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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, ix ページ
• 表記法, ix ページ
• Cisco UCS の関連ドキュメント, xi ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xi ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持ち、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

表記法
テキストの種類

用途

GUI 要素

タブのタイトル、領域名、フィールド ラベルなどの GUI 要素は、[ ] で
囲んで表記しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルなどのメイン
タイトルも、[ ] で囲んで表記しています。
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はじめに
表記法

テキストの種類

用途

マニュアル タイトル

マニュアルのタイトルは、このフォント（例：this font）で示していま
す。

TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでシステムが表示するテキ
ストは、このフォント（例：this font）で示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、このフォン
ト（例：this font）で示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、このフォント（例：this font）で示して
います。
CLI コマンドの変数は、このフォント（例：this font）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。
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はじめに
Cisco UCS の関連ドキュメント

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。

ワンポイント アドバイス

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

警告

安全に関する重要な注意事項
このマークのある手順では危険があることを意味しています。 身体に損傷を及ぼす危険性が
あります。 事故防止のため、電気回路に関わる危険に留意し、標準的な手順を確認した上で
作業してください。 本文書の翻訳については、各項目末尾の番号によって本機付属の翻訳版
に対応しています。
本文書は保存してください。

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。

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 フォームよりご連絡ください
mailto:ucs-docfeedback@cisco.com。 ご協力をよろしくお願いいたします。
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1

章

概要
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェアの概要, 1 ページ
• バージョンをまたがるファームウェアのサポート, 2 ページ
• ファームウェア アップグレードのオプション, 3 ページ
• 自動インストール によるファームウェア アップグレード, 4 ページ
• サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェア アップグレード
, 6 ページ
• Cisco UCS Central のファームウェア管理 , 13 ページ
• エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレード, 14 ページ
• ファームウェア バージョン, 17 ページ
• ファームウェアのダウングレード, 18 ページ

ファームウェアの概要
Cisco UCS では、シスコから取得し、シスコによって認定されたファームウェアを使用して、Cisco
UCS ドメインのエンドポイントをサポートします。 各エンドポイントは、機能するためにファー
ムウェアが必要な Cisco UCS ドメインのコンポーネントです。 Cisco UCS ドメインのエンドポイ
ントのアップグレード順序は、アップグレード パスによって異なります。次の項目が含まれま
す。
• Cisco UCS Manager
• I/O モジュール
• ファブリック インターコネクト
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概要
バージョンをまたがるファームウェアのサポート

• NIC や HBA ファームウェア、サービス プロファイルに含まれているファームウェア パッ
ケージを使用してアップグレードできるオプション ROM（該当する場合）など、アダプタ
上に物理的に存在するエンドポイント
• サービス プロファイルに含まれているファームウェア パッケージを使用してアップグレー
ドできる BIOS、ストレージ コントローラ（RAID コントローラ）、Cisco Integrated Management
Controller（CIMC）など、サーバ上に物理的に存在するエンドポイント
Cisco UCS ドメインのエンドポイントをアップグレードする適切な順序を確認するには、アップ
グレード パスに必要な手順の順序を参照してください。

（注）

Cisco UCS Release 1.4(1) 以降では、シスコは 1 つの大きなファームウェア パッケージではな
く、複数のバンドルでファームウェア アップグレードをリリースしています。 詳細について
は、ファームウェア イメージの管理, （45 ページ）を参照してください。
シスコでは、このマニュアルおよびテクニカル ノート『Unified Computing System Firmware
Management Best Practices』において、ファームウェア イメージおよびファームウェア アップデー
トを管理するための一連のベスト プラクティスを保持しています。
このマニュアルでは、ファームウェアの管理について、次の定義を使用しています。
アップグレード
エンドポイントで実行しているファームウェアを、リリースやパッチなどの他のイメージに
変更します。 アップグレードには、アップデートとアクティベーションが含まれます。
Update
ファームウェア イメージをエンドポイントのバックアップ パーティションにコピーします。
アクティブ化
バックアップ パーティションのファームウェアをエンドポイントのアクティブなファーム
ウェア バージョンとして設定します。 アクティベーションには、エンドポイントのリブー
トが必要な場合やリブートが発生する場合があります。
Management Extension および機能カタログのアップグレードの場合は、アップデートとアクティ
ブ化が同時に行われます。 このようなアップグレードについては、アップデートまたはアクティ
ブ化のいずれかのみを実行する必要があります。 両方の手順を実行する必要はありません。

バージョンをまたがるファームウェアのサポート
Cisco UCS では、バージョンをまたがるファームウェアを次の条件でサポートしています。
• インフラストラクチャのファームウェアは現在のリリースである必要がある。
• サーバのファームウェアはインフラストラクチャのファームウェアの 1 つ前のリリースを使
用できる。
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バージョンをまたがるファームウェアをサポートしている Cisco UCS リリース

たとえば、インフラストラクチャのファームウェアを Cisco UCS Release 2.2 にアップグレードす
る場合は、Cisco UCS ドメイン にある一部またはすべてのサーバのファームウェアを最近のバー
ジョン（Cisco UCS Release 2.1(3)）のままにしておくことができます。

重要

バージョンをまたがるファームウェアを設定する場合は、サーバのエンドポイントのファーム
ウェアのバージョンが Cisco UCS ドメインの設定に対応するようにする必要があります。 た
とえば、サーバの最小電力バジェットは、Cisco UCS Release 2.1(3) でサポートされている最小
値未満にする必要があります。 Cisco UCS Release 2.2 でサポートされている低い値のバジェッ
トは、Cisco UCS Release 2.1(3) ファームウェアを実行しているサーバには対応していません。

バージョンをまたがるファームウェアをサポートしている Cisco UCS
リリース
次の表は、バージョンをまたがるファームウェアをサポートしている Cisco UCS リリースの一覧
です。 記載されているメンテナンス リリースのすべてのパッチがサポートされます。
インフラストラクチャのファームウェア

バージョンをまたがるサーバ ファームウェア

Cisco UCS Release 2.2(1)

Cisco UCS Release 2.1(3)

ファームウェア アップグレードのオプション
Cisco UCS ファームウェアは、次の複数の方式によってアップグレードできます。

（注）

1 つ以上の Cisco UCS ドメインを、あるリリースから別のリリースにアップグレードするため
に実行するステップと必要な順序については、そのアップグレード パスの『Cisco UCS アップ
グレード ガイド』を参照してください。 特定のリリースからのアップグレードのためのアッ
プグレード ガイドが提供されていない場合は、そのリリースからの直接のアップグレードが
サポートされていない場合があるため、Cisco TAC にお問い合わせください。

Cisco UCS Manager による Cisco UCS ドメインのアップグレード
そのドメインの Cisco UCS Manager を使用して Cisco UCS ドメインをアップグレードする場合は、
次のいずれかのアップグレード オプションを選択できます。
• 自動インストールによるインフラストラクチャとサーバのアップグレード：このオプション
では、最初の段階ですべてのインフラストラクチャ コンポーネントをアップグレードしま
す。 次の段階で、ホスト ファームウェア パッケージを使用してすべてのサーバ エンドポイ
ントをアップグレードできます。
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自動インストール によるファームウェア アップグレード

• サービス プロファイルのファームウェア パッケージを使用してサーバをアップグレード：
このオプションを使用すると 1 回のステップですべてのサーバのエンドポイントをアップグ
レードできるため、サーバのリブートによる中断時間を短くすることができます。 サービス
プロファイルの更新の延期導入とこのオプションを組み合わせて、スケジュールされたメン
テナンス時間中にサーバのリブートが行われるようにすることができます。
• インフラストラクチャおよびサーバのエンドポイントの直接アップグレード：このオプショ
ンでは、ファブリック インターコネクト、I/O モジュール、アダプタ、ボード コントローラ
など、多数のインフラストラクチャとサーバのエンドポイントを直接アップグレードできま
す。 ただし、直接アップグレードは、サーバ BIOS、ストレージ コントローラ、HBA ファー
ムウェア、HBA オプション ROM、ローカル ディスクなど、すべてのエンドポイントで利用
できるわけではありません。 それらのエンドポイントは、サーバに関連付けられているサー
ビス プロファイルに含まれているホスト ファームウェア パッケージによって、アップグレー
ドする必要があります。

（注）

Cisco UCS Manager CLI では、アップグレード後のリリースでサポートされていないハードウェ
アをアップグレードできません。Cisco UCS Manager CLI では、サポートされていないリリー
スにハードウェアをアップグレードしようとすると、エラー メッセージが表示されます。

Cisco UCS Central による Cisco UCS ドメインのアップグレード
1 つ以上の Cisco UCS ドメインを Cisco UCS Central に登録している場合は、Cisco UCS Central を
使用してドメイン内のすべてのファームウェアのコンポーネントを管理およびアップグレードで
きます。 このオプションを使用すると、ファームウェア アップグレードの制御を集中化して、
データセンターのすべての Cisco UCS ドメインを必要なレベルにすることができます。
Cisco UCS Central を使用すると、グローバルなファームウェア管理向けに設定されたすべての登
録済み Cisco UCS ドメインの機能カタログ、インフラストラクチャ、およびサーバのエンドポイ
ントをアップグレードできます。

自動インストールによるファームウェアアップグレード
自動インストールでは、次の 2 つの段階によって、Cisco UCS ドメイン を 1 つのパッケージに含
まれるファームウェア バージョンにアップグレードすることができます。
• インフラストラクチャ ファームウェアのインストール：Cisco UCS インフラストラクチャ ソ
フトウェア バンドルを使用して、インフラストラクチャ コンポーネント、I/O モジュール、
Cisco UCS Manager などのインフラストラクチャのコンポーネントをアップグレードするこ
とができます。
• サーバ ファームウェアのインストール：Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ ソフトウェ
ア バンドルを使用して、Cisco UCS ドメインまたは Cisco UCS C シリーズ ラックマウント
UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バンドル 内のすべてのブレード サーバをラック サーバに
すべてアップグレードします。
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インフラストラクチャ ファームウェアのインストール

この 2 つの段階は独立したものであり、異なる時刻に実行することや、実行されるようにスケ
ジュールすることができます。
自動インストールを使用して、インフラストラクチャ コンポーネントを Cisco UCS のあるバー
ジョンに、またサーバ コンポーネントを異なるバージョンにアップグレードすることができま
す。

（注）

ドメイン内の Cisco UCS Manager が Cisco UCS 2.1(1) より前のリリースである場合は、自動イ
ンストールを使用して、Cisco UCS ドメイン内のインフラストラクチャまたはサーバをアップ
グレードすることはできません。 ただし、Cisco UCS Manager を Release 2.1(1) 以降にアップグ
レードすると、自動インストール を使用して、ファームウェア レベルの最低要件を満たして
いる Cisco UCS ドメイン 内の他のコンポーネントをアップグレードできます。 詳細について
は、自動インストールによるアップグレードに関する注意、ガイドライン、および制約事項,
（27 ページ） および該当する『Cisco UCS アップグレード ガイド』を参照してください。

インフラストラクチャ ファームウェアのインストール
インフラストラクチャ ファームウェアのインストール では、Cisco UCS Manager を含む Cisco UCS
ドメイン内のすべてのインフラストラクチャコンポーネントと、すべてのファブリックインター
コネクトおよび I/O モジュールをアップグレードします。 すべてのコンポーネントが、選択した
Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルに含まれるファームウェア バージョンに
アップグレードされます。
インフラストラクチャ ファームウェアのインストール では、Cisco UCS ドメイン内の一部のイン
フラストラクチャ コンポーネントだけを対象とする部分アップグレードはサポートしていませ
ん。
メンテナンス時間帯に対応する特定の時刻にインフラストラクチャのアップグレードをスケジュー
ルできます。 ただし、インフラストラクチャのアップグレードが進行中の場合、別のインフラス
トラクチャのアップグレードをスケジュールすることはできません。 次のアップグレードをスケ
ジューリングするには、現在のアップグレードが完了するまで待つ必要があります。

（注）

インフラストラクチャ ファームウェア アップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン
セルできます。 ただし、インフラストラクチャ ファームウェア アップグレードがいったん開
始すると、キャンセルすることはできません。

サーバ ファームウェアのインストール
サーバ ファームウェアのインストール では、ホスト ファームウェア パッケージを使用して、Cisco
UCS ドメイン内のすべてのサーバおよびコンポーネントをアップグレードします。 サービス プロ
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サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェア アップグレード

ファイルに選択したホストファームウェアパッケージが含まれているサーバは、次のように、選
択したソフトウェア バンドルのファームウェア バージョンにすべてアップグレードされます。
• シャーシ内のすべてのブレード サーバ用の Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ ソフトウェ
ア バンドル。
• Cisco UCS ドメインに統合されているすべてのラックマウント サーバ用の Cisco UCS C シリー
ズ ラックマウント UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バンドル。

（注）

サーバファームウェアのインストール ウィザードの設定が完了した後で、サーバ ファームウェ
アのアップグレード プロセスをキャンセルすることはできません。 Cisco UCS Manager は、変
更を即座に反映します。 ただし、サーバが実際にリブートされるタイミングは、サーバに関
連付けられたサービス プロファイル内のメンテナンス ポリシーによって異なります。

サービスプロファイルのファームウェアパッケージによ
るファームウェア アップグレード
サービス プロファイル内のファームウェア パッケージを使用して、サーバの BIOS など、サーバ
およびアダプタのファームウェアをアップグレードできます。ホストファームウェアポリシーを
定義して、これをサーバに関連付けられているサービス プロファイルにインクルードします。
サービス プロファイルによって、I/O モジュール、ファブリック インターコネクト、または Cisco
UCS Manager のファームウェアをアップグレードすることはできません。 それらのエンドポイン
トのファームウェアは直接アップグレードする必要があります。

（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。
必要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。

ホスト ファームウェア パッケージ
このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ（ホスト ファームウェア パック）を構成
するファームウェア バージョンのセットを指定することができます。 ホスト ファームウェア パッ
ケージには、次のサーバおよびアダプタのエンドポイントが含まれています。
• アダプタ
• CIMC
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管理ファームウェア パッケージ

• BIOS
• Board Controller
• FC Adapters
• HBA Option ROM
• Storage Controller
• ローカル ディスク

ヒント

同じホスト ファームウェア パッケージに複数のファームウェアを含めることができます。 た
とえば、1 つのホスト ファームウェア パッケージで BIOS ファームウェアとストレージ コン
トローラ ファームウェアの両方を使用したり、異なる 2 つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。 ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対
しては 1 つのファームウェア バージョンしか使用できません。 システムはエンドポイントで
必要なファームウェア バージョンを認識し、それ以外のファームウェア バージョンは無視し
ます。
ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた
すべてのサーバにプッシュされます。
このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービス プロファイルが関連付けられている
すべてのサーバでホスト ファームウェアが同一となります。 したがって、サービス プロファイ
ルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェア バージョンはそのまま変わ
りません。 さらに、ファームウェア パッケージのエンドポイントのファームウェア バージョン
を変更した場合、その影響を受けるサービス プロファイルすべてに新しいバージョンが適用され
ます。この結果、サーバがリブートされることがあります。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス
プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。 Cisco UCS
Manager によりサーバとサービス プロファイルの関連付けが実行される際にファームウェア イ
メージが使用できない場合、Cisco UCS Manager はファームウェア アップグレードを無視し、関
連付けを終了します。

管理ファームウェア パッケージ
（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。
必要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。
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サービス プロファイルのファームウェア パッケージを使用したファームウェアのアップグレードのス
テージ

このポリシーでは、管理ファームウェア パッケージ（管理ファームウェア パック）を構成する
ファームウェア バージョンのセットを指定することができます。 管理ファームウェア パッケー
ジには、サーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）が含まれています。 CIMC を直
接アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。
ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた
すべてのサーバにプッシュされます。 このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービ
ス プロファイルに関連付けられているすべてのサーバで CIMC ファームウェアが同一となりま
す。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファー
ムウェア バージョンはそのまま変わりません。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス
プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。

サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用したファー
ムウェアのアップグレードのステージ
サービス プロファイルのホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを使用して、サーバおよび
アダプタ ファームウェアをアップグレードすることができます。

注意

メンテナンス時間帯を設定およびスケジュールしている場合を除き、エンドポイントを追加す
るか既存のエンドポイントのファームウェア バージョンを変更してホスト ファームウェア
パッケージを変更した場合は、変更を保存するとすぐに Cisco UCS Managerによって、エンド
ポイントがアップグレードされます。そのファームウェア パッケージに関連付けられている
すべてのサーバがリブートされるため、サーバ間のデータ トラフィックが中断します。

新しいサービス プロファイル
新しいサービス プロファイルの場合、このアップグレードは次の段階で行われます。
ファームウェア パッケージ ポリシーの作成
このステージでは、ホストのファームウェア パッケージを作成します。
サービス プロファイルのアソシエーション
この段階で、サービス プロファイルにファームウェア パッケージを含め、サービス プロ
ファイルとサーバとの関連付けを形成します。 システムによって、選択したファームウェ
ア バージョンがエンドポイントにプッシュされます。 サーバをリブートし、ファームウェ
ア パッケージで指定したバージョンがエンドポイントで確実に実行されるようにします。
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サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップデートの影響

既存のサービス プロファイル
サーバと関連付けられているサービス プロファイルの場合は、メンテナンス時間帯を設定および
スケジューリングしている場合を除いて、ファームウェア パッケージに変更を保存するとすぐに
Cisco UCS Managerによってファームウェアがアップグレードされ、サーバがリブートされます。
メンテナンス時間帯を設定およびスケジュールしている場合は、Cisco UCS Managerによってその
時間までアップグレードとサーバのリブートが延期されます。

サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップ
デートの影響
サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用してファームウェアをアップデートす
るには、パッケージ内のファームウェアをアップデートする必要があります。 ファームウェア
パッケージへ変更を保存した後の動作は、Cisco UCS ドメインの設定によって異なります。
次のテーブルに、サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用するサーバのアップ
グレードに対する最も一般的なオプションを示します。
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概要
サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップデートの影響

サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

ファームウェア パッケージ メンテナンス ポリ
がサービス プロファイルま シーなし
たはアップデート中のサー
ビス プロファイル テンプ
レートに含まれていない。

