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概要

アクティブにされたときこの資料に M.2 ドライブ ファームウェア アップグレードを行う方法を
ときスタックしている Unified Computing System マネージャ（UCSM） gets の M.2 ドライブ フ
ァームウェア記述されています。 この問題は結合された UCS および Hyperflex （HX）アップグ
レードが HX 接続応答からおよびシナリオでだけファームウェアを実行する M.2 ドライブである
D0MU049 実行されたおよびファームウェア D0MH072 に起こるアップグレードされますとき起
こります。

背景説明

D0MU049 からのからの行うためにこの回避策に D0MH072 にアップグレードを行うことができ
る D0MU054 の中間バージョンに M.2 ドライブ ファームウェアのアップグレードを続いて下さい
。 問題はファームウェア仕様で、すべてのクラスタ型に適当です。

注: ローリング アップグレード 1 ノードとしてアップグレード アクティビティを一度に行
って下さい。 クラスタがいつも健全であることを確認して下さい。

UCS サーバ ファームウェア パッケ
ージ M.2 ドライブ FW

UCS 3.2.3e C、3.2.3g C、UCS
4.0.1a C

ucs-micron-sata-
mtfddav240tcb.D0MU049.bin

UCS 3.2.3h C、UCS 4.0.1b C  ucs-micron-sata-
mtfddav240tcb.D0MU054.bin

UCS 4.0.4e C ucs-micron-sata-
mtfddav240tcb.D0MH072.bin

このパッケージ情報へのあらゆる変更のためのリリース バンドル情報を参照して下さい。

回避策/ステップ

ステップ 1. M.2 ドライブが影響を与えられたファームウェアを実行するかどうか確かめて下さい



。 イメージに示すようにに UCSM > 機器 > RAC マウント > Servers > Server < ID > ナビゲート
して下さい。

4.0.4e C バンドルへ HX ノードをアップグレードする前に D0MU049 から D0MU054 に M.2 ドラ
イブのファームウェアをアップグレードする必要があります。

ステップ 2. HUU をロードする前にサービス プロファイルに"not set"にホスト ファームウェア ポ
リシー セットがあることを、確認して下さい。 このステップはサービス プロファイルと実際の
ハードウェア間の競合を避けて重要です。

"not set"にホスト ファームウェア ポリシーを設定 する失敗によりシステムはイメージに示すよう
に適用されたホスト ファームウェア ポリシーごとのバージョン D0MU049 にドライブを再度ダ
ウングレード。



ステップ 3. HX シリーズに対応する Cシリーズ プラットフォームのための 4.0.2d HUU をダウン
ロードして下さい。 この例では、HXAF240c M5SX のための HUU は- ucs-c240m5-huu-
4.0.2d.iso 使用されます。

ここから ISO をダウンロードして下さい。

ステップ 4.バーチャル メディアによって M.2 ファームウェアおよびマップ HUU をアップグレー
ドするために望むサーバにキーボード/ビデオ/マウス（KVM）を開いて下さい。

イメージに示すようにバーチャル メディアをアクティブにして下さい。

HUU を選択し、ドライブを『Map』 をクリック して下さい。

ステップ 5.手動で サーバを再起動し、ブート メニューにナビゲートして下さい。 BIOS 画面で
F6 を押して下さい。

https://software.cisco.com/download/home/286318800/type/283850974/release/4.0(2d)?i=!pp
https://software.cisco.com/download/home/286318800/type/283850974/release/4.0(2d)?i=!pp


ステップ 6. vKVM マップされた vDVD オプションを『Cisco』 を選択 して下さい。 HUU ロード
を見始める必要があります。



ステップ 7 HUU が正常にロードすれば、エンドユーザ使用許諾契約書を確認する必要があります
。

ステップ 8 サーバはコンポーネントおよび全員完全なすべてのコンポーネントを一度見るはずで
あることを検出します。 



すべてを『Update』 を選択 しない で下さい及びアクティブにして下さい。 ホスト ファームウ
ェア ポリシーだけの使用の統合されたサーバをアップグレードすることを常に推奨します。

記憶の下でドライブはここに強調表示されるように記録し、M.2 ドライブを選択し、Update ボタ
ンをクリックします。



確認のメッセージを受け入れ、アップデートを続行して下さい。 終了したら、システムはアップ
デートプロセスを開始します。



ステップ 9. M.2 ドライブを選択し、『Activate』 をクリック して下さい。 はいヒット イメージ
に示すようにアクティベーション プロセスを続行するため。

システムはイメージに示すように正常なアップデートプロセスを報告します。



ステップ 10. M.2 ドライブの新しいファームウェアをアクティブにするために『Exit』 を選択 し
て下さい。 システムは自動的にリロードする必要があります。 非 MAP KVM セッションからの
HUU。 システムはオペレーティング システムにうまく立ち上がる必要があります。

M.2 ドライブのファームウェアが HUU とアップグレードされるのに、UCSM にこの変更の表示
がありません。 それ故に、UCSM は D0MU049 を報告し続けます。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

VMware ESXi

ESXi のコマンド esxcli ストレージ コア デバイス リストを実行し、ドライブのファームウェア
バージョンを確認して下さい。

[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list

t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Display Name: Local ATA Disk

(t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS)

Has Settable Display Name: true

Size: 228936

Device Type: Direct-Access

Multipath Plugin: NMP

Devfs Path:

/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Vendor: ATA

Model: Micron_5100_MTFD

Revision: U054 <--- firmware version

または、ここに示されているように dmesg をチェックして下さい:

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10

2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max

UDMA/133

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]

Hyper-V



トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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