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Cisco Host Upgrade Utility
概要
Cisco Host Upgrade Utility は、次のファームウェアをアップグレードするツールです。
• Cisco Integrated Management Controller（CIMC）
• システム BIOS
• Cisco UCS P81E 仮想インターフェイス カード（VIC）

要件およびサポート
サポート
Cisco Host Upgrade Utility は、Cisco UCS C シリーズ サーバ上の LOM および LSI コントローラ デバイスのファームウェ
アをチェックし、更新します。 サポートされたサーバでサポートされる LOM および LSI コントローラ デバイスの完
全なリストについては、次の URL で入手できる『Release Notes for Cisco UCS C-Series Software, Release 1.4(x)』を参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html

HUU の使用
HUU ISO を使用して、書き込み可能なディスク（DVD または CD）によりホストからローカルでサーバのコンポーネ
ントをアップグレードしたり、HUU ISO を仮想デバイスとしてマウントすることによりリモートでサーバのコンポー
ネントをアップグレードしたりできます。

手順
ステップ 1

HUU ISO ファイルをダウンロードします。
a) http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html にアクセスします。
b) 中央のカラムで [Unified Computing and Servers] をクリックします。
c) 右側のカラムで [Cisco UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software] をクリックします。
d) 右側のカラムでお使いのサーバのモデルの名前をクリックします。
e) [Unified Computing System (UCS)Server Firmware] をクリックします。
f) リリース番号をクリックします。
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g) [Download Now] をクリックして ucs-server platform-huu-version_number.iso ファイルを
ダウンロードします。
h) 次のページで情報を確認後、[Proceed With Download] をクリックします。
i) 次の画面に進んでライセンス契約に同意し、このファイルを保存する場所を参照します。
ステップ 2

ローカル アップグレードのために ISO を準備する場合は、この手順を完了します。 それ以外の場合は、
ステップ 3, （3 ページ） に進みます。
a) ISO イメージを書き込み可能なディスク（DVD、USB フラッシュ ドライブ、または CD）に書き込み
ます。
b) VGA モニタと USB キーボードを Cisco C シリーズ サーバに接続します。
c) ディスクを Cisco C シリーズ サーバの DVD ドライブに挿入します。
d) ステップ 4, （3 ページ） に進みます。

ステップ 3

KVM コンソール を使用してリモート アップグレードのために ISO を準備します。
a) ブラウザを使用して、アップグレードするサーバ上の CIMC GUI ソフトウェアに接続します。
b) ブラウザのアドレス フィールドにサーバの CIMC IP アドレスを入力し、次にユーザ名とパスワード
を入力します。
c) ツールバー上の [Launch KVM Console] をクリックして、KVM コンソール を起動します。
d) KVM コンソール の [Virtual Media] タブをクリックします。
e) [Add Image] をクリックし、ucs-server-name-huu-version_number.iso file をクリックしま
す。
f) [Client View] 領域で、追加した ISO ファイルに対応する [Mapped] カラムのチェックボックスをオン
にし、マッピングが完了するのを待ちます。
g) ISO ファイルがマップ済みリモート デバイスとして現れたら、ステップ 4, （3 ページ） に進みま
す。

ステップ 4

サーバを起動し、[Boot Menu] 画面を開くよう求められたら、F6 を押します。

ステップ 5

[Boot Menu] 画面で、準備された ISO を選択します。
• ローカル アップグレードの場合は、物理 CD/DVD デバイスを選択し、Enter を押します。 たとえ
ば、SATA5:TSSTcorp CDDVDW TS-L633C となります。
• リモート アップグレードの場合は、[Cisco Virtual CD/DVD] を選択し、Enter を押します。
選択したデバイスからサーバが再起動されます。

ステップ 6

サーバ BIOS と CIMC ファームウェアのバージョンが示された画面が表示されます。 「Have you read the
Cisco EULA (end user license agreement)?」というプロンプトで、 次の操作を実行します。
• EULA に同意して更新を続ける場合は y を押します。
• EULA を読むには n を押します。 EULA が表示され、更新を続けるには y を、キャンセルするには
n を押すよう求められます。 n を押すと、更新を行わずにサーバが再起動されます。
• 更新を行わずに終了するには、q を押します。 このオプションにより、サーバは再起動します。
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EULA に同意した後に、[Host Upgrade Menu] が表示されます。
ステップ 7

[Host Upgrade Menu] の [Enter Choice] プロンプトで次のいずれかの番号を入力します。
オプション

説明

0. インベントリ

HUU では、サーバ インベントリの詳細を表示できま
す。

1. Update CIMC Firmware

HUU は、お使いのサーバに適切な CIMC ファームウェ
アを選択し、アップグレードを実行します。
アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから他の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。
（注）

（注）

2. Update BIOS

HUU は、お使いのサーバに適切な BIOS ファームウェ
アを選択し、アップグレードを実行します。
（注）

3. Update LOM Firmware

オプション 11（[Reboot the machine]）を使用
してサーバを再起動すると、再起動中に新し
いファームウェア バージョンがアクティブ化
されます。
CIMC ファームウェアをアップグレードする
ときは、常に BIOS をアップグレードするこ
とを推奨します。