アップグレード処理
ファームウェア パッケージのアップデート後
に、次のいずれかを実行します。
• 一部のサーバまたはすべてのサーバを同
時にリブートおよびアップグレードする
には、サーバに関連付けられている 1 つ
以上のサービスプロファイルまたはアッ
プデート中のサービス プロファイル テ
ンプレートにファームウェア パッケー
ジを追加します。

または
既存のサービス プロファイ
ルまたはアップデート中の
サービス プロファイル テン
プレートを変更せずに
ファームウェアをアップグ
レードする。

• 一度に 1 台のサーバをリブートおよび
アップグレードするには、各サーバに対
して次の手順を実行します。
1 新しいサービス プロファイルを作成
し、そのサービス プロファイルに
ファームウェア パッケージを含めま
す。
2 サービス プロファイルからサーバの
関連付けを解除します。
3 サーバを新規サービス プロファイル
と関連付けます。
4 サーバがリブートされ、ファームウェ
アがアップグレードされた後に、新
規サービス プロファイルからサーバ
の関連付けを解除し、このサーバを
元のサービス プロファイルに関連付
けます。
注意

元のサービス プロファイルにスクラ
ブ ポリシーが含まれている場合は、
サービス プロファイルの関連付けを
解除すると、ディスクまたは BIOS が
新規サービス プロファイルに関連し
てスクラビング処理されるときにデー
タが失われることがあります。

Cisco UCS B シリーズ CLI ファームウェア管理ガイド リリース 2.2
10

OL-31134-01-J

概要
サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップデートの影響

サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

アップグレード処理

ファームウェア パッケージ
が 1 つ以上のサービス プロ
ファイルに含まれており、
このサービス プロファイル
が 1 つ以上のサーバに関連
付けられている。

メンテナンス ポリ
シーなし

ファームウェア パッケージをアップデートす
ると、次のようになります。

または
ファームウェア パッケージ
がアップデート中のサービ
ス プロファイル テンプレー
トに含まれており、このテ
ンプレートから作成された
サービス プロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け
られている。

または

1 ファームウェア パッケージの変更は、保
存と同時に有効になります。
即時アップデート用
に設定されたメンテ 2 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
ナンス ポリシー。
クルードしているサービス プロファイル
に関連付けられているすべてのサーバに照
らして、モデル番号とベンダーが検証され
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー
のファームウェア バージョンと一致する
場合は、Cisco UCS によりサーバがリブー
トされ、ファームウェアがアップデートさ
れます。
ファームウェア パッケージを含むサービス
プロファイルに関連付けられているすべての
サーバが同時にリブートされます。
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概要
サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップデートの影響

サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

アップグレード処理

ファームウェア パッケージ ユーザ確認応答に関 ファームウェア パッケージをアップデートす
が 1 つ以上のサービス プロ して設定済み
ると、次のようになります。
ファイルに含まれており、
1 Cisco UCS によって、変更を確認するよう
このサービス プロファイル
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ
が 1 つ以上のサーバに関連
のリブートが必要であることが通知されま
付けられている。
す。
または
2 点滅している [Pending Activities] ボタンを
ファームウェア パッケージ
クリックし、リブートして新規ファーム
がアップデート中のサービ
ウェアを適用するサーバを選択します。
ス プロファイル テンプレー
3 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
トに含まれており、このテ
クルードしているサービス プロファイル
ンプレートから作成された
に関連付けられているすべてのサーバに照
サービス プロファイルが 1
らして、モデル番号とベンダーが検証され
つ以上のサーバに関連付け
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー
られている。
のファームウェア バージョンと一致する
場合は、Cisco UCS によりサーバがリブー
トされ、ファームウェアがアップデートさ
れます。
サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェア パッケージが適用さ
れず、保留中のアクティビティはキャンセル
されません。 [Pending Activities] ボタンを使
用して、保留中のアクティビティを確認応答
するか、またはキャンセルする必要がありま
す。
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Cisco UCS Central のファームウェア管理

サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

ファームウェア パッケージ
が 1 つ以上のサービス プロ
ファイルに含まれており、
このサービス プロファイル
が 1 つ以上のサーバに関連
付けられている。

特定のメンテナンス ファームウェア パッケージをアップデートす
ウィンドウ時に有効 ると、次のようになります。
になる変更に関して
1 Cisco UCS によって、変更を確認するよう
設定済み。
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ
のリブートが必要であることが通知されま
す。

または
ファームウェア パッケージ
がアップデート中のサービ
ス プロファイル テンプレー
トに含まれており、このテ
ンプレートから作成された
サービス プロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け
られている。

アップグレード処理

2 点滅している [Pending Activities] ボタンを
クリックし、リブートして新規ファーム
ウェアを適用するサーバを選択します。
3 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
クルードしているサービス プロファイル
に関連付けられているすべてのサーバに照
らして、モデル番号とベンダーが検証され
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー
のファームウェア バージョンと一致する
場合は、Cisco UCS によりサーバがリブー
トされ、ファームウェアがアップデートさ
れます。
サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェア パッケージは適用さ
れず、スケジュールされているメンテナンス
アクティビティはキャンセルされません。

Cisco UCS Central のファームウェア管理
Cisco UCS Central を使用すると、登録されているすべての Cisco UCS ドメインのすべてのファー
ムウェア コンポーネントを管理することができます。

（注）

Cisco UCS Central から Cisco UCS ドメインのファームウェアを管理するには、Cisco UCS Manager
でグローバル ファームウェア管理オプションをイネーブルにする必要があります。 グローバ
ル ファームウェア管理オプションは、Cisco UCS Manager を Cisco UCS Central に登録するとき
にイネーブルにできます。 また、管理要件に基づいてグローバル管理オプションのオン/オフ
を切り替えることもできます。
Cisco UCS ドメインは、Cisco UCS Central のドメイン グループに管理目的で分類されます。 ファー
ムウェアは、ドメイン グループ レベルで各ドメイン グループごとに別個に管理することも、ド
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概要
エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレード

メイン グループのルートからドメイン グループ全体に対して管理することもできます。 Cisco
UCS Central には、次の Cisco UCS ドメインのファームウェア パッケージを管理するオプションが
あります。
• 機能カタログ：ドメイン グループごとに機能カタログを 1 つ使用します。 特定のドメイン
グループに登録されたすべての Cisco UCS ドメインによって、ドメイン グループで定義され
た機能カタログが使用されます。
• インフラストラクチャ ファームウェア：ドメイン グループごとにインフラストラクチャ
ファームウェア ポリシーを 1 つ使用します。 特定のドメイン グループに登録されたすべて
の Cisco UCS ドメインによって、ドメイン グループで定義された同じインフラストラクチャ
ファームウェア バージョンが使用されます。
• ホスト ファームウェア：ドメイン グループ内のさまざまなホスト ファームウェア コンポー
ネントに対して、複数のホスト ファームウェア ポリシーを設定できます。 ドメイン グルー
プに登録されている Cisco UCS ドメインでは、グループに定義されているホスト ファーム
ウェア ポリシーを選択できます。 Cisco UCS Central には、ドメイン グループのすべての
Cisco UCS ドメインにホスト ファームウェアを同時にグローバルにアップグレードするオプ
ションがあります。

エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレー
ド
正しい手順に従って、正しい順序でアップグレードを適用すれば、エンドポイントの直接のファー
ムウェア アップグレードと新しいファームウェア バージョンのアクティブ化による、Cisco UCS
ドメインのトラフィックの中断を最小限に留めることができます。
次のエンドポイントのファームウェアを直接アップグレードできます。
• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール
• ボード コントローラ
• Cisco UCS Manager
• ファブリック インターコネクト
アダプタおよびボード コントローラ ファームウェアも、サービス プロファイル内のホスト ファー
ムウェア パッケージによってアップグレードできます。 ホスト ファームウェア パッケージを使
用して、このファームウェアをアップグレードする場合、ファームウェアのアップグレード プロ
セス中に、サーバをリブートする必要がある回数を削減できます。
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直接のファームウェア アップグレードのステージ

（注）

管理ファームウェア パッケージによる CIMC のアップグレード、またはサーバに関連付けら
れたサービス プロファイル内のファームウェア パッケージによるアダプタのアップグレード
は、直接のファームウェア アップグレードより優先されます。 サーバに関連付けられたサー
ビス プロファイルにファームウェア パッケージが含まれる場合、エンドポイントを直接アッ
プグレードすることはできません。 直接のアップグレードを実行するには、サービス プロファ
イルからファームウェア パッケージを削除する必要があります。

直接のファームウェア アップグレードのステージ
Cisco UCS Manager は直接アップグレードのプロセスを 2 つのステージに分け、サーバやその他の
エンドポイントのアップタイムに影響を与えずに、システムの実行中にエンドポイントにファー
ムウェアをプッシュできるようにします。
Update
このステージでは、選択したファームウェア バージョンがプライマリ ファブリック インターコ
ネクトから、エンドポイントのバックアップ パーティションにコピーされ、ファームウェア イ
メージが破損していないことが確認されます。 アップデート プロセスでは、常にバックアップ
スロットのファームウェアが上書きされます。
アップデート ステージは、次のエンドポイントにのみ適用されます。
• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール

注意

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

アクティブ化
このステージでは、指定したイメージバージョン（通常はバックアップバージョン）がスタート
アップ バージョンとして設定され、[Set Startup Version Only] を指定していない場合、エンドポイ
ントがただちにリブートされます。エンドポイントがリブートされると、バックアップパーティ
ションがアクティブなパーティションになり、アクティブなパーティションがバックアップ パー
ティションになります。 新しいアクティブなパーティションのファームウェアはスタートアップ
バージョンおよび実行されているバージョンになります。
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直接のファームウェア アップグレードの停止の影響

指定したファームウェア イメージがすでにエンドポイントに存在するため、次のエンドポイント
のみアクティベーションが必要です。
• Cisco UCS Manager
• ファブリック インターコネクト
• それらをサポートするサーバ上のボード コントローラ
ファームウェアをアクティブにすると、エンドポイントがリブートされ、新しいファームウェア
がアクティブなカーネル バージョンおよびシステム バージョンになります。 スタートアップ
ファームウェアからエンドポイントをブートできない場合、デフォルトがバックアップ バージョ
ンに設定され、エラーが生成されます。

注意

I/O モジュールに対して [スタートアップバージョンのみを設定する] を設定した場合、その
データ パス内のファブリック インターコネクトがリブートされると、I/O モジュールがリブー
トされます。 I/O モジュールに対して、[スタートアップバージョンのみを設定する] を設定し
ない場合、I/O モジュールがリブートし、トラフィックが中断します。 また、Cisco UCS Manager
がファブリック インターコネクトと I/O モジュールの間のプロトコルとファームウェア バー
ジョンの不一致を検出した場合、Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトの
ファームウェアに一致するファームウェア バージョンを使用して I/O モジュールを自動的に更
新し、ファームウェアをアクティブ化して、I/O モジュールを再度リブートします。

直接のファームウェア アップグレードの停止の影響
エンドポイントで、直接のファームウェア アップグレードを実行する場合、Cisco UCS ドメイン
で、1 つ以上のエンドポイントでトラフィックの中断や、停止が発生することがあります。
ファブリック インターコネクト ファームウェア アップグレードの停止の影響
ファブリック インターコネクトのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響や
中断が発生します。
• ファブリック インターコネクトがリブートします。
• 対応する I/O モジュールがリブートします。
Cisco UCS Manager ファームウェア アップグレードの停止の影響
Cisco UCS Manager へのファームウェア アップグレードにより、次の中断が発生します。
• Cisco UCS Manager GUI：Cisco UCS Manager GUI にログインしているすべてのユーザがログ
アウトされ、それらのセッションが終了します。
実行中の保存されていない作業が失われます。
• Cisco UCS Manager CLI：telnet によってログインしているすべてのユーザがログアウトされ、
それらのセッションが終了します。
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ファームウェア バージョン

I/O モジュール ファームウェア アップグレードの停止の影響
I/O モジュールのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響と中断が発生しま
す。
• 単一のファブリック インターコネクトのスタンドアロン設定の場合、I/O モジュールのリブー
ト時にデータ トラフィックが中断されます。 2 つのファブリック インターコネクトのクラ
スタ設定の場合、データ トラフィックは他方の I/O モジュールおよびそのデータ パス内の
ファブリック インターコネクトにフェールオーバーします。
• 新しいファームウェアをスタートアップ バージョンとしてのみアクティブにした場合、対応
するファブリック インターコネクトがリブートされると、I/O モジュールがリブートします。
• 新しいファームウェアを実行されているバージョンおよびスタートアップ バージョンとして
アクティブにした場合、I/O モジュールがただちにリブートします。
• ファームウェアのアップグレード後に、I/O モジュールを使用できるようになるまで最大 10
分かかります。
CIMC ファームウェア アップグレードの停止の影響
サーバの CIMC のファームウェアをアップグレードした場合、CIMC と内部プロセスのみが影響
を受けます。 サーバ トラフィックは中断しません。 このファームウェア アップグレードにより、
CIMC に次の停止の影響と中断が発生します。
• KVM コンソールおよび vMedia によってサーバで実行されているすべてのアクティビティが
中断されます。
• すべてのモニタリングおよび IPMI ポーリングが中断されます。
アダプタ ファームウェア アップグレードの停止の影響
アダプタのファームウェアをアクティブにし、[Set Startup Version Only] オプションを設定してい
ない場合、次の停止の影響と中断が発生します。
• サーバがリブートします。
• サーバ トラフィックが中断します。

ファームウェア バージョン
使用されるファームウェア バージョンの用語は、次のようなエンドポイントのタイプによって異
なります。
CIMC、I/O モジュール、アダプタのファームウェア バージョン
各 CIMC、I/O モジュール、アダプタには、フラッシュにファームウェア用の 2 つのスロットがあ
ります。 各スロットに 1 つのバージョンのファームウェアを装着します。 1 つのスロットはアク
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ファームウェアのダウングレード

ティブで、他方のスロットはバックアップスロットです。コンポーネントは、アクティブとして
指定されているスロットからブートします。
Cisco UCS Manager では次のファームウェア バージョンの用語が使われます。
Running Version
実行されているバージョンは、アクティブで、エンドポイントで使用されているファーム
ウェアです。
Startup Version
スタートアップ バージョンは、エンドポイントの次回のブート時に使用されるファームウェ
アです。 Cisco UCS Manager はアクティベーション操作によって、スタートアップ バージョ
ンを変更します。
バックアップ バージョン
バックアップ バージョンは、他方のスロットのファームウェアで、エンドポイントによっ
て使用されていません。 このバージョンは、エンドポイントをアップデートしたが、まだ
アクティブにしていないファームウェアか、または最近アクティブ化されたバージョンに
よって交換された古いファームウェア バージョンなどです。 Cisco UCS Manager はアップ
デート操作によって、バックアップ スロットのイメージを置き換えます。
スタートアップバージョンからエンドポイントをブートできない場合、バックアップバージョン
からブートします。
ファブリック インターコネクトおよび Cisco UCS Manager のファームウェア バージョン
アクティブにできるのは、ファブリックインターコネクトのファームウェアとファブリックイン
ターコネクト上の Cisco UCS Manager だけです。 すべてのイメージがファブリック インターコネ
クトに保存されるため、ファブリック インターコネクトおよび Cisco UCS Manager ファームウェ
アにはバックアップ バージョンがありません。 その結果、ブート可能ファブリック インターコ
ネクト イメージは、サーバ CIMC とアダプタのように、2 つに制限されません。 代わりに、ブー
ト可能ファブリック インターコネクト イメージは、ファブリック インターコネクトのメモリの
空き領域と、そこに保存されるイメージの数によって制限されます。
ファブリック インターコネクトおよび Cisco UCS Manager ファームウェアには、カーネル ファー
ムウェアとシステムファームウェアの実行されているバージョンとスタートアップバージョンが
あります。 カーネル ファームウェアとシステム ファームウェアは、同じバージョンのファーム
ウェアを実行している必要があります。

ファームウェアのダウングレード
Cisco UCS ドメインのファームウェアは、アップグレードと同じ方法でダウングレードできます。
ファームウェアのアップデート時に選択したパッケージまたはバージョンによって、アップグレー
ドを実行するか、ダウングレードを実行するかが決まります。
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概要
ファームウェアのダウングレード

重要

（注）

Cisco UCS Manager でローカル ディスクのファームウェアをダウングレードすることはできま
せん。

Cisco UCS Manager CLI では、ダウングレードするリリースでサポートされていないハードウェ
アをダウングレードすることはできません。サポートされていないリリースにハードウェアを
ダウングレードしようとすると、Cisco UCS Manager CLI からエラー メッセージが表示されま
す。

ファームウェアのダウングレードと自動インストール
自動インストールを使用して、Cisco UCS ドメインを Cisco UCS のリリース 2.1 より前のリリース
にダウングレードすることはできません。
サポートされていない機能をダウングレードの前に削除
Cisco UCS ドメイン を以前のリリースにダウングレードする場合は、まず、以前のリリースでサ
ポートされていない機能を現在のバージョンからすべて削除または設定解除する必要があります。

（注）

以前のリリースでサポートされていない機能をすべて削除または設定解除しないでダウング
レードしようとすると、ダウングレードが失敗し、「This operation is not supported for UCSM
version below 2.1」というメッセージが表示されます。
たとえば、Cisco UCS ドメイン を Cisco UCS Release 2.1 から Release 2.0 にダウングレードする場
合は、まず、サポートされていない機能を削除または設定解除する必要があります。サポートさ
れていない機能として、VLAN ポート数の最適化や適切なサービス プロファイル設定などがあげ
られます。これらは iSCSI 関連の問題により正常に機能しません。
たとえば、Cisco UCS ドメインを Cisco UCS Release 2.1 から Release 1.4 にダウングレードする場合
には、まず次のようなサポートされていない機能を削除または設定を解除する必要があります。
• サービス プロファイル、サービス プロファイル テンプレート、ブート順序ポリシー、LAN
接続ポリシーなどのオブジェクトの iSCSI 設定（iSCSI vNIC とイニシエータ IQN を含む）。
• FCoE アップリンク ポート
• FCoE ストレージ ポート
• ユニファイド アップリンク ポート
• アプライアンスのストレージ ポート
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概要
ファームウェアのダウングレード

