
破損した CIMC ファームウェアの復旧

この章は、次の項で構成されています。

• CIMCファームウェアイメージの概要, 1 ページ

• 破損した CIMCファームウェアイメージからの回復, 2 ページ

• 障害がある SDカードからの復旧, 4 ページ

• 破損ファイルシステムの回復, 6 ページ

CIMC ファームウェアイメージの概要
Eシリーズサーバのブートに問題がある場合は、CIMCファームウェアイメージが破損している、
SDカードに問題がある、ファイルシステムが破損している、または CIMCファームウェアのイ
ンストールが正常に終了しなかったことが原因として考えられます。破損した CIMCファーム
ウェアイメージから回復するには、次のいずれかの操作を適宜実行してください。

セキュリティ上の観点から、boot backupコマンドはディセーブルです。重要

• CIMCファームウェアイメージが破損している場合は、破損した CIMCファームウェアイ
メージからの回復, （2ページ）を参照してください。

• SDカードに問題がある場合は、「障害があるSDカードからの復旧」を参照してください。

•ファイルシステムが破損している場合は、破損ファイルシステムの回復, （6ページ）を
参照してください。

• CIMCファームウェアのインストールが正常に終了しなかった場合は、CIMCファームウェ
アを再インストールします。
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破損した CIMC ファームウェアイメージからの回復
はじめる前に

• Eシリーズサーバを PCに接続します。 Eシリーズサーバの種類に応じて、次の手順を実行
します。

•ダブル幅：シリアルケーブルの一端を Eシリーズサーバのシリアルポートに接続し、
もう一端を PCに接続します。

•シングル幅：KVMコネクタを Eシリーズサーバの KVMポートに接続してから、シリ
アルケーブルの一端をKVMコネクタのDB9ポートに接続し、もう一端を PCに接続し
ます。

•イーサネットケーブルを Eシリーズサーバの管理（専用）ポートに接続します。

•シリアル出力を表示するには、必要に応じて HyperTerminalまたはMinicomを開始します。
次のどちらかを実行します。

• Microsoft Windows：Hyper Terminalを起動します。

• Linux：Minicomを起動します。

•通信設定は、9600ボー、8ビット、パリティなし、および 1ストップビットに設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した Eシリーズサーバの電源をシャットダウ
ンします。

Router# hw-module sm slot
oir-stop

ステップ 1   

Cisco 2900シリーズ ISR G2では Eシリー
ズサーバのOIRはサポートされません。
ルータの損傷を防ぐために、Eシリーズ
サーバの Cisco 2900 ISR G2への挿入また
は取り外しを行う前にルータの電源をオ

フにして、ネットワークケーブルを外し

ます。

（注）

指定した Eシリーズサーバを再起動します。Router# hw-module sm slot
oir-start

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco 2900シリーズ ISR G2では Eシリー
ズサーバのOIRはサポートされません。
ルータの損傷を防ぐために、Eシリーズ
サーバの Cisco 2900 ISR G2への挿入また
は取り外しを行う前にルータの電源をオ

フにして、ネットワークケーブルを外し

ます。

（注）

Hyper TerminalまたはMinicomから、***コマンド
を入力してブートローダプロンプトを開始します。

***ステップ 3   

現在のイメージから Eシリーズサーバをブートし
ます。

ucse-cimc > boot current
recovery

ステップ 4   

IPアドレス、サブネットマスク、および Eシリー
ズサーバの管理（専用）インターフェイスのゲー

トウェイの IPアドレスを指定します。

Recovery-shell #
dedicated-interface
management-interface-ip-address
netmask gateway-ip-address

ステップ 5   

CIMCファームウェアが保存されているリモートの
TFTPサーバに pingを送信し、ネットワーク接続を
確認します。

Recovery-shell # ping
tftp-ip-address

ステップ 6   

CIMCファームウェアイメージをインストールしま
す。このイメージはリモートのTFTPサーバに保存
されています。

Recovery-shell # update
tftp-ip-address image-filename

ステップ 7   

CIMCをリブートします。Recovery-shell # rebootステップ 8   

次に、CIMCファームウェアイメージを回復する例を示します。
Router# hw-module subslot 2/0 stop
Router# hw-module subslot 2/0 start

***

ucse-cimc > boot current recovery
recovery-shell# dedicated-interface 192.168.0.138 255.255.255.0 192.168.0.1
Network configuration:

IP config: addr: 192.168.0.138 Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

recovery-shell# ping 10.20.34.56
PING 10.20.34.56 (10.20.34.56): 56 data bytes
64 bytes from 10.20.34.56: seq=0 ttl=60 time=10.000 ms
64 bytes from 10.20.34.56: seq=1 ttl=60 time=0.000 ms
--- 10.20.34.56 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.000/1.000/10.000 ms
recovery-shell# update 10.20.34.56 update_pkg-cimc.combined.bin
downloading firmware image "update_pkg-cimc.combined.bin" from " 10.20.34.56 "
download firmware image done, size in bytes: 22384144
installing firmware image, please wait ...
activating installed image
done
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Stage: NONE
Status: SUCCESS
Error: Success
recovery-shell# reboot