BIOS をアップグレードするときは、常に
CIMC ファームウェアをアップグレードする
ことを推奨します。

HUU は、お使いのサーバに適切な LOM ファームウェ
アを選択し、アップグレードを実行します。 イメージ
が更新されると、LOM ファームウェアの設定は工場出
荷時設定に戻ります。
アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから別の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。

4. Update LSI Firmware

HUU は、取り付けられたサポート対象 LSI ストレージ
コントローラ カードをチェックし、適切な LSI ファー
ムウェアを選択して、アップグレードを実行します。
アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから別の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。
（注）
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これらのアップグレードは、サーバの再起動
後に実行されます。

オプション

説明

5. Update UCS P81E VIC

HUU は、取り付けられた Cisco UCS P81E 仮想インター
フェイス カード（VIC）をチェックし、適切なファーム
ウェアを選択して、アップグレードを実行します。

アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから別の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。
6. Update UCS VIC 1225

HUU は、取り付けられた Cisco UCS VIC 1225 をチェッ
クし、適切なファームウェアを選択して、アップグレー
ドを実行します。

アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから別の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。
7. Update BCM firmware

HUU は、Broadcom PCI アダプタに適切なファームウェ
アバージョンを選択し、アップグレードを実行します。
このリリースでは、次の Broadcom PCI アダプタ用の
ファームウェアバージョンをアップグレードできます。
• 5709 デュアルおよびクアッド ポート アダプタ
• 57712 デュアル ポート アダプタ
• 57712 10GBaseT アダプタ

アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから別の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。
8. Update Intel I350 (Quad Port)

HUU は、Intel I350 クアッド ポート アダプタを選択し、
アップグレードを実行します。

アップグレードが正常に実行されたことを示す確認メッ
セージが表示されるまで待ち、このメニューから別の
オプションを選択するか、サーバを再起動します。
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オプション

説明

9. All of the above

HUU は、お使いのサーバに適切なファームウェア コン
ポーネントを選択し、CIMC、LOM、LSI、Cisco UCS
P81E 仮想インターフェイス カード ファームウェア、
UCS VIC 1225、PCI アダプタ、BIOS の順にそれぞれを
アップグレードします。
（注）

このオプションを選択すると、CIMC との接
続が終了し、CIMC の IP にアクセスするのに
数分間待つ必要があります。 再びログインし
て、CIMC 接続を再確立し、開いた任意の
KVMセッションを再び開く必要があります。

10. Save logs into USB

サーバに接続された、または vMedia によりマッピング
された USB ドライブにデバッグ ログを保存できます。
USB デバイスが利用できない場合は、HUU でサーバに
USB デバイスを取り付けるよう求められます。

11. Reboot the machine

HUU によりサーバが再起動されます。
（注）

オプション 1（[Update CIMC firmware]）を使
用して CIMC をアップグレードし、このオプ
ションを使用してサーバを再起動すると、
CIMC との接続が終了し、CIMC の IP にアク
セスするのに数分間待つ必要があります。 再
びログインして、CIMC 接続を再確立し、開
いた任意の KVM セッションを再び開く必要
があります。

オプション 2（[Update BIOS]）またはオプション 9（[All of the above]）を使用して BIOS をアップグレー
ドする場合は、次のメッセージ プロンプトが表示されます。
Updating BIOS will power down the server. This can take few minutes, do you
want to continue (y/n)
• BIOS のアップグレードを続行する場合は、y を押します。
• BIOS のアップグレードを中止する場合は、n を押します。
BIOS のアップグレードを続行すると、次のメッセージ プロンプトが表示されます。
Do you want to automatically power up the server once bios update is completed
(y/n)
• BIOS のアップグレード後にサーバの電源を自動的にオンにする場合は、y を押します。
• BIOS のアップグレード後にサーバの電源を手動でオンにする場合は、n を押します。
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トラブルシューティング
次の表に、発生する可能性がある問題をトラブルシューティングする際の推奨事項を示します。
問題

推奨されるソリューション

更新して再起動した後に CIMC への接続は失われ、KVM これは、ファームウェア更新後の想定される動作で
セッションが終了します。
す。 CIMC に再びログインし、KVM セッションを再
び確立します。
次のエラー メッセージが表示されます。
PID, Board Part Number, Product Part Number <PID,
Board Part Number, Product Part Number> is not

このエラー メッセージは、HUU ISO がサーバでサポー
トされていない場合に表示されます。 サーバでサポー
トされた HUU ISO を使用します。

supported by this HUU image. HUU will not boot on this
machine. Press any key to reboot the server.

その他の情報
Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc で入手できる
『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc で入手できる
『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。
その他のマニュアル リソース
B シリーズと C シリーズのすべてのドキュメントが格納された ISO ファイルは、次の URL から入手できます。http://
www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821 このページで、[Unified Computing System (UCS)
Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、ドキュメントのメジャー リリースの後に更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。
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マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML
ドキュメント内のフィードバックmailto:ucs-docfeedback@cisco.comフォームよりご連絡ください。 ご協力をよろしくお
願いいたします。
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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。 このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。 このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。 添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。 シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。 マニュアル内の例、コマンド出力、ネット
ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。 説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意
図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)
© 2015

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