ファームウェアのダウングレードとイニシエータ IQN の設定
サービス プロファイル レベルで定義されているイニシエータ IQN がある場合は、Cisco UCS Release
2.1(2) から Cisco UCS Release 2.0(1) にダウングレードすると、そのイニシエータ IQN が iSCSI vNIC
レベルで定義されているすべてのイニシエータ IQN にコピーされます。
サービス プロファイル レベルで定義されているイニシエータ IQN があり、サービス プロファイ
ルに iSCSI vNIC が 1 つだけ存在している場合は、Cisco UCS Release 2.1(2) から Cisco UCS Release
2.1(1) 以前にダウングレードすると、そのサービス プロファイル レベルのイニシエータ IQN が
iSCSI vNIC レベルで定義されているイニシエータ IQN にコピーされます。
複数の iSCSI vNIC がある場合に Cisco UCS Release 2.1(1) から 2.0(2) にダウングレードすると、エ
ラー メッセージが生成され、iSCSI vNIC レベルで定義されているすべてのイニシエータ IQN に同
一のイニシエータ IQN をコピーできないことが示されます。
Cisco UCS Central からの登録解除
Cisco UCS を Release 2.1(2) から以前のリリースに ダウングレードし、その Cisco UCS ドメイン を
Cisco UCS Central から登録解除する場合は、ダウングレードする前に Cisco UCS Central から Cisco
UCS ドメイン を登録解除する必要があります。
ファームウェアのダウングレードの推奨手順
ファームウェアを以前のリリースにダウングレードする必要がある場合は、次の順序で実行する
ことを推奨します。
1 ダウングレード先となるリリースから、現在のリリースにアップグレードしたときに作成した
設定のバックアップを取り出します。
2 ダウングレード先のリリースでサポートされていない機能を削除または設定解除します。
3 Cisco UCS ドメインをダウングレードします。
4 erase-config を実行します。
5 ダウングレード先の設定から設定のバックアップをインポートします。
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2

章

注意、ガイドライン、および制約事項
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェア アップグレードに関する注意、ガイドライン、および制約事項, 21 ページ
• Cisco UCS Central のファームウェア管理に関する注意、ガイドライン、および制約事項, 31
ページ

ファームウェアアップグレードに関する注意、ガイドラ
イン、および制約事項
Cisco UCS ドメインのエンドポイントのファームウェアをアップグレードする前に、次の注意、
ガイドライン、および制約事項を考慮してください。

（注）

Cisco UCS Manager CLI では、アップグレード後のリリースでサポートされていないハードウェ
アをアップグレードできません。Cisco UCS Manager CLI では、サポートされていないリリー
スにハードウェアをアップグレードしようとすると、エラー メッセージが表示されます。

設定の変更とアップグレードに影響を与える可能性がある設定
Cisco UCS ドメインの設定に応じて、アップグレード後に設定を変更するには、次の変更が必要
な場合があります。 障害などの問題を回避するには、必要な変更を行ってからアップグレードす
ることを推奨します。

Cisco UCS B シリーズ CLI ファームウェア管理ガイド リリース 2.2
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設定の変更とアップグレードに影響を与える可能性がある設定

Cisco UCS Release 2.1(2) 以降へのアップグレードがサービス プロファイル レベルで定義されてい
るイニシエータ IQN に及ぼす影響
2 つの iSCSI vNIC があり、両方が同じイニシエータ IQN（Cisco UCS Release 2.0(1) でサポート）
を使用している場合は、アップグレードすると、単一のサービス プロファイル レベルのイニシ
エータ IQN が作成され、iSCSI vNIC のイニシエータ IQN はリセットされて値を失います。
Cisco UCS Release 2.0(1) のサービス プロファイル全体において、iSCSI vNIC で同じイニシエータ
IQN が使用されている場合は、アップグレードすると、サービス プロファイル・レベルの重複し
たイニシエータ IQN が生成されます。 このような構成では、サービス プロファイル レベルで定
義された重複イニシエータ IQN を持つ各 iSCSI vNIC に対してエラーが生成されます。 これらの
エラーは、サービス プロファイル レベルの重複イニシエータ IQN を変更すると解消されます。
サービス プロファイル関連の操作（ホスト ファームウェア パッケージのアップデートなど）を
実行する前に、これらのエラーを解消する必要があります。
デフォルトのメンテナンス ポリシーの設定を「ユーザ確認応答」にする
デフォルトのメンテナンス ポリシーは、ホスト メンテナンス ポリシーによるサーバ ファームウェ
アのアップグレードなど、大きな影響を及ぼす変更がサービス プロファイルに加えられた場合に
ただちにサーバがリブートするように設定されています。サーバトラフィックの予期せぬ中断を
避けるため、デフォルトのメンテナンスポリシーのリブートポリシー設定をユーザ確認応答に変
更することを推奨します。
デフォルトのメンテナンスポリシーのリブートポリシー設定をユーザ確認応答に変更すると、大
きな影響を及ぼす変更のリストが保留中のアクティビティと共に一覧表示されます。 これによ
り、サーバのリブートを制御することができます。
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設定の変更とアップグレードに影響を与える可能性がある設定

FCoE VLAN ID とイーサネット VLAN ID のオーバーラップは Cisco UCS Release 2.0 以降では許可され
ない

注意

Cisco UCS 1.4 以前のリリースでは、イーサネット VLAN と FCoE VLAN で VLAN ID のオー
バーラップが可能でした。 ただし、Cisco UCS Release 2.0 以降では、VLAN ID のオーバーラッ
プは許可されません。 アップグレード中に Cisco UCS Manager で VLAN ID のオーバーラップ
が検出されると、重大なエラーが生成されます。 VLAN ID を再設定しない場合、Cisco UCS
Manager によって重大なエラーが生成され、オーバーラップしている VLAN のイーサネット
トラフィックがドロップされます。 このため、イーサネットと FCoE の VLAN ID がオーバー
ラップしていないことを確認してから、Cisco UCS Release 2.2 にアップグレードすることを推
奨します。
アップリンク トランクの設定で VLAN ID 1 がネイティブ VLAN として定義および設定されて
いる場合、イーサネット VLAN 1 ID を別の値に変更すると、ファブリック インターコネクト
でネットワークの中断やフラッピングが生じ、その結果、HA イベントが発生して、大量のト
ラフィックが取り込まれ、サービスを一時的に使用できなくなります。
Cisco UCS 1.4 以前のリリースでは、VSAN の FCoE VLAN ID を明示的に設定しなかった場合、
Cisco UCS Manager は、デフォルトの VSAN のデフォルト FCoE VLAN として VLAN 1 を割り
当てました（デフォルトの VSAN ID 1 を使用）。 これらのリリースでは、VLAN 1 は、イー
サネット トラフィックのデフォルト VLAN としても使用されました。 このため、FCoE VLAN
および 1 つ以上のイーサネット VLAN のデフォルト VLAN ID を受け入れた場合は、VSAN の
FCoE VLAN またはイーサネット VLAN の VLAN ID を再設定する必要があります。
Cisco UCS Release 2.2 の新規インストールでは、デフォルトの VLAN ID は次のようになります。
• デフォルトのイーサネット VLAN ID は 1 です。
• デフォルトの FCoE VLAN ID は 4048 です。
FCoE ストレージ ポートのネイティブ VLAN に対して VLAN ID 4048 が使用されている場合に、
Cisco UCS Release 1.4 からリリース 2.0 にアップグレードすると、デフォルトの VLAN ID は次の
ようになります。
• デフォルトのイーサネット VLAN ID は 1 です。
• 現在のデフォルトの FCoE VLAN ID が保持されます。 競合するイーサネット VLAN がある
場合、Cisco UCS Manager によって重大なエラーが生成されます。 1 つの VLAN ID を、使用
または予約されていない VLAN ID に変更する必要があります。

（注）

Cisco UCS ドメインでデフォルト VLAN ID の 1 つが使用されているため VLAN のオーバーラッ
プが発生している場合は、1 つ以上のデフォルト VLAN ID を、使用または予約されていない
VLAN ID に変更します。 リリース 2.0 以降では ID が 3968 ～ 4047 の VLAN は予約されます。
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予約済み範囲の ID を持つ VSAN は正常に動作しない
予約範囲の ID を持つ VSAN は、アップグレード後に正常に動作しません。 次を実行して、Cisco
UCS Manager で設定されている VSAN が予約済み範囲に含まれないようにします。
• Cisco UCS ドメイン FC スイッチ モードを使用する予定の場合は、ID が 3040 ～ 4078 の範囲
にある VSAN を設定しないでください。
• Cisco UCS ドメイン FC エンドホスト モードを使用する予定の場合は、ID が 3840 ～ 4079 の
範囲にある VSAN を設定しないでください。
VSAN に予約済み範囲の ID がある場合は、その VSAN ID を、使用または予約されていない VSAN
ID に変更します。
vNIC フェールオーバーと NIC チーミングの両方がイネーブルになっている場合、アップグレード
時にすべての接続が失われる可能性がある
ホスト オペレーティング システム レベルで、1 つ以上の vNIC で [Enable Failover] を設定し、同
時に NICチーミング/ボンディングを設定した場合は、ファームウェアのアップグレード時にすべ
ての接続が失われる可能性があります。 いずれかの方法を使用して可用性を設計します。両方は
使用しないでください。
Cisco UCS ドメインの 1 つ以上の vNIC に対してフェールオーバーをイネーブルにしているかどう
かを確認するには、サーバに関連付けられている各サービス プロファイル内で vNIC の設定を確
認します。 詳細については、実行しているリリースの Cisco UCS Manager コンフィギュレーショ
ン ガイドを参照してください。
リリース 1.3(1i) 以前のリリースからのアップグレードの影響
以前の Cisco UCS ファームウェア リリースを Release 1.3(1i) 以降にアップグレードすると、アッ
プグレード後にサーバが初めてサーバプロファイルに関連付けられる際に、ローカルディスク設
定ポリシーの Protect Configuration プロパティに次の影響が生じます。
関連付けられていないサーバ
Cisco UCS ドメインをアップグレードした後、最初のサーバ アソシエーションは、ローカル
ディスクの設定ポリシーがサーバ ハードウェアに一致しているかどうかにかかわらず、設
定エラーにならずに進行します。 Protect Configuration プロパティを有効にしていても、前
のサービス プロファイルと新しいサービス プロファイルの間でローカル ディスク設定ポリ
シーの設定に不一致がある場合、Cisco UCS はサーバ上のユーザ データを保護しません。

（注）

Protect Configuration プロパティを有効にした場合、前のサービス プロ
ファイルと新しいサービス プロファイルの間でローカル ディスク設
定ポリシーに不一致があると、サーバに対する後続のサービス プロ
ファイル アソシエーションはすべてブロックされます。
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ファームウェア アップグレードのハードウェアに関する注意事項および制限事項

関連付けられているサーバ
すでにサービス プロファイルに関連付けられているサーバは、アップグレード後にリブー
トしません。 Cisco UCS Manager は、ローカル ディスクの設定ポリシーとサーバ ハードウェ
アの間に不一致があっても、設定エラーを報告しません。
サービス プロファイルがサーバから関連付けを解除され、新しいサービス プロファイルが
関連付けられると、新しいサービス プロファイルの Protect Configuration プロパティの設定
が優先され、前のサービス プロファイルの設定が上書きされます。

ファームウェアアップグレードのハードウェアに関する注意事項およ
び制限事項
Cisco UCS ドメインのハードウェアはアップグレード方法に影響を与えることがあります。 エン
ドポイントをアップグレードする前に、次の注意事項および制約事項を考慮してください。
サーバまたはシャーシのメンテナンスなし

注意

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

アップグレードの実施前や実施中に RAID 構成ハードディスクを交換しない
Cisco UCS インフラストラクチャやサーバ ファームウェアのアップグレードの実施前および実施
中は、以下を順守してください。
• サーバのローカル ストレージ（ハード ディスクや SSD）の取り外し、挿入、交換を行わな
い。
• リビルド、アソシエーション、コピーバック、 BGI など、ストレージ操作が実行されていな
いことを確認する。
常にホスト ファームウェア パッケージを使用して Cisco UCS Gen-2 アダプタをアップグレードす
る
Cisco UCS Gen-2 アダプタは、エンドポイントで直接アップグレードすることはできません。 こ
のようなアダプタのファームウェアは、ホスト ファームウェア パッケージを使用してアップグ
レードする必要があります。
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アップグレードのファームウェアおよびソフトウェアに関する注意事項および制約事項

Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter はアップグレードできない
Intel ベースのアダプタ カードである Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter（N20-AI0002）
のファームウェアは、製造元でハードウェアに書き込まれます。 このアダプタのファームウェア
はアップグレードできません。
ファブリック インターコネクト数
2 つのファブリック インターコネクトのあるクラスタ設定の場合、ファブリック インターコネク
ト間のフェールオーバーを利用して、データ トラフィックを中断せずに、エンドポイントの直接
のファームウェア アップグレードを実行できます。 ただし、ホストまたは管理ファームウェア
パッケージによってアップグレードする必要があるエンドポイントの場合は、データ トラフィッ
クの中断が避けられません。
単一のファブリック インターコネクトのスタンドアロン設定の場合、エンドポイントの直接の
ファームウェア アップグレードを実行すると、データ トラフィックの中断を最小にできます。
ただし、アップグレードを完了するために、ファブリック インターコネクトをリブートする必要
があるため、トラフィックの中断は避けられません。

アップグレードのファームウェアおよびソフトウェアに関する注意事
項および制約事項
エンドポイントをアップグレードする前に、次の注意事項および制約事項を考慮してください。
各エンドポイントの適切なタイプのファームウェア アップグレードの決定
アダプタやサーバ CIMC などの一部のエンドポイントは、直接のファームウェア アップグレード
か、またはサービスプロファイルに含まれるファームウェアパッケージによって、アップグレー
ドできます。 Cisco UCS ドメインの設定によって、これらのエンドポイントのアップグレード方
法が決まります。 サーバに関連付けられているサービス プロファイルに、ホスト ファームウェ
アパッケージが含まれる場合、ファームウェアパッケージによって、それらのサーバのアダプタ
をアップグレードします。 同様に、サーバに関連付けられているサービス プロファイルに管理
ファームウェアパッケージが含まれる場合、ファームウェアパッケージによって、それらのサー
バの CIMC をアップグレードします。
管理ファームウェア パッケージによる CIMC のアップグレード、またはサーバに関連付けられた
サービスプロファイル内のファームウェアパッケージによるアダプタのアップグレードは、直接
のファームウェア アップグレードより優先されます。 サーバに関連付けられたサービス プロファ
イルにファームウェア パッケージが含まれる場合、エンドポイントを直接アップグレードするこ
とはできません。 直接のアップグレードを実行するには、サービス プロファイルからファーム
ウェア パッケージを削除する必要があります。
Cisco UCS Manager GUI ですべてのエンドポイントを同時にアクティブにしない
Cisco UCS Manager GUI を使用してファームウェアをアップデートする場合、[Activate Firmware]
ダイアログボックスの [Filter] ドロップダウン リストで [ALL] を選択して、すべてのエンドポイン
トを同時にアクティブにしないでください。多くのファームウェアリリースやパッチには依存関
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係があるため、ファームウェアの更新を正常に実行するためにエンドポイントを特定の順序でア
クティブにする必要があります。この順序はリリースやパッチの内容によって異なります。すべ
てのエンドポイントをアクティブにすると、必要な順序でアップデートが行われることが保証さ
れず、エンドポイント、ファブリック インターコネクト、および Cisco UCS Manager 間の通信が
中断することがあります。 特定のリリースやパッチの依存関係については、当該のリリースや
パッチに付属のリリース ノートを参照してください。
アダプタおよび I/O モジュールのアクティベーションの影響
直接のアップグレード時に、アダプタに [スタートアップバージョンのみを設定する] を設定する
必要があります。 この設定では、アクティブ化されたファームウェアが pending-next-boot 状態に
移行し、サーバがすぐにリブートしません。 アクティブ化されたファームウェアは、サーバがリ
ブートされるまで、アダプタで実行されているバージョンのファームウェアになりません。 ホス
ト ファームウェア パッケージのアダプタに [スタートアップバージョンのみを設定する] を設定す
ることはできません。
サーバがサービス プロファイルに関連付けられていない場合、アクティブ化されたファームウェ
アは pending-next-boot 状態のままになります。 Cisco UCS Manager は、サーバがサービス プロファ
イルに関連付けられるまで、エンドポイントをリブートせず、ファームウェアをアクティブにし
ません。 必要に応じて、関連付けられていないサーバを手動でリブートまたはリセットして、
ファームウェアをアクティブにできます。
I/O モジュールに対して [スタートアップバージョンのみを設定する] を設定した場合、そのデー
タ パス内のファブリック インターコネクトがリブートされると、I/O モジュールがリブートされ
ます。 I/O モジュールに対して、[スタートアップバージョンのみを設定する] を設定しない場合、
I/O モジュールがリブートし、トラフィックが中断します。 また、Cisco UCS Manager がファブ
リック インターコネクトと I/O モジュールの間のプロトコルとファームウェア バージョンの不一
致を検出した場合、Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトのファームウェアに
一致するファームウェア バージョンを使用して I/O モジュールを自動的に更新し、ファームウェ
アをアクティブ化して、I/O モジュールを再度リブートします。
不要なアラートを回避するためのアップグレード前の Call Home のディセーブル化（任意）
Cisco UCS ドメインをアップグレードすると、Cisco UCS Manager によってコンポーネントが再起
動され、アップグレードプロセスが完了します。この再起動によって、サービスの中断およびコ
ンポーネントの障害と同じイベントが発生し、Call Home アラートの送信がトリガーされます。
アップグレードの開始前に Call Home をディセーブルにしない場合は、アップグレードに関連し
たコンポーネントの再起動によって生成されるアラートを無視してください。

自動インストールによるアップグレードに関する注意、ガイドライ
ン、および制約事項
自動インストールを使用して Cisco UCS ドメインのエンドポイントのファームウェアをアップグ
レードする前に、次の注意、ガイドライン、および制約事項を考慮してください。
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（注）

次の注意事項は自動インストールに固有の事項であり、ファームウェア アップグレードに関
する注意、ガイドライン、および制約事項, （21 ページ）の項目と併せて考慮する必要があ
ります。