障害がある SD カードからの復旧
Eシリーズサーバのブートに問題がある場合、SDカードに障害が発生している可能性がありま
す。新しい SDカードに CIMCファームウェアイメージを復旧するには、次の手順を実行しま
す。

はじめる前に

• Eシリーズサーバを PCに接続します。 Eシリーズサーバの種類に応じて、次の手順を実行
します。

•ダブル幅：シリアルケーブルの一端を Eシリーズサーバのシリアルポートに接続し、
もう一端を PCに接続します。

•シングル幅：KVMコネクタを Eシリーズサーバの KVMポートに接続してから、シリ
アルケーブルの一端をKVMコネクタのDB9ポートに接続し、もう一端を PCに接続し
ます。

•イーサネットケーブルを Eシリーズサーバの管理（専用）ポートに接続します。

•シリアル出力を表示するには、必要に応じて HyperTerminalまたはMinicomを開始します。
次のどちらかを実行します。

• Microsoft Windows：Hyper Terminalを起動します。

• Linux：Minicomを起動します。

•通信設定は、9600ボー、8ビット、パリティなし、および 1ストップビットに設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した Eシリーズサーバの電源をシャットダウ
ンします。

Router# hw-module sm slot
oir-stop

ステップ 1   

Cisco 2900シリーズ ISRG2ではEシリー
ズサーバのOIRはサポートされません。
ルータの損傷を防ぐために、Eシリーズ
サーバのCisco 2900 ISRG2への挿入また
は取り外しを行う前にルータの電源をオ

フにして、ネットワークケーブルを外し

ます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

障害のある SDカードを交換します。障害のある SDカードを取り
外し、新しい SDカードを挿
入します。

ステップ 2   

指定した Eシリーズサーバを再起動します。Router# hw-module sm slot
oir-start

ステップ 3   

Cisco 2900シリーズ ISRG2ではEシリー
ズサーバのOIRはサポートされません。
ルータの損傷を防ぐために、Eシリーズ
サーバのCisco 2900 ISRG2への挿入また
は取り外しを行う前にルータの電源をオ

フにして、ネットワークケーブルを外し

ます。

（注）

Hyper TerminalまたはMinicomから、***コマンド
を入力してブートローダプロンプトを開始します。

***ステップ 4   

現在のイメージから Eシリーズサーバをブートし
ます。

ucse-cimc > boot current
recovery

ステップ 5   

IPアドレス、サブネットマスク、および Eシリー
ズサーバの管理（専用）インターフェイスのゲー

トウェイの IPアドレスを指定します。

Recovery-shell #
dedicated-interface
management-interface-ip-address
netmask gateway-ip-address

ステップ 6   

CIMCファームウェアが保存されているリモートの
TFTPサーバにpingを送信し、ネットワーク接続を
確認します。

Recovery-shell # ping
tftp-ip-address

ステップ 7   

CIMCファームウェアイメージをインストールし
ます。このイメージはリモートのTFTPサーバに保
存されています。

Recovery-shell # update
tftp-ip-address image-filename

ステップ 8   

CIMCをリブートします。Recovery-shell # rebootステップ 9   

次の例では、現在のイメージから CIMCファームウェアが復旧されます。
Router# hw-module subslot 2/0 stop
Router# hw-module subslot 2/0 start

***

ucse-cimc > boot current recovery
recovery-shell# dedicated-interface 192.168.0.138 255.255.255.0 192.168.0.1
Network configuration:

IP config: addr: 192.168.0.138 Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

recovery-shell# ping 10.20.34.56
PING 10.20.34.56 (10.20.34.56): 56 data bytes
64 bytes from 10.20.34.56: seq=0 ttl=60 time=10.000 ms
64 bytes from 10.20.34.56: seq=1 ttl=60 time=0.000 ms
--- 10.20.34.56 ping statistics ---
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10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.000/1.000/10.000 ms
recovery-shell# update 10.20.34.56 update_pkg-cimc.combined.bin
downloading firmware image "update_pkg-cimc.combined.bin" from " 10.20.34.56 "
download firmware image done, size in bytes: 22384144
installing firmware image, please wait ...
activating installed image
done
Stage: NONE
Status: SUCCESS
Error: Success
recovery-shell# reboot

破損ファイルシステムの回復
この手順は、CIMCブートログファイルに次のエラーメッセージが表示された場合に使用しま
す。

UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY

はじめる前に

• Eシリーズサーバを PCに接続します。 Eシリーズサーバの種類に応じて、次の手順を実行
します。

•ダブル幅：シリアルケーブルの一端を Eシリーズサーバのシリアルポートに接続し、
もう一端を PCに接続します。

•シングル幅：KVMコネクタを Eシリーズサーバの KVMポートに接続してから、シリ
アルケーブルの一端をKVMコネクタのDB9ポートに接続し、もう一端を PCに接続し
ます。

