため、新しく認定されたドライ
ブの情報が含まれないDQPを使用してONTAP のバージョンを実行している場合、ONTAP にはドライブを適
切に設定するための情報が含まれていません。

DQPは、次の場合にダウンロードしてインストールする必要があります。また、四半期ごとや半年ごとな
ど、 DQP も定期的に更新することを推奨します。

• 新しいバージョンの ONTAP にアップグレードするとき

ONTAP のアップグレードの一環として DQP が更新されることはありません。

• 新しいタイプやサイズのドライブをノードに追加したとき

たとえば、 1TB のドライブを使用している環境で 2TB のドライブを追加した場合、 DQP の最新版がな
いかどうかを確認する必要があります。

• ディスクファームウェアを更新するたびに更新されます

• 新しいディスクファームウェアや DQP ファイルが利用可能になったとき

関連情報

https://["ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"^]

https://["ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"]
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