エンドポイントの状態
アップグレードを開始する前に、影響を受けるすべてのエンドポイントが次の状態であることが
必要です。
• クラスタ設定の場合、ファブリック インターコネクトの高可用性ステータスに、両方が稼働
中であると示されていることを確認します。
• スタンドアロン設定の場合、ファブリック インターコネクトの [Overall Status] が [Operable]
であることを確認します。
• アップグレードするすべてのエンドポイントについて、動作可能な状態にあることを確認し
ます。
• アップグレードするすべてのサーバについて、すべてのサーバが検出され、検出が失敗しな
いことを確認します。いずれかのサーバ エンドポイントをアップグレードできないと、 サー
バ ファームウェアのインストールの処理は失敗します。
自動インストールの実行に必要な最小ファームウェア レベル
Cisco UCS ドメインの一部またはすべてのエンドポイントを 自動インストール でアップグレード
するには、すべてのエンドポイントが Cisco UCS Release 1.3 以降でなければなりません。
デフォルトのホスト ファームウェア ポリシーに関する推奨事項
Cisco UCS Manager をアップグレードすると、「default」という名前の新しいホスト ファームウェ
ア ポリシーが作成され、まだホスト ファームウェア ポリシーが含まれていないすべてのサービ
ス プロファイルに割り当てられます。 デフォルトのホスト ファームウェア ポリシーは空白です。
いかなるコンポーネントのいかなるファームウェアエントリも含まれていません。このデフォル
トのポリシーは、ユーザの確認応答を受けてからサーバをリブートするのではなく、即時にリブー
トするように設定することもできます。
サーバ ファームウェアのアップグレード時に、Cisco UCS ドメインのブレード サーバやラックマ
ウント サーバのファームウェアをデフォルトのホスト ファームウェア ポリシーに追加できます。
アップグレードを完了するには、すべてのサーバをリブートする必要があります。
デフォルトのホスト ファームウェア ポリシーが割り当てられている各サービス プロファイルは、
そこに含まれているメンテナンス ポリシーに従って、関連付けられているサーバをリブートしま
す。 メンテナンス ポリシーが即時リブートに設定されている場合は、[Install Server Firmware] ウィ
ザードでの設定の完了後に、アップグレードをキャンセルしたり、サーバのリブートを阻止する
ことはできません。 これらのサービス プロファイルに関連付けられているメンテナンス ポリシー
を検証して、時限リブートまたはユーザ確認応答のいずれが設定されているかを確認することを
推奨します。
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ファブリック インターコネクトの時刻、日付、およびタイムゾーンは同一でなければなりませ
ん。
クラスタ構成内のファブリック インターコネクトを確実に同期させるには、それらが同じ日付、
時刻、タイム ゾーンに設定されていることを確認する必要があります。 両方のファブリック イ
ンターコネクトに NTP サーバと正しいタイム ゾーンを設定することを推奨します。 ファブリッ
ク インターコネクトの日付、時刻、タイムゾーンが同期していないと、自動インストール でエ
ラーが発生することがあります。
インフラストラクチャとサーバのファームウェアを同時にアップグレードすることは不可能
インフラストラクチャのファームウェアをサーバのファームウェアと同時にアップグレードする
ことはできません。 インフラストラクチャのファームウェアを先にアップグレードし、次にサー
バの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。 インフラストラクチャのファーム
ウェアのアップグレードが完了するまで、サーバのファームウェアのアップグレードは開始しな
いでください。
必要な権限
自動インストールを使用してエンドポイントをアップグレードするには、次の権限が必要です。
権限

実行できるアップグレード作業

admin

• インフラストラクチャ ファームウェアの
インストールの実行
• サーバ ファームウェアのインストールの
実行
• ホストファームウェアパッケージの追加、
削除、および変更

サービス プロファイルの計算（ls-compute）

サーバ ファームウェアのインストールの実行

サービス プロファイルのサーバ ポリシー
（ls-server-policy）

ホスト ファームウェア パッケージの追加、削
除、および変更

サービス プロファイルの設定ポリシー
（ls-config-policy）

ホスト ファームウェア パッケージの追加、削
除、および変更

サーバファームウェアのインストールに対するホストファームウェアパッケージと管理ファーム
ウェア パッケージの影響
サーバ ファームウェアのインストールでは、ホスト ファームウェア パッケージを使用してサー
バをアップグレードするため、Cisco UCS ドメインのすべてのサーバを同じファームウェア バー
ジョンにアップグレードする必要はありません。ただし、関連するサービスプロファイルにサー
バ ファームウェアのインストールを設定したときに選択したホスト ファームウェア パッケージ
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が含まれるサーバは、すべて指定したソフトウェアバンドルのファームウェアバージョンにアッ
プグレードされます。
サーバに関連付けられているサービス プロファイルにホスト ファームウェア パッケージだけで
なく管理ファームウェアパッケージも含まれている場合は、サーバファームウェアのインストー
ルでは、管理ファームウェア パッケージのファームウェア バージョンを使用して、サーバの CIMC
をアップグレードします。 CIMC は、ホスト ファームウェア パッケージの CIMC の方が管理ファー
ムウェア パッケージの CIMC より新しいバージョンの場合でも、ホスト ファームウェア パッケー
ジのファームウェア バージョンにはアップグレードされません。 ホスト ファームウェア パッケー
ジを使用してサーバの CIMC をアップグレードする場合は、関連付けられたサービス プロファイ
ルから管理ファームウェア パッケージを削除する必要があります。
サービスプロファイルにホストファームウェアパッケージが含まれていないサーバに対してサー
バ ファームウェアのインストールを使用した場合の影響
サーバに関連付けられたサービス プロファイルにホスト ファームウェア パッケージが含まれて
いない場合、このサーバのエンドポイントのアップグレードにサーバ ファームウェアのインス
トールを使用すると、サーバ ファームウェアのインストールではデフォルトのホスト ファーム
ウェア パッケージを使用してサーバをアップグレードします。 サーバ ファームウェアのインス
トールでは、デフォルトのホスト ファームウェア パッケージのみ更新できます。
サーバに関連付けられているサービス プロファイルが以前に サーバ ファームウェアのインストー
ル のデフォルトのホスト ファームウェア パッケージによって更新されている場合、このサーバ
の CIMC またはアダプタをアップグレードするには、次のいずれかの方法を使用する必要があり
ます。
• サーバ ファームウェアのインストールを使用してデフォルトのホスト ファームウェア パッ
ケージを変更し、次にサーバ ファームウェアのインストールを使用してサーバをアップグ
レードする。
• 新しいホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを作成し、これをサーバに関連付けられ
たサービス プロファイルに割り当て、そのホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを使
用してサーバをアップグレードする。
• サービス プロファイルをサービス プロファイルの関連付けから解除し、次にサーバのエン
ドポイントを直接アップグレードする。
新たに追加されたサーバのサーバ ファームウェアのアップグレード
サーバ ファームウェアのインストールを実行した後、Cisco UCS ドメインにサーバを追加すると、
新しいサーバのファームウェアはサーバ ファームウェアのインストールによって自動的にアップ
グレードされません。新しく追加したサーバのファームウェアを、最後にサーバファームウェア
のインストールを実行したときに使用したファームウェア バージョンにアップグレードする場合
は、エンドポイントをそのサーバのファームウェアに手動でアップグレードする必要があります。
サーバファームウェアのインストールには、ファームウェアバージョンの変更が毎回必要です。
サーバを同じファームウェアバージョンにアップグレードするためにサーバファームウェアのイ
ンストールを再実行することはできません。
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（注）

リリース 2.2 へのアップグレードが終了すると、Cisco UCS Manager で [Firmware Auto Sync
Server] ポリシーを使用して、新たに検出されたサーバを自動的に更新できます。 詳細につい
ては、該当する『Cisco UCS B シリーズ ファームウェア管理ガイド』を参照してください。

Cisco UCS Central のファームウェア管理に関する注意、
ガイドライン、および制約事項
Cisco UCS Central から Cisco UCS Manager のファームウェアの管理を開始する前に、次の注意、ガ
イドライン、および制約事項を考慮してください。
• ドメイン グループに定義したファームウェア ポリシーは、このドメイン グループに追加さ
れるすべての新しい Cisco UCS ドメインに適用されます。 ドメイン グループでファームウェ
ア ポリシーが定義されていない場合、Cisco UCS ドメインは親ドメイン グループからポリ
シーを継承します。
• グローバル ポリシーは、Cisco UCS Manager が Cisco UCS Central との接続を失った場合でも
Cisco UCS Manager にグローバルに残ります。 Cisco UCS Manager でグローバルなポリシーの
いずれかに変更を適用するには、所有権をグローバルからローカルに変更する必要がありま
す。
• ホスト ファームウェア パッケージを Cisco UCS Central から作成した場合は、これをサービ
ス プロファイルに関連付けて、Cisco UCS ドメインにアップデートを展開する必要がありま
す。
• Cisco UCS Central でホスト ファームウェア パッケージを変更すると、その変更はホスト
ファームウェア アップデートに関連付けられた次のメンテナンス スケジュールの際に Cisco
UCS ドメインに適用されます。
• Cisco UCS Central で定義したホスト ファームウェア メンテナンス ポリシーは、Cisco UCS ド
メインの org-root に適用されます。 Cisco UCS Central から Cisco UCS ドメインのサブ組織に
対して別のホスト メンテナンス ポリシーを定義することはできません。
• サービス プロファイルとの関連付けを持たないサーバは、ホスト ファームウェア パックの
デフォルト バージョンにアップグレードされます。 これらのサーバにはメンテナンス ポリ
シーがないため、ただちにリブートされます。
• Cisco UCS Central で保守ポリシーを指定し、ユーザの確認応答をイネーブルにし、スケジュー
ルを指定しない場合は、Cisco UCS Manager からのみ保留中のタスクに確認応答できます。
Cisco UCS Central からの保留中のアクティビティに確認応答するには、グローバルなスケ
ジューラをイネーブルにしてメンテナンスをスケジュールし、ユーザの確認応答をイネーブ
ルにする必要があります。
• Cisco UCS Central でメンテナンス ポリシーをスケジュールし、ユーザの確認応答をイネーブ
ルにすると、このタスクは保留中のアクティビティ タブにスケジュールで指定した時刻で表
示されます。
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• メンテナンス ポリシーの保留中のアクティビティは、ドメイン グループのセクションから
のみ表示できます。
• 任意のファームウェアのスケジュールに対するユーザの確認応答をイネーブルにして、Cisco
UCS ドメインでの予期せぬリブートを避けるようにしてください。
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章

ファームウェアのアップグレードの前提条
件の実行
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェアのアップグレードとダウングレードの前提条件, 35 ページ
• すべてのコンフィギュレーション バックアップ ファイルの作成, 36 ページ
• ファブリック インターコネクトの動作の確認, 37 ページ
• クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認, 38 ページ
• I/O モジュールのステータスの確認, 39 ページ
• サーバのステータスの確認, 40 ページ
• シャーシのサーバのアダプタのステータスの確認, 40 ページ
• Cisco UCS PowerTool の取得と重複した IQN スクリプトの実行, 41 ページ

ファームウェアのアップグレードとダウングレードの前提条件
Cisco UCS ドメインのすべてのエンドポイントが完全に機能し、それらのエンドポイントのファー
ムウェアのアップグレードまたはダウングレードを開始する前に、すべてのプロセスが完了して
いる必要があります。 機能状態でないエンドポイントはアップグレードまたはダウングレードす
ることはできません。 たとえば、検出されていないサーバのファームウェアはアップグレードま
たはダウングレードできません。 最大回数の再試行後に失敗した FSM などの未完了のプロセス
によって、エンドポイントのアップグレードやダウングレードが失敗する可能性があります。
FSM が実行中の場合、Cisco UCS Manager によって、アップデートとアクティベーションがキュー
に入れられ、FSM が正常に完了すると、それらが実行されます。
Cisco UCS ドメインのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする前に、次の前
提条件を実行します。
• リリース ノートの内容を確認します。
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すべてのコンフィギュレーション バックアップ ファイルの作成

• 適切なハードウェアおよびソフトウェア相互運用性の表を参照し、すべてのサーバのオペ
レーティング システムドライバのレベルが、アップグレード予定の Cisco UCS のリリースに
対して正しいレベルになっていることを確認します。
• 設定を All Configuration バックアップ ファイルにバックアップします。
• クラスタ設定の場合、ファブリック インターコネクトの高可用性ステータスに、両方が稼働
中であると示されていることを確認します。
• スタンドアロン設定の場合、ファブリック インターコネクトの [全体のステータス] が [操作
可能] であることを確認します。
• データ パスが稼働中であることを確認します。 詳細については、データ パスの準備が整っ
ていることの確認, （113 ページ）を参照してください。
• すべてのサーバ、I/O モジュール、アダプタが完全に機能することを確認します。 動作不能
なサーバはアップグレードできません。
• Cisco UCS ドメインに致命的または重大な障害がないことを確認します。 このような障害が
ある場合は解決してから、システムをアップグレードしてください。 致命的または重大な障
害があると、アップグレードが失敗する可能性があります。
• すべてのサーバが検出されていることを確認します。 サーバの電源を入れる必要はありませ
ん。また、サーバをサービス プロファイルと関連付ける必要もありません。
• ラックマウント サーバを Cisco UCS ドメインに統合する場合、Cisco UCS Manager で管理す
るシステムにラックマウント サーバをインストールし、統合する方法については、該当する
C シリーズ ラックマウント サーバのインストール ガイドの指示に従います。

すべてのコンフィギュレーション バックアップ ファイルの作成
この手順は、All Configuration バックアップ ファイルの既存のバックアップ操作がないことを前提
としています。

はじめる前に
バックアップ サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスおよび認証クレデンシャルを取得しま
す。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # create
backup URL
all-configuration enabled

commit-buffer コマンドを入力するとすぐに実行され
る、有効化された All Configuration バックアップ操作
を作成します。 all-configuration オプションは、サー
バ、ファブリック、およびシステム関連の設定をバッ
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コマンドまたはアクション 目的
クアップします。 次のいずれかの構文を使用してバッ
クアップするファイルの URL を指定します。
• ftp:// username@hostname / path
• scp:// username@hostname / path
• sftp:// username@hostname / path
• tftp:// hostname : port-num / path
ステップ 3

トランザクションをコミットします。

UCS-A /system #
commit-buffer

次の例では、SCP を使用して host35 という名前のホストに All Configuration バックアップ ファイ
ルを作成し、トランザクションをコミットしています。
UCS-A# scope system
UCS-A /system* # create backup scp://user@host35/backups/all-config.bak all-configuration
enabled
Password:
UCS-A /system* # commit-buffer
UCS-A /system #

ファブリック インターコネクトの動作の確認
Cisco UCS ドメインがハイ アベイラビリティ クラスタ設定で実行されている場合は、両方のファ
ブリック インターコネクトが動作していることを確認する必要があります。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a |
b}

指定したファブリック インターコネクトのファブリック イ
ンターコネクト モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A
ファブリック インターコネクトの情報を表示します。
/fabric-interconnect #show
ファブリック インターコネクトの動作が Operable 状態であ
ることを確認します。 動作可能な状態でない場合は、
showtech-support コマンドを実行してシスコのテクニカル
サポートに問い合わせてください。 ファームウェア アップ
グレードに進まないでください。 show tech-support コマン
ドに関する詳細情報については、『Cisco UCS Manager
B-Series Troubleshooting Guide』を参照してください。
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クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認

次の例では、両方のファブリック インターコネクトの動作が Operable 状態として表示されていま
す。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show
Fabric Interconnect:
ID OOB IP Addr
OOB Gateway
OOB Netmask
Operability
-- --------------- --------------- --------------- ----------A 192.168.100.10 192.168.100.20 255.255.255.0
Operable
UCS-A /fabric-interconnect # exit
UCS-A# scope fabric-interconnect b
UCS-A /fabric-interconnect # show
Fabric Interconnect:
ID OOB IP Addr
OOB Gateway
OOB Netmask
Operability
-- --------------- --------------- --------------- ----------B 192.168.100.11 192.168.100.20 255.255.255.0
Operable

クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認
高可用性ステータスは、クラスタ設定の両方のファブリック インターコネクトで同じです。

手順
コマンドまたは 目的
アクション
ステッ UCS-A# show
cluster state
プ1

ハイ アベイラビリティ クラスタの両方のファブリック インターコネク
トの動作状態およびリーダーシップ ロールを表示します。
両方のファブリック インターコネクト（A および B）が Up 状態であ
ること、および HA が Ready 状態であることを確認します。 ファブリッ
ク インターコネクトが Up 状態でない場合、または HA が Ready 状態
でない場合、show tech-support コマンドを実行し、Cisco テクニカル
サポートにお問い合わせください。 ファームウェア アップグレードに
進まないでください。 show tech-support コマンドの詳細については、
『Cisco UCS Troubleshooting Guide』を参照してください。
また、どのファブリック インターコネクトがプライマリ ロールで、ど
のファブリック インターコネクトが従属ロールであるかにも注目して
ください。ファブリック インターコネクトのファームウェアをアップ
グレードするためにこの情報が必要です。

次の例の表示では、両方のファブリック インターコネクトが Up 状態、HA が Ready 状態、ファ
ブリック インターコネクト A がプライマリ ロール、ファブリック インターコネクト B が従属ロー
ルです。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0x4432f72a371511de-0xb97c000de1b1ada4
A: UP, PRIMARY
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B: UP, SUBORDINATE
HA READY

I/O モジュールのステータスの確認
Cisco UCS がハイ アベイラビリティ クラスタ設定で実行されている場合、すべてのシャーシで両
方の I/O モジュールのステータスを確認する必要があります。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis
chassis-id

指定したシャーシでシャーシ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope 選択した I/O モジュールでシャーシ I/O モジュール モード
iom iom-id
を開始します。

ステップ 3

UCS-A # show

指定したシャーシの指定した I/O モジュールのステータス
を表示します。
I/O モジュールの全体的なステータスが Operable 状態であ
ることを確認します。 全体的なステータスが Operable 状
態ではない場合、show tech-support コマンドを実行し、
Cisco テクニカル サポートにお問い合わせください。
ファームウェア アップグレードに進まないでください。
show tech-support コマンドの詳細については、『Cisco UCS
Troubleshooting Guide』を参照してください。