•イーサネットケーブルを Eシリーズサーバの管理（専用）ポートに接続します。

•シリアル出力を表示するには、必要に応じて HyperTerminalまたはMinicomを開始します。
次のどちらかを実行します。

• Microsoft Windows：Hyper Terminalを起動します。

• Linux：Minicomを起動します。

•通信設定は、9600ボー、8ビット、パリティなし、および 1ストップビットに設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した Eシリーズサーバの電源をシャットダウン
します。

Router# hw-module sm slot
oir-stop

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

Cisco 2900シリーズ ISR G2では Eシリーズ
サーバのOIRはサポートされません。ルー
タの損傷を防ぐために、Eシリーズサーバ
の Cisco 2900 ISR G2への挿入または取り外
しを行う前にルータの電源をオフにして、

ネットワークケーブルを外します。

（注）

指定した Eシリーズサーバを再起動します。Router# hw-module sm slot
oir-start

ステップ 2   

Cisco 2900シリーズ ISR G2では Eシリーズ
サーバのOIRはサポートされません。ルー
タの損傷を防ぐために、Eシリーズサーバ
の Cisco 2900 ISR G2への挿入または取り外
しを行う前にルータの電源をオフにして、

ネットワークケーブルを外します。

（注）

Hyper TerminalまたはMinicomから、***コマンドを
入力してブートローダプロンプトを開始します。

***ステップ 3   

現在のイメージから Eシリーズサーバをブートしま
す。

ucse-cimc > boot current
recovery

ステップ 4   

特定のパーティションのファ

イルシステムをチェックし、

ステップ 5   1 Recovery-shell # fs-check [p3 | p4]

このコマンドでは、p3および p4パー
ティションだけを使用できます。このコ

マンドは破損したパーティションで使用

します。破損したパーティションは、

CIMCブートアップ時にrun fskエラー
メッセージを表示するパーティションで

す。

（注）
破損したファイルシステムを

回復するには、次のコマンド

を入力します。

2 次の手順を実行します。

•コマンド出力に cleanが表示される場合は、
破損したファイルが回復されていることを示

します。 rebootコマンドを入力して、CIMC
を再起動します。

以降の手順を省略しま

す。

（注）

•コマンド出力にcleanが表示されない場合は、
ステップ 6に進みます。

（任意）fs-check [p3 | p4]コマ
ンドによって破損したファイ

ステップ 6   1 Recovery-shell # sd-card format [p3 | p4]

SDカードの特定の破損したパーティションを
フォーマットします。ルシステムが回復せず、出力
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目的コマンドまたはアクション

に cleanが表示されない場合
は、次のコマンドを入力して

破損したパーティションは、CIMCブー
トアップ時にrun fskエラーメッセージ
を表示するパーティションです。

（注）

パーティションをフォーマッ

トします。 2 Recovery-shell # reboot

CIMCをリブートします。

以降の手順を省略しま

す。

（注）

p3パーティションをフォーマットする
と、CIMC設定は失われます。

（注）

（任意）sd-card format [p3 |
p4]コマンドによって破損した

ステップ 7   1 Recovery-shell # sd-card partition

SDカードにパーティションを作成します。
ファイルシステムが回復しな

2 Recovery-shell # sd-card format p3
い場合は、次のコマンドを入

SDカードの p3パーティションをフォーマットし
ます。

力して、SDカードの分割と
フォーマットを実行します。

3 Recovery-shell # sd-card format p4

SDカードの p4パーティションをフォーマットし
ます。

4 Recovery-shell # reboot

CIMCをリブートします。

5 （任意）Recovery-shell # sd-partition show

SDカードの現在のパーティションを表示します。

SDカードを分割すると、SDカードの内容
（設定やISOファイルなど）は失われます。

（注）

IPアドレス、サブネットマスク、および Eシリーズ
サーバの管理（専用）インターフェイスのゲートウェ

イの IPアドレスを指定します。

Recovery-shell #
dedicated-interface
management-interface-ip-address
netmask gateway-ip-address

ステップ 8   

CIMCファームウェアが保存されているリモートの
TFTPサーバに pingを送信し、ネットワーク接続を確
認します。

Recovery-shell # ping
tftp-ip-address

ステップ 9   

CIMCファームウェアイメージをインストールしま
す。このイメージはリモートの TFTPサーバに保存さ
れています。

Recovery-shell # update
tftp-ip-address image-filename

ステッ

プ 10   

CIMCをリブートします。Recovery-shell # rebootステッ

プ 11   
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この例は、fs-check p3コマンドを使用して、現在のイメージから CIMCファームウェアを回復し
ます。

Router# hw-module sm 2 oir-stop
Router# hw-module sm 2 oir-start

***

ucse-cimc > boot current recovery
recovery-shell# fs-check p3
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
/dev/mmcblk0p3: recovering journal
/dev/mmcblk0p3: clean, 429/7840 files, 3331/31296 blocks
recovery-shell# fs-check p4
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
/dev/mmcblk0p4: clean, 51/506912 files, 1880262/2025296 blocks
recovery-shell# reboot
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