次の例では、シャーシ 1 の両方の I/O モジュールの全体的なステータスが Operable 状態として表
示されています。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom 1
UCS-A /chassis/iom # show
IOM:
ID
Side Fabric ID Overall Status
---------- ----- --------- -------------1 Left A
Operable
UCS-A /chassis/iom # exit
UCS-A /chassis # scope iom 2
UCS-A /chassis/iom # show
IOM:
ID
Side Fabric ID Overall Status
---------- ----- --------- -------------2 Right B
Operable
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サーバのステータスの確認

サーバのステータスの確認
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-id / server-id

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # show サーバのステータスの詳細を表示します。
status detail
サーバの全体的なステータスが Ok、Unavailable、ま
たは障害を示さない値か確認します。 全体的なステー
タスが障害を示す状態（Discovery Failed など）の場
合、そのサーバのエンド ポイントはアップグレードで
きません。

指定したシャーシの指定したサーバについて、シャー
シのサーバ モードを入力します。

次の例では、シャーシ 1 のサーバ 7 の全体的なステータスが Ok 状態として表示されています。
UCS-A# scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # show status detail
Server 1/7:
Slot Status: Equipped
Conn Path: A,B
Conn Status: A,B
Managing Instance: B
Availability: Unavailable
Admin State: In Service
Overall Status: Ok
Oper Qualifier: N/A
Discovery: Complete
Current Task:

シャーシのサーバのアダプタのステータスの確認
手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-id / server-id

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # show アダプタのステータスを表示します。
adapter status
アダプタの全体的なステータスが Operable 状態である
ことを確認します。 アダプタの全体的なステータスが
Operable 以外の状態にある場合は、アップグレードで
きません。 ただし、Cisco UCS ドメインの他のアダプ
タのアップグレードに進むことができます。

指定したシャーシ内の指定したサーバでシャーシ サー
バ モードを開始します
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コマンドまたはアクション 目的

次の例では、シャーシ 1 のサーバ 7 のアダプタの全体的なステータスが Operable 状態として表示
されています。
UCS-A# scope server 1/7
UCS-A /chassis/server # show adapter status
Server 1/1:
Overall Status
-------------Operable

Cisco UCS PowerTool の取得と重複した IQN スクリプトの実行
Cisco UCS ドメインが iSCSI ブート用に設定されている場合は、Cisco UCS Release 2.0(1) から Cisco
UCS Release 2.0(2) 以降にアップグレードする前に、複数のサービス プロファイルで使用される
iSCSI vNIC がすべて一意のイニシエータ名を持っていることを確認する必要があります。
Cisco UCS PowerTool 内で実行するスクリプトを使用して、iSCSI ブート用の Cisco UCS 設定に重
複する IQN が含まれているかどうかを確認します。

手順
ステップ 1

Cisco UCS PowerTool をダウンロードするには、次の手順を実行します。
a) お使いの Web ブラウザで、Web サイト http://developer.cisco.com/web/unifiedcomputing/microsoft
に移動します。
b) [Cisco UCS PowerTool (PowerShell Toolkit) Beta Download] 領域まで下にスクロールします。
c) CiscoUcs-PowerTool-0.9.6.0.zip ファイルをダウンロードします。
d) ファイルを解凍し、プロンプトに従って Cisco UCS PowerTool をインストールします。
Cisco UCS PowerTool は、任意の Windows コンピュータにインストールできます。 Cisco UCS
Manager へのアクセスに使用しているコンピュータにインストールする必要はありません。

ステップ 2

Cisco UCS PowerTool を起動するには、コマンドラインに次のように入力します。
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco UCS PowerTool>C:\Windows\System32\windowspowe
rshell\v1.0\powershell.exe -NoExit -ExecutionPolicy RemoteSigned -File .\StartUc sPS.ps1
例：

次に、Cisco UCS PowerTool を起動した場合の処理の例を示します。
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco UCS PowerTool>C:\Windows\System32\windowspowe
rshell\v1.0\powershell.exe -NoExit -ExecutionPolicy RemoteSigned -File .\StartUc
sPS.ps1
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

ステップ 3

Cisco UCS PowerTool で、次の手順を実行します。
a) 次のように、Cisco UCS Manager に接続します。
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PS C:\> Connect-Ucs IP_address
b) 次の例のように、クレデンシャルを求めるプロンプトが表示された場合には、ユーザ名とパス
ワードを入力します。
cmdlet Connect-Ucs at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Credential

Cisco UCS PowerTool によって、ログイン後の画面に次のような内容が出力されます。
Cookie
Domains
LastUpdateTime
Name
NoSsl
NumPendingConfigs
NumWatchers
Port
Priv
RefreshPeriod
SessionId
TransactionInProgress
Ucs
Uri
UserName
VirtualIpv4Address
Version
WatchThreadStatus

ステップ 4

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1331303969/2af0afde-6627-415c-b85f-a7cae6233de3
3/9/2012 6:20:42 AM
209.165.201.15
False
0
0
443
{admin, read-only}
600
web_49846_A
False
ucs-4
https://209.165.201.15
admin
209.165.201.15
2.0(2i)
None

Cisco UCS PowerTool で次のスクリプトを実行して、iSCSI ブート設定を検証し、重複した IQN が
ないかどうかを確認します。
PS C:\> Get-UcsServiceProfile -type instance | Get-UcsVnicIScsi | ? { $_.InitiatorName -ne "" } | select
Dn,InitiatorName | group InitiatorName | ? { $_.Count -gt 1 } | % { $obj = New-Object PSObject ; $obj
| Add-Member Noteproperty Count $_.Count; $obj | Add-Member Noteproperty InitiatorName $_.Name;
$obj | Add-Member Noteproperty Dn ($_ | select -exp Group | % { $_.Dn } ); $obj }
Cisco UCS PowerTool によって、次のように、画面に結果が表示されます。
Count
----2
2
2
4
2
2

ステップ 5

InitiatorName
------------iqn.2012-01.cisco.com:s...
iqn.2012-01.cisco.com:s...
iqn.2012-01.cisco.com:s...
iqn.2012-01.cisco.com:s...
iqn.2012-01.cisco.com:s...
iqn.2012-01.cisco.com:s...

Dn
-{org-root/ls-SP_1_6/is...
{org-root/ls-SP_2_1/is...
{org-root/ls-SP_2_41/i...
{org-root/ls-SP_2_7/is...
{org-root/org-sub1/ls-...
{org-root/org-sub2/ls-...

（任意） .NET Frame work 3.5 Service Pack 1 がインストールされている場合は、次のスクリプト
を使用して GUI で結果を表示できます。
PS C:\> Get-UcsServiceProfile -type instance | Get-UcsVnicIScsi | ? { $_.InitiatorName -ne "" } | select
Dn,InitiatorName | group InitiatorName | ? { $_.Count -gt 1 } | % { $obj = New-Object PSObject ; $obj
| Add-Member Noteproperty Count $_.Count; $obj | Add-Member Noteproperty InitiatorName $_.Name;
$obj | Add-Member Noteproperty Dn ($_ | select -exp Group | % { $_.Dn } ); $obj } | ogv
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ステップ 6

次のように、Cisco UCS Manager から切断します。
PS C:\>Disconnect-Ucs

次の作業
Cisco UCS ドメインの複数のサービス プロファイルで IQN が重複している場合は、Cisco UCS
Release 2.1 以降にアップグレードする前に、Cisco UCS Manager で iSCSI vNIC を再設定し、それ
ぞれが一意の IQN を持つようにします。
アップグレード前に、Cisco UCS ドメインのサービス プロファイル全体においてすべての iSCSI
vNIC が一意であることを確認しなかった場合は、IQN の重複を警告するために、Cisco UCS Manager
で iSCSI vNIC に関するエラーが発生します。 また、サービス プロファイル内に重複 したIQN 名
（同じ名前が両方の iSCSI vNIC で使用されている場合など）がないことを確認しなかった場合
は、Cisco UCS によってサービス プロファイルが再設定され、1 つの IQN を持つようになります。
この障害をクリアして重複した IQN を再設定する方法の詳細については、『Cisco UCS B-Series
Troubleshooting Guide』を参照してください。
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章

Cisco UCS Manager でのファームウェアのダ
ウンロードと管理
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェア イメージの管理, 45 ページ
• シスコからのソフトウェア バンドルの入手, 48 ページ
• リモートからのファブリック インターコネクトへのファームウェア イメージのダウンロー
ド, 49 ページ
• ファームウェア パッケージのダウンロード ステータスの表示, 51 ページ
• イメージ ダウンロードのキャンセル, 52 ページ
• ファブリック インターコネクトの利用可能なすべてのソフトウェア イメージの表示, 52
ページ
• ファブリック インターコネクトの利用可能なすべてのパッケージの表示, 53 ページ
• ファームウェア パッケージの内容の判断, 54 ページ
• ファブリック インターコネクトの空き領域のチェック, 55 ページ
• ファブリック インターコネクトからのファームウェア パッケージの削除, 55 ページ
• ファブリック インターコネクトからのファームウェア イメージの削除, 56 ページ

ファームウェア イメージの管理
シスコでは、Cisco UCS コンポーネントに対するすべてのファームウェアのアップデートをイメー
ジのバンドルで配布します。 Cisco UCS ファームウェア アップデートは、Cisco UCS ドメインの
ファブリック インターコネクトに次のバンドルでダウンロードできます。
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Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドル
このバンドルには、次のコンポーネントのアップデートに必要な次のファームウェア イメー
ジが含まれます。
• Cisco UCS Manager ソフトウェア
• ファブリック インターコネクトのカーネル ファームウェアとシステム ファームウェア
• I/O モジュールのファームウェア
Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ ソフトウェア バンドル
このバンドルには、Cisco UCS ドメインのブレード サーバのファームウェアをアップデート
するために必要な次のファームウェア イメージが含まれます。 Cisco UCS Manager で最新の
インフラストラクチャ バンドルに含まれていないブレード サーバがサポートされるように、
リリースに対して作成されたバンドル以外に次のバンドルもインフラストラクチャ バンド
ル間でリリースできます。
• CIMC ファームウェア
• BIOS ファームウェア
• アダプタ ファームウェア
• ボード コントローラ ファームウェア
• 新規サーバで必要なサードパーティ製のファームウェア イメージ
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バンドル
このバンドルには、Cisco UCS Manager に統合され、UCS Manager によって管理されるラッ
クマウント サーバのコンポーネントのアップデートに必要な次のファームウェア イメージ
が含まれます。
• CIMC ファームウェア
• BIOS ファームウェア
• アダプタ ファームウェア
• ストレージ コントローラのファームウェア

（注）

このバンドルは、スタンドアロン C シリーズ サーバには使用できま
せん。 このサーバのファームウェア管理システムでは、Cisco UCS
Manager に必要なヘッダーを解釈できません。 スタンドアロン C シ
リーズ サーバのアップグレード方法については、C シリーズのコン
フィギュレーション ガイドを参照してください。
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また、シスコではリリース ノートも提供しており、バンドルを取得したのと同じ Web サイトから
入手できます。

ファームウェア イメージ ヘッダー
すべてのファームウェア イメージに、次の情報を含むヘッダーがあります。
• チェックサム
• バージョン情報
• コンポーネント イメージの互換性と依存関係を確認するためにシステムで使用される互換性
情報

ファームウェア イメージ カタログ
Cisco UCS Manager には、ファブリック インターコネクトにダウンロードされているファームウェ
ア イメージとそのコンテンツのカタログを示す 2 つのビューが用意されています。
パッケージ
このビューでは、ファブリック インターコネクトにダウンロードされているファームウェ
ア バンドルが読み取り専用で表示されます。 このビューは、イメージのコンテンツではな
く、イメージを基準にソートされます。 パッケージについては、このビューを使用して、
各ダウンロード済みパッケージに存在するコンポーネント イメージを確認できます。
イメージ
イメージ ビューには、システムで使用できるコンポーネント イメージが表示されます。 こ
のビューを使用して、ファームウェア バンドル全体を表示したり、バンドルごとにイメー
ジをグループ化したりすることはできません。 各コンポーネント イメージについて表示さ
れる情報には、コンポーネントの名前、イメージ サイズ、イメージ バージョン、およびコ
ンポーネントのベンダーとモデルが含まれます。
このビューを使用して、各コンポーネントに使用できるファームウェア アップデートを識
別できます。 また、このビューを使用して、古くなったイメージや不要なイメージを削除
することもできます。 Cisco UCS Manager は、パッケージ内のすべてのイメージが削除され
た後にパッケージを削除します。

ヒント

Cisco UCS Manager によって、ファブリック インターコネクトのブートフラッシュにイメージ
が保存されます。 クラスタ システムでは、すべてのイメージが互いに同期されるので、両方
のファブリック インターコネクトにおけるブートフラッシュのスペース使用量は等しくなり
ます。 Cisco UCS Manager によって、ブートフラッシュの領域が不足していることが報告され
た場合は、古いイメージを削除して、領域を解放します。
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シスコからのソフトウェア バンドルの入手
はじめる前に
Cisco UCS ドメインをアップデートするために、次のどのソフトウェア バンドルが必要なのかを
判定します。
• Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドル：すべての Cisco UCS ドメインで必
要です。
• Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ ソフトウェア バンドル：ブレード サーバが含まれる
すべての Cisco UCS ドメインで必要です。
• Cisco UCS C シリーズ ラックマウント UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バンドル：統合さ
れたラックマウント サーバが含まれる Cisco UCS ドメインのみで必要です。 このバンドルに
は、Cisco UCS Manager がそれらのサーバを管理できるようにするためのファームウェアが
含まれており、スタンドアロン C シリーズ ラックマウント サーバには適用されません。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco.com に移動します。

ステップ 2

[Support] で [All Downloads] をクリックします。

ステップ 3

中央のペインで、[Servers - Unified Computing] をクリックします。

ステップ 4

入力を求められたら、Cisco.com のユーザ名およびパスワードを入力して、ログインします。

ステップ 5

右側のペインで、次のように必要なソフトウェア バンドルのリンクをクリックします。
バンドル

ナビゲーション パス

Cisco UCS インフラストラクチャ ソフト [Cisco UCS Infrastructure and UCS Manager Software] >
[Unified Computing System (UCS) Infrastructure Software
ウェア バンドル
Bundle] をクリックします。
Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ
ソフトウェア バンドル

[Cisco UCS B-Series Blade Server Software] > [Unified
Computing System (UCS) Server Software Bundle] をクリッ
クします。

[Cisco UCS C-Series Rack-Mount UCS-Managed Server
Cisco UCS C シリーズ ラックマウント
UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バン Software] > [Unified Computing System (UCS) Server
Software Bundle] をクリックします。
ドル
ヒント

これらのパスからアクセスできる Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap
Bundle は、Cisco UCS のすべてのドキュメントのダウンロード可能な ISO イメージで
す。
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ステップ 6

ソフトウェア バンドルをダウンロードする最初のページで、[Release Notes] リンクをクリックし
てリリース ノートの最新版をダウンロードします。

ステップ 7

ダウンロードする各ソフトウェア バンドルについて、次の手順を実行します。
a) ダウンロードするリリース最新リリース 2.2 ソフトウェア バンドルのリンクをクリックしま
す。
リリース番号の後には、数字と文字が括弧内に続きます。 数字はメンテナンス リリース レベ
ルを表し、文字はそのメンテナンス リリースのパッチを区別します。 各メンテナンス リリー
スとパッチの内容の詳細については、最新版のリース ノートを参照してください。
b) 次のいずれかのボタンをクリックして、表示される指示に従います。
• [Download Now]：ソフトウェア バンドルをすぐにダウンロードできます。
• [Add to Cart]：後でダウンロードするソフトウェア バンドルをカートに追加します。
c) メッセージに従ってソフトウェア バンドルのダウンロードを完了します。

ステップ 8

Cisco UCS ドメインをアップグレードする前に、リリース ノートを参照してください。

次の作業
ソフトウェア バンドルをファブリック インターコネクトにダウンロードします。

リモートからのファブリック インターコネクトへのファームウェア
イメージのダウンロード
（注）

クラスタ セットアップでは、ダウンロードの開始に使用されたファブリック インターコネク
トに関係なく、ファームウェア バンドルのイメージ ファイルは両方のファブリック インター
コネクトにダウンロードされます。 Cisco UCS Manager は、両方のファブリック インターコネ
クトにあるすべてのファームウェア パッケージとイメージを同期状態にします。 ファブリッ
ク インターコネクトの 1 つがダウンした場合でも、ダウンロードは正常に終了します。 オン
ラインに復帰したときに、イメージがもう片方のファブリック インターコネクトに同期され
ます。

はじめる前に
必要なファームウェア バンドルをシスコから入手します。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ステップ 2

UCS-A /firmware # download Cisco UCS のファームウェア バンドルをダウンロード
image URL
します。 シスコから提供されたダウンロード パスを使
用し、次のいずれかの構文で URL を指定します。

ファームウェア モードを開始します。

• ftp:// server-ip-addr / path
• scp:// username@server-ip-addr / path
• sftp:// username@server-ip-addr / path
• tftp:// server-ip-addr : port-num / path
（注）

[TFTP] ではファイル サイズが最大 32 MB に
制限されます。 ファームウェア バンドルは
それよりも大幅にサイズが大きい可能性があ
るため、ファームウェアのダウンロードに
TFTP を選択しないことを推奨します。
IP アドレスではなくホスト名を使用する場
合、Cisco UCS Managerで DNS サーバを設定
します。

ステップ 3

リモート サーバのパスワー リモート サーバのユーザ名のパスワード。 プロトコル
ドを入力します。
が tfpt の場合、このフィールドは適用されません。

ステップ 4

UCS-A /firmware # show
download-task

ステップ 5

すべてのファームウェア バ
ンドルがファブリック イン
ターコネクトにダウンロー
ドされるまで、このタスク
を繰り返します。

ダウンロード タスクのステータスを表示します。 イ
メージのダウンロードが完了すると、タスク状態が
Downloading から Downloaded に変更されます。 CLI の
表示は自動的には更新されないので、タスクのステー
タスに Downloaded が表示されるまで何度も show
download-task コマンドを入力する必要があります。

次に、SCP を使用して ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin ファームウェア パッケージをダウンロードする
例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # download image scp://user1@192.168.10.10/images/ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin
Password: yourpassword

Cisco UCS B シリーズ CLI ファームウェア管理ガイド リリース 2.2
50

OL-31134-01-J

ファームウェア パッケージのダウンロード ステータスの表示

UCS-A /firmware # show download-task
UCS-A /firmware #

次の作業
ファームウェアバンドルのイメージファイルが完全にダウンロードされたら、エンドポイント上
でファームウェアを更新します。

ファームウェア パッケージのダウンロード ステータスの表示
ファームウェアのダウンロード操作が開始された後、パッケージがまだダウンロード中か、また
は完了したか判別するために、ダウンロード ステータスを確認できます。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # show
download-task

ダウンロード タスクのステータスを表示します。 イ
メージのダウンロードが完了すると、タスク状態が
Downloading から Downloaded に変更されます。 CLI の
表示は自動的には更新されないので、タスクのステー
タスに Downloaded が表示されるまで何度も show
download-task コマンドを入力する必要があります。

次に、ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin ファームウェア パッケージのダウンロード ステータスを表示す
る例を示します。ダウンロード状態によりファームウェアパッケージのダウンロードが完了した
ことが示されるまで、show download-task コマンドの入力を続けます。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show download-task
Download task:
File Name Protocol Server
Userid
State
--------- -------- --------------- --------------- ----ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin
Scp
10.193.32.11
user1
Downloading
UCS-A /firmware # show download-task
Download task:
File Name Protocol Server
Userid
State
--------- -------- --------------- --------------- ----ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin
Scp
10.193.32.11
user1
Downloading
UCS-A /firmware # show download-task
Download task:
File Name Protocol Server
Userid
State
--------- -------- --------------- --------------- ----ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin
Scp
10.193.32.11
user1
Downloaded
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イメージ ダウンロードのキャンセル
イメージのダウンロードタスクは、タスクの進行中にのみキャンセルできます。イメージのダウ
ンロードの完了後に、ダウンロード タスクを削除しても、ダウンロード済みのイメージは削除さ
れません。 イメージ ダウンロード タスクに関係する FSM はキャンセルできません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # delete
download-task task-name

指定されたダウンロード タスクを削除
します。

ステップ 3

UCS-A /firmware # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次の例は、イメージのダウンロードを取り消します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # delete download-task taskname
UCS-A /firmware* # commit-buffer
UCS-A /firmware* #

ファブリック インターコネクトの利用可能なすべてのソフトウェア
イメージの表示
この手順は任意で、すべてのエンドポイントのファブリック インターコネクトの使用可能なソフ
トウェア イメージを表示します。 各エンドポイント モードでの show image コマンドの使用に
よっても、エンドポイントの使用可能なソフトウェア イメージを表示できます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope firmware ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # show ファブリック インターコネクトにダウンロードされたす
image
べてのソフトウェア イメージが表示されます。
（注）

エンドポイントを直接アップデートする場合、
ソフトウェア バージョン番号を指定する必要
があります。 エンドポイントでファームウェ
アを直接アップデートする場合、右の列のバー
ジョン番号に注意してください。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン

次に、ファブリックインターコネクトの使用可能なすべてのソフトウェアイメージを表示する例
を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show image
Name
------------------------------------------------------ucs-2100.1.0.0.988.gbin
ucs-6100-k9-kickstart.4.0.1a.N2.1.0.988.gbin
4.0(1a)N2(1.0.988)
ucs-6100-k9-system.4.0.1a.N2.1.0.988.gbin
4.0(1a)N2(1.0.988)
ucs-b200-m1-bios.S5500.86B.01.00.0030-978a.021920.gbin
S5500.86B.01.00.0030-978a.021920
ucs-b200-m1-k9-bmc.1.0.0.988.gbin
ucs-b200-m1-sasctlr.2009.02.09.gbin
ucs-m71kr-e-cna.1.0.0.988.gbin
ucs-m71kr-e-hba.zf280a4.gbin
ucs-m71kr-e-optionrom.ZN502N5.gbin
ucs-m71kr-q-cna.1.0.0.988.gbin
ucs-m71kr-q-optionrom.1.69.gbin
ucs-m81kr-vic.1.0.0.988.gbin
ucs-manager-k9.1.0.0.988.gbin

Type
Version
-------------------- ------Iom
1.0(0.988)
Switch Kernel
Switch Software
Server Bios
Bmc
Storage Controller
Adapter
Host Hba
Host Hba Optionrom
Adapter
Host Hba Optionrom
Adapter
System

1.0(0.988)
2009.02.09
1.0(0.988)
zf280a4
ZN502N5
1.0(0.988)
1.69
1.0(0.988)
1.0(0.988)

ファブリックインターコネクトの利用可能なすべてのパッケージの表
示
この手順は任意で、すべてのエンドポイントのファブリック インターコネクトの使用可能なソフ
トウェア パッケージを表示します。 各エンドポイント モードでの show package コマンドの使用
によっても、エンドポイントの使用可能なソフトウェア イメージを表示できます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope firmware ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # show ファブリック インターコネクトにダウンロードされたす
package
べてのソフトウェア パッケージが表示されます。
（注）

エンドポイントを直接アップデートする場合、
ソフトウェア バージョン番号を指定する必要
があります。 エンドポイントでファームウェ
アを直接アップデートする場合、右の列のバー
ジョン番号に注意してください。
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次に、ファブリックインターコネクトの使用可能なすべてのソフトウェアパッケージを表示する
例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show package
Name
--------------------------------------------ucs-k9-bundle.1.3.0.221.bin
ucs-k9-bundle.1.4.0.292.gbin
ucs-k9-bundle.1.4.0.357.gbin
ucs-k9-bundle.1.4.0.378.gbin
ucs-k9-bundle.1.4.0.390.gbin
Pubs-A /firmware #

Version
-------

1.4(0.378)
1.4(0.390)

ファームウェア パッケージの内容の判断
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # show package
package-name expand

指定したファームウェア パッケージの
内容を表示します。

次に、ファームウェア パッケージの内容を表示する例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show package ucs-k9-bundle.1.4.0.390.gbin expand
Package ucs-k9-bundle.1.4.0.390.gbin:
Images:
ucs-2100.1.4.0.390.gbin
ucs-6100-k9-kickstart.4.2.1.N1.1.3.390.gbin
ucs-6100-k9-system.4.2.1.N1.1.3.390.gbin
ucs-b200-m1-bios.S5500.1.4.0.6.090220101221.gbin
ucs-b200-m1-k9-cimc.1.4.0.390.gbin
ucs-b200-m1-sasctlr.01.28.03.00_06.28.00.00_03.12.00.00.gbin
ucs-b200-m2-bios.S5500.1.4.0.6.090220101221.gbin
ucs-b230-m1-bios.B230M1.1.4.0.35.090220101135.gbin
ucs-b230-m1-k9-cimc.1.4.0.390.gbin
ucs-b230-m1-mrsasctlr.20.7.1-0020_4.18.00_NA.gbin
ucs-b230-m1-pld.B2301008.gbin
ucs-b250-m1-bios.S5500.1.4.0.6.090220101735.gbin
ucs-b250-m1-k9-cimc.1.4.0.390.gbin
ucs-b250-m2-bios.S5500.1.4.0.6.090220101735.gbin
ucs-b440-m1-bios.B440M1.1.4.0.3.090120101140.gbin
ucs-b440-m1-k9-cimc.1.4.0.390.gbin
ucs-b440-m1-mrsasctlr.12.4.0-0028_3.13.00_NA.gbin
ucs-b440-m1-pld.B440100C-B4402006.gbin
ucs-c-pci-n2xx-acpci01.1.4.0.390.gbin
ucs-c200-bios.C200.1.2.1.3.082520100537.gbin
ucs-c200-k9-cimc.1.4.0.390.gbin
ucs-c250-bios.C250.1.2.1.3.082520102328.gbin
ucs-c250-k9-cimc.1.4.0.390.gbin
ucs-m51kr-b.5.2.7.12.1.gbin
ucs-m61kr-i.2.1.60.1.1.gbin
ucs-m71kr-e-cna.1.4.0.390.gbin
ucs-m71kr-e-hba.2.80A4.gbin
ucs-m71kr-e-optionrom.5.03A8.gbin
ucs-m71kr-q-cna.1.4.0.390.gbin
ucs-m71kr-q-optionrom.2.02.gbin
ucs-m72kr-e.2.702.200.1702.gbin
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ucs-m72kr-q.01.02.08.gbin
ucs-m81kr-vic.1.4.0.390.gbin
ucs-manager-k9.1.4.0.390.gbin
UCS-A /firmware #

ファブリック インターコネクトの空き領域のチェック
イメージのダウンロードが失敗した場合は、Cisco UCS でファブリック インターコネクトのブー
トフラッシュに十分な空き領域があるかどうかをチェックします。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a | b}

指定したファブリックのファブリック インターコネクト
モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect # 指定したファブリックの空き領域を表示します。
show storage [detail |
（注）
ファームウェアイメージバンドルをダウンロー
expand}
ドする場合、ファブリック インターコネクト
に、ファームウェア イメージ バンドルのサイ
ズの少なくとも 2 倍の空き領域が必要です。
ブートフラッシュに十分な領域がない場合は、
ファブリック インターコネクトから、古い
ファームウェア、コア ファイル、その他の不
要なオブジェクトを削除してください。

次の例は、ファブリック インターコネクトの空き領域を表示します。
UCS-A# scope fabric-interconnect
UCS-A /fabric-interconnect # show storage
Storage on local flash drive of fabric interconnect:
Partition
Size (MBytes)
Used Percentage
---------------- ---------------- --------------bootflash
8658
50
opt
1917
2
workspace
277
4
UCS-A /fabric-interconnect #

ファブリック インターコネクトからのファームウェア パッケージの
削除
パッケージ全体を削除するには、この手順を使用します。 パッケージから 1 つのイメージのみを
削除することも可能です。
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ファブリック インターコネクトからのファームウェア イメージの削除

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # delete package
package-name

指定したファームウェアパッケージを削
除します。

ステップ 3

UCS-A /firmware # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

Cisco UCS Manager によって、選択したパッケージおよび各パッケージに含まれるすべてのイメー
ジが削除されます。
次に、ファームウェア パッケージを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # delete image ucs-k9-bundle.1.4.0.433m.gbin
UCS-A /firmware* # commit-buffer
UCS-A /firmware #

ファブリック インターコネクトからのファームウェア イメージの削
除
この手順は、パッケージから 1 つのイメージのみ削除する場合に使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # delete image
image-name

指定したファームウェアイメージを削除
します。

ステップ 3

UCS-A /firmware # commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコ
ミットします。

次に、ファームウェア イメージを削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # delete image ucs-2100.1.4.0.433k.gbin
UCS-A /firmware* # commit-buffer
UCS-A /firmware #
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章

自動インストールによるファームウェアの
アップグレード
この章は、次の内容で構成されています。
• 自動インストール によるファームウェア アップグレード, 57 ページ
• インフラストラクチャ ファームウェアのアップグレード, 59 ページ
• プライマリ ファブリック インター コネクトのリブートの確認, 61 ページ
• インフラストラクチャ ファームウェアのアップグレードのキャンセル, 62 ページ

自動インストール によるファームウェア アップグレード
自動インストールでは、次の 2 つの段階によって、Cisco UCS ドメイン を 1 つのパッケージに含
まれるファームウェア バージョンにアップグレードすることができます。
• インフラストラクチャ ファームウェアのインストール：Cisco UCS インフラストラクチャ ソ
フトウェア バンドルを使用して、インフラストラクチャ コンポーネント、I/O モジュール、
Cisco UCS Manager などのインフラストラクチャのコンポーネントをアップグレードするこ
とができます。
• サーバ ファームウェアのインストール：Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ ソフトウェ
ア バンドルを使用して、Cisco UCS ドメインまたは Cisco UCS C シリーズ ラックマウント
UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バンドル 内のすべてのブレード サーバをラック サーバに
すべてアップグレードします。
この 2 つの段階は独立したものであり、異なる時刻に実行することや、実行されるようにスケ
ジュールすることができます。
自動インストールを使用して、インフラストラクチャ コンポーネントを Cisco UCS のあるバー
ジョンに、またサーバ コンポーネントを異なるバージョンにアップグレードすることができま
す。
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（注）

ドメイン内の Cisco UCS Manager が Cisco UCS 2.1(1) より前のリリースである場合は、自動イ
ンストールを使用して、Cisco UCS ドメイン内のインフラストラクチャまたはサーバをアップ
グレードすることはできません。 ただし、Cisco UCS Manager を Release 2.1(1) 以降にアップグ
レードすると、自動インストール を使用して、ファームウェア レベルの最低要件を満たして
いる Cisco UCS ドメイン 内の他のコンポーネントをアップグレードできます。 詳細について
は、自動インストールによるアップグレードに関する注意、ガイドライン、および制約事項,
（27 ページ） および該当する『Cisco UCS アップグレード ガイド』を参照してください。

インフラストラクチャ ファームウェアのインストール
インフラストラクチャ ファームウェアのインストール では、Cisco UCS Manager を含む Cisco UCS
ドメイン内のすべてのインフラストラクチャコンポーネントと、すべてのファブリックインター
コネクトおよび I/O モジュールをアップグレードします。 すべてのコンポーネントが、選択した
Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルに含まれるファームウェア バージョンに
アップグレードされます。
インフラストラクチャ ファームウェアのインストール では、Cisco UCS ドメイン内の一部のイン
フラストラクチャ コンポーネントだけを対象とする部分アップグレードはサポートしていませ
ん。
メンテナンス時間帯に対応する特定の時刻にインフラストラクチャのアップグレードをスケジュー
ルできます。 ただし、インフラストラクチャのアップグレードが進行中の場合、別のインフラス
トラクチャのアップグレードをスケジュールすることはできません。 次のアップグレードをスケ
ジューリングするには、現在のアップグレードが完了するまで待つ必要があります。

（注）

インフラストラクチャ ファームウェア アップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン
セルできます。 ただし、インフラストラクチャ ファームウェア アップグレードがいったん開
始すると、キャンセルすることはできません。

サーバ ファームウェアのインストール
サーバ ファームウェアのインストール では、ホスト ファームウェア パッケージを使用して、Cisco
UCS ドメイン内のすべてのサーバおよびコンポーネントをアップグレードします。 サービス プロ
ファイルに選択したホストファームウェアパッケージが含まれているサーバは、次のように、選
択したソフトウェア バンドルのファームウェア バージョンにすべてアップグレードされます。
• シャーシ内のすべてのブレード サーバ用の Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ ソフトウェ
ア バンドル。
• Cisco UCS ドメインに統合されているすべてのラックマウント サーバ用の Cisco UCS C シリー
ズ ラックマウント UCS 管理対象サーバ ソフトウェア バンドル。
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（注）

サーバファームウェアのインストール ウィザードの設定が完了した後で、サーバ ファームウェ
アのアップグレード プロセスをキャンセルすることはできません。 Cisco UCS Manager は、変
更を即座に反映します。 ただし、サーバが実際にリブートされるタイミングは、サーバに関
連付けられたサービス プロファイル内のメンテナンス ポリシーによって異なります。

自動インストールのための必要な手順
Cisco UCS ドメインのすべてのコンポーネントを同じパッケージ バージョンへアップグレードす
る場合は、自動インストールの各ステージを次の順序で実行する必要があります。
1 インフラストラクチャ ファームウェアのインストール
2 サーバ ファームウェアのインストール
この順序で実行すると、サーバのファームウェアアップグレードをインフラストラクチャのファー
ムウェア アップグレードとは異なるメンテナンス時間帯にスケジュールすることができます。

インフラストラクチャ ファームウェアのアップグレード
Cisco UCS Manager CLI のリリースが 2.1(1) よりも古い場合、auto-install は使用できません。

（注）

ドメイン内の Cisco UCS Manager が Cisco UCS 2.1(1) より前のリリースである場合は、自動イ
ンストールを使用して、Cisco UCS ドメイン内のインフラストラクチャまたはサーバをアップ
グレードすることはできません。 ただし、Cisco UCS Manager を Release 2.1(1) 以降にアップグ
レードすると、自動インストール を使用して、ファームウェア レベルの最低要件を満たして
いる Cisco UCS ドメイン 内の他のコンポーネントをアップグレードできます。 詳細について
は、自動インストールによるアップグレードに関する注意、ガイドライン、および制約事項,
（27 ページ） および該当する『Cisco UCS アップグレード ガイド』を参照してください。

はじめる前に
ファームウェアのアップグレードとダウングレードの前提条件, （35 ページ）に記載のすべての
前提条件を満たす必要があります。
Cisco UCS ドメインが NTP サーバを使用して時間を設定しない場合、プライマリ ファブリック イ
ンターコネクトとセカンダリファブリックインターコネクトの時計が同期されていることを確認
します。 Cisco UCS Manager で NTP サーバを設定するか、時間を手動で同期することによってこ
れを行うことができます。
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手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # scope
auto-install

インフラストラクチャ ファームウェアのアップグレード
の自動インストール モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /firmware/auto-install
# install infra infra-vers
infrastructure-bundle-version
[starttime mon dd yyyy hh
min sec] [force]

インフラストラクチャ ファームウェアを更新してアク
ティブにします。
トランザクションをコミットしてすぐにアップグレード
を開始したくない場合は、starttime を使用してインフラ
ストラクチャ ファームウェアのアップグレードをスケ
ジュールする必要があります。 starttime を使用する場合
は、アップグレードをいつスケジュールするかを指定す
るために、次の情報を入力してください。
• mon：jan または feb など目的の月の名前の最初の 3
文字。
• dd：月の目的の日（1 ～ 31）。
• yyyy：2012 などの目的の年（西暦）。
• hh：アップグレードを開始する時刻の時（0～23）。
• min：アップグレードを開始する時刻の分（0 ～
60）。
• sec：アップグレードを開始する時刻の秒（0 ～
60）。
互換性のない可能性や、現在実行中のタスクに関係なく、
ファームウェアをアクティブにするには、force キーワー
ドを使用します。

ステップ 4

UCS-A /firmware/auto-install トランザクションをシステムの設定にコミットします。
# commit-buffer

次の例は、インフラストラクチャを Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドル バー
ジョン 2.2(1b) のファームウェアにアップグレードし、トランザクションをコミットする方法を示
しています。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # install infra infra-vers 2.2(2b) starttime dec 15 2013 21
22 23
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UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #

次の作業
プライマリ ファブリック インターコネクトのリブートを承認します。 リブートを承認しない場
合、Cisco UCS Manager はインフラストラクチャのアップグレードを完了できず、アップグレード
は無期限に保留になります。

プライマリ ファブリック インター コネクトのリブートの確認
注意

アップグレード時の中断を最小限に抑えるには、次のことを確認する必要があります。
• ファブリック インターコネクトとサービス プロファイルの両方がフェールオーバー用に
設定されていることを確認します。
• プライマリ ファブリック インターコネクトのリブートを承認する前に、セカンダリ ファ
ブリック インターコネクトからデータ パスが正常に復元されていることを確認します。
詳細については、データ パスの準備が整っていることの確認, （113 ページ） を参照して
ください。
インフラストラクチャ ファームウェアをアップグレードした後、インフラストラクチャ ファー
ムウェアのインストール は自動的にクラスタ設定内のセカンダリ ファブリック インターコネ
クトをリブートします。 ただし、プライマリ ファブリック インターコネクトのリブートは、
ユーザが承認する必要があります。 リブートを承認しなかった場合、インフラストラクチャ
ファームウェアのインストール はアップグレードを完了するのではなく、その承認を無期限
に待ちます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # scope
auto-install

インフラストラクチャ ファームウェアのアップ
グレードの自動インストール モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A /firmware/auto-install #
acknowledge primary
fabric-interconnect reboot

プライマリ ファブリック インターコネクトの保
留中のリブートを確認します。

ステップ 4

UCS-A /firmware/auto-install #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットし
ます。
Cisco UCS Manager によって、即座にプライマリ
ファブリック インター コネクトがリブートされ
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コマンドまたはアクション

目的
ます。 トランザクションをコミットした後でこ
のリブートを停止することはできません。

次に、プライマリ ファブリック インターコネクトのリブートを確認し、トランザクションをコ
ミットする例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # acknowledge primary fabric-interconnect reboot
UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #

インフラストラクチャファームウェアのアップグレードのキャンセル
（注）

インフラストラクチャ ファームウェア アップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン
セルできます。 ただし、インフラストラクチャ ファームウェア アップグレードがいったん開
始すると、キャンセルすることはできません。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope firmware

ファームウェア モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /firmware # scope
auto-install

インフラストラクチャ ファームウェアのアッ
プグレードの自動インストール モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /firmware/auto-install #
cancel install infra

スケジュールされたインフラストラクチャ
ファームウェアのアップグレードをキャンセ
ルします。

ステップ 4

UCS-A /firmware/auto-install #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次に、スケジュールされたインフラストラクチャ ファームウェアのアップグレードをキャンセル
し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # cancel install infra
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UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #
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章

ファームウェア自動同期サーバ ポリシーの
使用
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェアの自動同期, 65 ページ
• ファームウェア自動同期サーバ ポリシーの設定, 66 ページ
• サーバのファームウェア自動同期の確認, 67 ページ

ファームウェアの自動同期
Cisco UCS Manager で [Firmware Auto Sync Server] ポリシーを使用して、新たに検出されたサーバ
のファームウェアバージョンをアップグレードする時期と方法を指定できます。このポリシーを
使用すると、新たに検出された、関連付けられていないサーバのファームウェア バージョンを
アップグレードして、デフォルトのホストファームウェアパックで定義されているファームウェ
ア バージョンと一致させることができます。 さらに、ファームウェアのアップグレード プロセ
スをサーバの検出直後に実行するか、後で実行するかを指定することもできます。

重要

ファームウェアの自動同期はデフォルトのホスト ファームウェア パックに基づいています。
デフォルトのホスト ファームウェア パックを削除すると、Cisco UCS Manager で重大な問題が
発生します。 デフォルトのホスト ファームウェアは設定されているが、ブレードまたはラッ
ク サーバのファームウェアが指定も設定もされていない場合は、軽度の問題が発生します。
問題が発生した場合は、その程度に関係なく、[Firmware Auto Sync Server] ポリシーを設定する
前にそれらの問題を解決する必要があります。
[Firmware Auto Sync Server] ポリシーの値は次のとおりです。
• [Auto Acknowledge]：サーバのファームウェアは、Cisco UCS Manager により検出された後、
自動的に同期されます。 このオプションは、デフォルトで選択されます。
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• [User Acknowledge]：管理者が [Pending Activities] ダイアログボックスでアップグレードを確
認するまで、サーバのファームウェアは同期されません。
• [No Action]：サーバでファームウェアのアップグレードを開始しません。
このポリシーは Cisco UCS Manager GUI または Cisco UCS Manager CLI から設定できます。 サーバ
のファームウェアは、次の状況が生じた場合に自動的にトリガーされます。
• サーバまたはサーバのエンドポイントのファームウェア バージョンがデフォルトのホスト
ファームウェア パックで設定されているファームウェア バージョンと異なる場合。
• [Firmware Auto Sync Server] ポリシーの値が変更された場合。 たとえば、最初に値を [Auto
Acknowledge] に設定し、後から [User Acknowledge] に変更した場合などです。

重要

Cisco UCS Manager が Cisco UCS ドメインとして Cisco UCS Central に登録されている場合、こ
のポリシーはローカル ポリシーとして実行されます。 デフォルトのホスト ファームウェア
パックが Cisco UCS Manager で定義されていない場合や削除された場合、このポリシーは実行
されません。

ファームウェア自動同期サーバ ポリシーの設定
このポリシーを使用すると、新たに検出された、関連付けられていないサーバのファームウェア
バージョンの更新時期と更新方法を指定して、デフォルトのホストファームウェアパックのファー
ムウェア バージョンと一致させることができます。
サーバの特定のエンドポイントのファームウェアバージョンがデフォルトのホストファームウェ
ア パックのバージョンと異なる場合、Cisco UCS Manager の FSM の状態には、その特定のエンド
ポイントの更新ステータスのみが表示されます。サーバのファームウェアバージョンは更新され
ません。

はじめる前に
• このポリシーを設定するには、事前にデフォルトのホスト ファームウェア パックを作成し
ておく必要があります。
• このタスクを完了するには、管理者としてログインしている必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# scope org org name 指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組
織モードを開始するには、org-name に / と入力しま
す。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 2

UCS-A /org # scope
fw-autosync-policy

ファームウェア自動同期ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCS-A
/org/fw-autosync-policy #
set{auto-sync|user-ack|
no-actions}

次の値のいずれかを指定してポリシーを設定します。
• [Auto Acknowledge]：サーバのファームウェア
は、Cisco UCS Manager により検出された後、自
動的に同期されます。 このオプションは、デ
フォルトで選択されます。
• [User Acknowledge]：管理者が server コマンド
モードで検出されたサーバを確認するまで、サー
バのファームウェアは同期されません。
• [No Action]：サーバでファームウェアのアップグ
レードを開始しません。

ステップ 4

UCS-A
/org/fw-autosync-policy #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミットしま
す。

次の例は、[Firmware Auto Sync Server] ポリシーを設定し、トランザクションをシステムにコミッ
トする方法を示しています。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope org sample
/org # scope fw-autosync-policy
/org/fw-autosync-policy # set user-ack
/org/fw-autosync-policy* # commit-buffer
/org/fw-autosync-policy #

次の作業
値を [User Acknowledge] に設定した場合は、ファームウェアを同期させるために、保留中のサー
バ アクティビティを確認する必要があります。

サーバのファームウェア自動同期の確認
ファームウェア自動同期サーバー ポリシーを [User Acknowledge] に設定した場合は、保留中のサー
バ アクティビティを確認する必要があります。 保留中のサーバ アクティビティを確認しないと、
サーバのファームウェア バージョンまたはサーバ内のエンドポイントが更新されず、デフォルト
のホスト ファームウェア パックで定義されているファームウェア バージョンと一致しなくなり
ます。

はじめる前に
• このタスクを完了するには、管理者としてログインしている必要があります。
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手順
ステップ 1

UCS-A# scope chassis
シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope server server ID
サーバ コマンド モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server # fw-sync {acknowledge discard}
保留中のサーバ ファームウェアの同期を確認または破棄します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server # commit-buffer
トランザクションをサーバにコミットします。

次の例は、保留中のサーバ ファームウェアの更新を確認して、トランザクションをコミットする
方法を示しています。
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

# scope chassis
/chassis # scope server 1
/chassis/server # fw-sync acknowledge
/chassis/server* # commit-buffer
/chassis/server #
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章

エンド ポイントのファームウェアの直接
アップグレード
この章は、次の内容で構成されています。
• エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレード, 69 ページ
• アダプタでのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化, 73 ページ
• サーバの BIOS ファームウェアの更新とアクティブ化, 76 ページ
• サーバの CIMC ファームウェアのアップデートおよびアクティブ化, 78 ページ
• IOM でのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化, 80 ページ
• Cisco UCS B シリーズ M2 ブレード サーバのボード コントローラ ファームウェアのアクティ
ブ化, 83 ページ
• Cisco UCS B シリーズ M3 ブレード サーバのボード コントローラ ファームウェアのアクティ
ブ化, 85 ページ
• Cisco UCS C シリーズ M3 ラック サーバのボード コントローラ ファームウェアのアクティブ
化, 86 ページ
• Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化, 88 ページ
• ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化, 88 ページ
• ファブリック インターコネクト フェールオーバーの強制, 90 ページ

エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレード
正しい手順に従って、正しい順序でアップグレードを適用すれば、エンドポイントの直接のファー
ムウェア アップグレードと新しいファームウェア バージョンのアクティブ化による、Cisco UCS
ドメインのトラフィックの中断を最小限に留めることができます。
次のエンドポイントのファームウェアを直接アップグレードできます。
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• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール
• ボード コントローラ
• Cisco UCS Manager
• ファブリック インターコネクト
アダプタおよびボード コントローラ ファームウェアも、サービス プロファイル内のホスト ファー
ムウェア パッケージによってアップグレードできます。 ホスト ファームウェア パッケージを使
用して、このファームウェアをアップグレードする場合、ファームウェアのアップグレード プロ
セス中に、サーバをリブートする必要がある回数を削減できます。

（注）

管理ファームウェア パッケージによる CIMC のアップグレード、またはサーバに関連付けら
れたサービス プロファイル内のファームウェア パッケージによるアダプタのアップグレード
は、直接のファームウェア アップグレードより優先されます。 サーバに関連付けられたサー
ビス プロファイルにファームウェア パッケージが含まれる場合、エンドポイントを直接アッ
プグレードすることはできません。 直接のアップグレードを実行するには、サービス プロファ
イルからファームウェア パッケージを削除する必要があります。

直接のファームウェア アップグレードのステージ
Cisco UCS Manager は直接アップグレードのプロセスを 2 つのステージに分け、サーバやその他の
エンドポイントのアップタイムに影響を与えずに、システムの実行中にエンドポイントにファー
ムウェアをプッシュできるようにします。
Update
このステージでは、選択したファームウェア バージョンがプライマリ ファブリック インターコ
ネクトから、エンドポイントのバックアップ パーティションにコピーされ、ファームウェア イ
メージが破損していないことが確認されます。 アップデート プロセスでは、常にバックアップ
スロットのファームウェアが上書きされます。
アップデート ステージは、次のエンドポイントにのみ適用されます。
• アダプタ
• CIMC
• I/O モジュール
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注意

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

アクティブ化
このステージでは、指定したイメージバージョン（通常はバックアップバージョン）がスタート
アップ バージョンとして設定され、[Set Startup Version Only] を指定していない場合、エンドポイ
ントがただちにリブートされます。エンドポイントがリブートされると、バックアップパーティ
ションがアクティブなパーティションになり、アクティブなパーティションがバックアップ パー
ティションになります。 新しいアクティブなパーティションのファームウェアはスタートアップ
バージョンおよび実行されているバージョンになります。
指定したファームウェア イメージがすでにエンドポイントに存在するため、次のエンドポイント
のみアクティベーションが必要です。
• Cisco UCS Manager
• ファブリック インターコネクト
• それらをサポートするサーバ上のボード コントローラ
ファームウェアをアクティブにすると、エンドポイントがリブートされ、新しいファームウェア
がアクティブなカーネル バージョンおよびシステム バージョンになります。 スタートアップ
ファームウェアからエンドポイントをブートできない場合、デフォルトがバックアップ バージョ
ンに設定され、エラーが生成されます。

注意

I/O モジュールに対して [スタートアップバージョンのみを設定する] を設定した場合、その
データ パス内のファブリック インターコネクトがリブートされると、I/O モジュールがリブー
トされます。 I/O モジュールに対して、[スタートアップバージョンのみを設定する] を設定し
ない場合、I/O モジュールがリブートし、トラフィックが中断します。 また、Cisco UCS Manager
がファブリック インターコネクトと I/O モジュールの間のプロトコルとファームウェア バー
ジョンの不一致を検出した場合、Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトの
ファームウェアに一致するファームウェア バージョンを使用して I/O モジュールを自動的に更
新し、ファームウェアをアクティブ化して、I/O モジュールを再度リブートします。

直接のファームウェア アップグレードの停止の影響
エンドポイントで、直接のファームウェア アップグレードを実行する場合、Cisco UCS ドメイン
で、1 つ以上のエンドポイントでトラフィックの中断や、停止が発生することがあります。
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ファブリック インターコネクト ファームウェア アップグレードの停止の影響
ファブリック インターコネクトのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響や
中断が発生します。
• ファブリック インターコネクトがリブートします。
• 対応する I/O モジュールがリブートします。
Cisco UCS Manager ファームウェア アップグレードの停止の影響
Cisco UCS Manager へのファームウェア アップグレードにより、次の中断が発生します。
• Cisco UCS Manager GUI：Cisco UCS Manager GUI にログインしているすべてのユーザがログ
アウトされ、それらのセッションが終了します。
実行中の保存されていない作業が失われます。
• Cisco UCS Manager CLI：telnet によってログインしているすべてのユーザがログアウトされ、
それらのセッションが終了します。
I/O モジュール ファームウェア アップグレードの停止の影響
I/O モジュールのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響と中断が発生しま
す。
• 単一のファブリック インターコネクトのスタンドアロン設定の場合、I/O モジュールのリブー
ト時にデータ トラフィックが中断されます。 2 つのファブリック インターコネクトのクラ
スタ設定の場合、データ トラフィックは他方の I/O モジュールおよびそのデータ パス内の
ファブリック インターコネクトにフェールオーバーします。
• 新しいファームウェアをスタートアップ バージョンとしてのみアクティブにした場合、対応
するファブリック インターコネクトがリブートされると、I/O モジュールがリブートします。
• 新しいファームウェアを実行されているバージョンおよびスタートアップ バージョンとして
アクティブにした場合、I/O モジュールがただちにリブートします。
• ファームウェアのアップグレード後に、I/O モジュールを使用できるようになるまで最大 10
分かかります。
CIMC ファームウェア アップグレードの停止の影響
サーバの CIMC のファームウェアをアップグレードした場合、CIMC と内部プロセスのみが影響
を受けます。 サーバ トラフィックは中断しません。 このファームウェア アップグレードにより、
CIMC に次の停止の影響と中断が発生します。
• KVM コンソールおよび vMedia によってサーバで実行されているすべてのアクティビティが
中断されます。
• すべてのモニタリングおよび IPMI ポーリングが中断されます。
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アダプタ ファームウェア アップグレードの停止の影響
アダプタのファームウェアをアクティブにし、[Set Startup Version Only] オプションを設定してい
ない場合、次の停止の影響と中断が発生します。
• サーバがリブートします。
• サーバ トラフィックが中断します。

アダプタでのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
注意

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope adapter 指定したアダプタでシャーシ サーバ アダプタ モードを開始し
chassis-id / blade-id /
ます。
adapter-id

ステッ
プ2

UCS-A
アダプタの使用可能なソフトウェア イメージを表示します。
/chassis/server/adapter #
show image

ステッ
プ3

UCS-A
アダプタの選択したファームウェア バージョンをアップデー
/chassis/server/adapter # トします。
update firmware
version-num

ステッ
プ4

UCS-A
（任意）
/chassis/server/adapter # トランザクションをコミットします。
commit-buffer
ステップ 6 でファームウェアをアクティブにする前に、ステッ
プ 5 で show firmware コマンドを使用して、ファームウェア
のアップデートが正常に完了したことを確認する場合のみこ
のステップを使用します。 このステップをスキップし、同じ
トランザクションで update-firmware および activate-firmware
コマンドをコミットできます。ただし、ファームウェアのアッ
プデートが正常に完了していない場合、ファームウェアのア
クティベーションは開始されません。
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コマンドまたはアク
ション

目的
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア イメー
ジがバックアップ メモリ パーティションにコピーされ、その
イメージが破損していないことが確認されます。イメージは、
明示的にアクティブにするまで、バックアップ バージョンと
して残されます。

ステッ
プ5

UCS-A
（任意）
/chassis/server/adapter # ファームウェアのアップデートのステータスを表示します。
show firmware
ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを確認
する場合にのみ、このステップを使用します。 アップデート
ステータスが Ready になったら、ファームウェアのアップデー
トは完了です。 CLI の表示は自動的には更新されないため、
タスクのステータスが Updating から Ready に変更されるまで
何度も show firmware コマンドを入力する必要がある場合が
あります。 アップデート ステータスが Ready になったらス
テップ 6 に進みます。

ステッ
プ6

UCS-A
/chassis/server/adapter #
activate firmware
version-num
[set-startup-only]

アダプタの選択したファームウェア バージョンをアクティブ
にします。
アクティブ化したファームウェアを pending-next-boot 状態に
し、サーバをただちにリブートしない場合は、set-startup-only
キーワードを使用します。 アクティブ化されたファームウェ
アは、サーバがリブートされるまで、アダプタで実行されて
いるバージョンのファームウェアになりません。ホストファー
ムウェア パッケージのアダプタには set-startup-only キーワー
ドは使用できません。

ステッ
プ7

UCS-A
トランザクションをコミットします。
/chassis/server/adapter #
サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合、
commit-buffer
アクティブ化されたファームウェアは pending-next-boot 状態
のままになります。 Cisco UCS Manager は、サーバがサービ
ス プロファイルに関連付けられるまで、エンドポイントをリ
ブートせず、ファームウェアをアクティブにしません。 必要
に応じて、関連付けられていないサーバを手動でリブートま
たはリセットして、ファームウェアをアクティブにできます。

ステッ
プ8

UCS-A
（任意）
/chassis/server/adapter # ファームウェアのアクティベーションのステータスを表示し
show firmware
ます。
ファームウェアのアクティベーションが正常に完了したこと
を確認する場合にのみ、このステップを使用します。 CLI の
表示は自動的には更新されないため、タスクのステータスが
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コマンドまたはアク
ション

目的
Activating から Ready に変更されるまで何度も show firmware
コマンドを入力する必要がある場合があります。

次の例では、同じトランザクションでアダプタのファームウェアをバージョン 2.2(1b) にアップ
デートし、アクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが正常に
完了したかどうかについて確認は行いません。
UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name
Type
Version
State
-------------------------------------------------- -------------------- ------------- ----ucs-m81kr-vic.2.2.1b.bin
Adapter
2.2(1b)
Active
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#

/chassis/server/adapter # update firmware 2.2(1b)
/chassis/server/adapter* # activate firmware 2.2(1b) set-startup-only
/chassis/server/adapter* # commit-buffer
/chassis/server/adapter #

次の例では、アダプタのファームウェアをバージョン 2.2(1b) にアップデートし、アップデートが
正常に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、アダプタ
の ファームウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認します。
UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name
Type
Version
State
-------------------------------------------------- -------------------- ------------- ----ucs-m81kr-vic.2.2.1b.bin
Adapter
2.2(1b)
Active
UCS-A# /chassis/server/adapter # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:
Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Updating
Activate-Status: Ready
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:
Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready
UCS-A# /chassis/server/adapter # activate firmware 2.2(1b)
Warning: When committed this command will reset the end-point
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:
Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Activating
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
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Adapter 1:
Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Pending Next Boot
UCS-A# /chassis/server/adapter # exit
UCS-A# /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A# /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server # scope adapter 1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:
Running-Vers: 2.2(1b)
Package-Vers: 2.2(1b)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready
UCS-A# /chassis/server/adapter #

サーバの BIOS ファームウェアの更新とアクティブ化
重要

注意

すべての M3 世代サーバで、Cisco UCS Manager CLI を使用し、サーバの BIOS ファームウェア
を更新してアクティブ化できます。 以前のサーバでは、Cisco UCS Manager CLI による BIOS
ファームウェアの更新はサポートされていません。

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-id / blade-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server #
scope bios

シャーシ サーバ BIOS モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/bios 使用可能な BIOS ファームウェア イメージを表示します。
# show image

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/bios サーバの選択した BIOS ファームウェアを更新します。
# update firmware
version-num

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/bios （任意）
# commit-buffer
トランザクションをコミットします。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 7 でファームウェアをアクティブにする前に、
ファームウェア更新が正常に完了したことを確認するた
めに、ステップ 6 で show firmware コマンドを使用する
場合に限り、このステップを使用します。 この手順をと
ばし、同じトランザクションで update-firmware および
activate-firmware コマンドをコミットできます。ただし、
ファームウェア更新が正常に完了しなかった場合、ファー
ムウェアのアクティベーションは開始されません。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア イ
メージがバックアップ メモリ パーティションにコピーさ
れ、そのイメージが破損していないことが確認されます。
イメージは、明示的にアクティブにするまで、バックアッ
プ バージョンとして残されます。
ステップ 6

UCS-A /chassis/server/bios （任意）
# show firmware
ファームウェアのアップデートのステータスを表示しま
す。
ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを
確認する場合にのみ、このステップを使用します。 アッ
プデート ステータスが Ready になったら、ファームウェ
アのアップデートは完了です。 CLI の表示は自動的には
更新されないので、タスクの状態が [Updating] から [Ready]
に変わるまで何度も show firmware コマンドを入力する
必要があります。 アップデート ステータスが Ready に
なったらステップ 7 に進みます。

ステップ 7

UCS-A /chassis/server/bios 選択したサーバ BIOS ファームウェア バージョンをアク
# activate firmware
ティブにします。
version-num

ステップ 8

UCS-A /chassis/server/bios トランザクションをコミットします。
# commit-buffer

ステップ 9

UCS-A /chassis/bios #
show firmware

（任意）
ファームウェアのアクティベーションのステータスを表
示します。
ファームウェアのアクティベーションが正常に完了した
ことを確認する場合にのみ、このステップを使用します。
CLI の表示は自動的には更新されないので、タスクの状態
が [Activating] から [Ready] に変わるまで何度も show
firmware コマンドを入力する必要があります。
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次の例では、同じトランザクションで BIOS ファームウェアの更新とアクティベーションを行い
ます。ファームウェアの更新とアクティベーションが正常に完了したことの確認は行いません。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope bios
UCS-A# /chassis/server/bios # show image
Name
Type
------------------------------------- -----------ucs-b230-m1-bios.B230.2.0.1.1.49.gbin Server Bios
ucs-b230-m1-bios.B230.2.0.2.0.00.gbin Server Bios
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#

Version
------B230.2.0.1.1.49
B230.2.0.2.0.00

/chassis/server/bios # update firmware B230.2.0.2.0.00
/chassis/server/bios* # activate firmware B230.2.0.2.0.00
/chassis/server/bios* # commit-buffer
/chassis/server/bios #

サーバの CIMC ファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
CIMC のファームウェアのアクティベーションによって、データ トラフィックは中断されません
が、 すべての KVM セッションで割り込みが発生するため、サーバに接続しているすべての vMedia
が切断されます。

注意

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope server
chassis-id / blade-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server #
scope cimc

シャーシ サーバ CIMC モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/cimc アダプタの使用可能なソフトウェア イメージを表示しま
# show image
す。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/cimc サーバの CIMC の選択したファームウェア バージョンを
# update firmware
アップデートします。
version-num

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/cimc （任意）
# commit-buffer
トランザクションをコミットします。
ステップ 7 でファームウェアをアクティブにする前に、
ステップ 6 で show firmware コマンドを使用して、ファー
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ムウェアのアップデートが正常に完了したことを確認す
る場合のみこのステップを使用します。 このステップを
スキップし、同じトランザクションで update-firmware お
よび activate-firmware コマンドをコミットできます。た
だし、ファームウェアのアップデートが正常に完了して
いない場合、ファームウェアのアクティベーションは開
始されません。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア イ
メージがバックアップ メモリ パーティションにコピーさ
れ、そのイメージが破損していないことが確認されます。
イメージは、明示的にアクティブにするまで、バックアッ
プ バージョンとして残されます。
ステップ 6

UCS-A /chassis/server/cimc （任意）
# show firmware
ファームウェアのアップデートのステータスを表示しま
す。
ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを
確認する場合にのみ、このステップを使用します。 アッ
プデート ステータスが Ready になったら、ファームウェ
アのアップデートは完了です。 CLI の表示は自動的には
更新されないため、タスクのステータスが Updating から
Ready に変更されるまで何度も show firmware コマンドを
入力する必要がある場合があります。 アップデート ス
テータスが Ready になったらステップ 7 に進みます。

ステップ 7

UCS-A /chassis/server/cimc サーバの CIMC の選択したファームウェア バージョンを
# activate firmware
アクティブにします。
version-num

ステップ 8

UCS-A /chassis/server/cimc トランザクションをコミットします。
# commit-buffer

ステップ 9

UCS-A /chassis/server/cimc （任意）
# show firmware
ファームウェアのアクティベーションのステータスを表
示します。
ファームウェアのアクティベーションが正常に完了した
ことを確認する場合にのみ、このステップを使用します。
CLI の表示は自動的には更新されないため、タスクのス
テータスが Activating から Ready に変更されるまで何度も
show firmware コマンドを入力する必要がある場合があり
ます。

Cisco UCS B シリーズ CLI ファームウェア管理ガイド リリース 2.2
OL-31134-01-J

79

IOM でのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化

次の例では、同じトランザクションで CIMC ファームウェアをバージョン 2.2(1b) にアップデート
し、アクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが正常に完了し
たかどうかについて確認は行いません。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name
--------------------------------------------ucs-b200-m1-k9-cimc.2.2.1b.bin
ucs-b200-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin
ucs-b22-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin
...
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#

Type
----------------CIMC
CIMC
CIMC

Version
------------2.2(1b)
2.2(1b)
2.2(1b)

/chassis/server/cimc # update firmware 2.2(1b)
/chassis/server/cimc* # activate firmware 2.2(1b) set-startup-only
/chassis/server/cimc* # commit-buffer
/chassis/server/cimc #

次の例では、CIMC ファームウェアをバージョン 2.2(1b) にアップデートし、アップデートが正常
に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、CIMC ファー
ムウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認します。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name
--------------------------------------------ucs-b200-m1-k9-cimc.2.2.1b.bin
ucs-b200-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin
ucs-b22-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin
...

Type
----------------CIMC
CIMC
CIMC

Version
------------2.2(1b)
2.2(1b)
2.2(1b)

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
--------------- --------------- --------------2.1(1)
Updating
Ready
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
--------------- --------------- --------------2.1(1)
Ready
Ready
UCS-A# /chassis/server/cimc # activate firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
--------------- --------------- --------------2.1(1)
Ready
Activating
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
--------------- --------------- --------------2.2(1b)
Ready
Ready

IOM でのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
システムがハイ アベイラビリティ クラスタ設定で稼働している場合は、両方の I/O モジュールを
アップデートし、アクティブにする必要があります。
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注意

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業
を実行しないでください。 ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ
り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。 この失敗により、バックアップ
パーティションが破損する場合があります。 バックアップ パーティションが破損しているエ
ンドポイントではファームウェアを更新できません。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope chassis 指定したシャーシでシャーシ モードを開始します。
chassis-id

ステップ 2

UCS-A /chassis # scope 選択した I/O モジュールでシャーシ I/O モジュール モードを
iom iom-id
開始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/iom #
show image

I/O モジュールの使用可能なソフトウェア イメージを表示し
ます。

ステップ 4

UCS-A /chassis/iom #
update firmware
version-num

I/O モジュールの選択したファームウェア バージョンをアッ
プデートします。

ステップ 5

UCS-A /chassis/iom #
commit-buffer

（任意）
トランザクションをコミットします。
ステップ7でファームウェアをアクティブにする前に、ステッ
プ 6 で show firmware コマンドを使用して、ファームウェア
のアップデートが正常に完了したことを確認する場合のみこ
のステップを使用します。 このステップをスキップし、同じ
トランザクションで update-firmware および activate-firmware
コマンドをコミットできます。ただし、ファームウェアのアッ
プデートが正常に完了していない場合、ファームウェアのア
クティベーションは開始されません。
Cisco UCS Manager によって、選択したファームウェア イメー
ジがバックアップ メモリ パーティションにコピーされ、その
イメージが破損していないことが確認されます。 イメージ
は、明示的にアクティブにするまで、バックアップ バージョ
ンとして残されます。

ステップ 6

UCS-A /chassis/iom #
show firmware

（任意）
ファームウェアのアップデートのステータスを表示します。
ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを確認
する場合にのみ、このステップを使用します。 アップデート
ステータスがReadyになったら、ファームウェアのアップデー
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コマンドまたはアク
ション

目的
トは完了です。 CLI の表示は自動的には更新されないため、
タスクのステータスが Updating から Ready に変更されるまで
何度も show firmware コマンドを入力する必要がある場合が
あります。 アップデート ステータスが Ready になったらス
テップ 7 に進みます。

ステップ 7

UCS-A /chassis/iom #
activate firmware
version-num
[set-startup-only]

I/O モジュールの選択したファームウェア バージョンをアク
ティブにします。

ステップ 8

UCS-A /chassis/iom #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。

ステップ 9

UCS-A /chassis/iom #
show firmware

（任意）
ファームウェアのアクティベーションのステータスを表示し
ます。

ファブリック インターコネクトがそのデータ パスでリブート
する場合にのみ I/O モジュールをリブートする場合、
set-startup-only キーワードを使用します。 set-startup-only
キーワードを使用しない場合、I/O モジュールがリブートし、
トラフィックが中断します。 さらに、Cisco UCS Manager は
I/O モジュールとの間でプロトコルとファームウェア バージョ
ンの不一致を検出すると、一致するファームウェア バージョ
ンで I/O モジュールをアップデートし、ファームウェアをア
クティブにし、再度 I/O モジュールをリブートします。

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了したこと
を確認する場合にのみ、このステップを使用します。 CLI の
表示は自動的には更新されないため、タスクのステータスが
Activating から Ready に変更されるまで何度も show firmware
コマンドを入力する必要がある場合があります。

次の例では、同じトランザクションで I/O モジュールのファームウェアをバージョン 2.2(1b) に
アップデートし、アクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが
正常に完了したかどうかについて確認は行いません。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope iom 1
UCS-A# /chassis/iom # show image
Name
-------------------------------------------------ucs-2100.2.2.1b.bin
ucs-2200.2.2.1b.bin
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#
UCS-A#

Type
-------------------Iom
Iom

Version
------------2.2(1b)
2.2(1b)

/chassis/iom # update firmware 2.2(1b)
/chassis/iom* # activate firmware 2.2(1b) set-startup-only
/chassis/iom* # commit-buffer
/chassis/iom #
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次の例では、I/O モジュールのファームウェアをバージョン 2.2(1b) にアップデートし、アップデー
トが正常に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、I/O モ
ジュールの ファームウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認
します。
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope iom 1
UCS-A# /chassis/iom # show image
Name
-------------------------------------------------ucs-2100.2.2.1b.bin
ucs-2200.2.2.1b.bin

Type
-------------------Iom
Iom

Version
------------2.2(1b)
2.2(1b)

UCS-A# /chassis/iom # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM
Fabric ID Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- --------------1 A
2.1(1)
Updating
Ready
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM
Fabric ID Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- --------------1 A
2.1(1)
Ready
Ready
UCS-A# /chassis/iom # activate firmware 2.2(1b) ignorecompcheck
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM
Fabric ID Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- --------------1 A
2.1(1)
Ready
Activating
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM
Fabric ID Running-Vers
Update-Status
Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- --------------1 A
2.2(1b)
Ready
Ready

Cisco UCS B シリーズ M2 ブレード サーバのボード コントローラ ファー
ムウェアのアクティブ化
ボード コントローラ ファームウェアは、eUSB、LED、I/O コネクタなど、サーバの多くの機能を
制御します。

（注）

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。 サーバに関連付けられて
いるサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれているかどうかに応じて、リブー
トはただちに行われることがあります。 アップグレード プロセスの最中にサーバのリブート
が必要になる回数を減らすために、ボード コントローラ ファームウェアは、サービス プロ
ファイル中のホスト ファームウェア パッケージを通じて、サーバ BIOS と共に、Cisco UCS ド
メインをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-id /
server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
boardcontroller

サーバのボード コントローラ モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/boardcontroller （任意）
# show image
ボード コントローラの利用可能なソフト
ウェア イメージを表示します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/boardcontroller （任意）
# show firmware
ボード コントローラの現在実行中のソフト
ウェア イメージを表示します。

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/boardcontroller サーバのボード コントローラの選択された
# activate firmware version-num
ファームウェア バージョンをアクティブ化
します。

ステップ 6

UCS-A /chassis/server/boardcontroller トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

Cisco UCS Manager はアクティブなすべてのセッションを切断し、すべてのユーザをログアウトさ
せ、ソフトウェアをアクティブにします。 アップグレードが完了すると、再度ログインするよう
要求されます。 切断された後すぐに再度ログインするよう求められた場合、ログインは失敗しま
す。 Cisco UCS Manager のアクティベーションが完了するまで数分待つ必要があります。
次の例では、ボード コントローラのファームウェアをアクティブ化します。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope boardcontroller
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show image
Name
Type
Version
State
-------------------------------------- ----------------- ------------------ ----ucs-b440-m1-pld.B440100C-B4402006.bin Board Controller B440100C-B4402006 Active
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show firmware
BoardController:
Running-Vers: B440100C-B4402006
Activate-Status: Ready
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # activate firmware B440100C-B4402006
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer
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Cisco UCS B シリーズ M3 ブレード サーバのボード コントローラ ファー
ムウェアのアクティブ化
ボード コントローラ ファームウェアは、eUSB、LED、I/O コネクタなど、サーバの多くの機能を
制御します。

（注）

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。 サーバに関連付けられて
いるサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれているかどうかに応じて、リブー
トはただちに行われることがあります。 アップグレード プロセスの最中にサーバのリブート
が必要になる回数を減らすために、ボード コントローラ ファームウェアは、サービス プロ
ファイル中のホスト ファームウェア パッケージを通じて、サーバ BIOS と共に、Cisco UCS ド
メインをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。
M3 ボード コントローラ ファームウェアには次のような制限があります。
• アップグレードの完了後はファームウェアのダウングレードはできない。
• Cisco UCS Manager Release 2.1(2a) 以降が使用されていること。
• ボード コントローラ ファームウェアと CIMC ファームウェアは、同じパッケージ バージョ
ンのものでなければならない。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server chassis-id /
server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開
始します。

ステップ 2

UCS-A /chassis/server # scope
boardcontroller

サーバのボード コントローラ モードを開
始します。

ステップ 3

UCS-A /chassis/server/boardcontroller （任意）
# show image
ボード コントローラの利用可能なソフト
ウェア イメージを表示します。

ステップ 4

UCS-A /chassis/server/boardcontroller （任意）
# show firmware
ボード コントローラの現在実行中のソフト
ウェア イメージを表示します。

ステップ 5

UCS-A /chassis/server/boardcontroller サーバのボード コントローラの選択された
# activate firmware version-num
ファームウェア バージョンをアクティブ化
します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6

目的

UCS-A /chassis/server/boardcontroller トランザクションをシステムの設定にコ
# commit-buffer
ミットします。

Cisco UCS Manager はアクティブなすべてのセッションを切断し、すべてのユーザをログアウトさ
せ、ソフトウェアをアクティブにします。 アップグレードが完了すると、再度ログインするよう
要求されます。 切断された後すぐに再度ログインするよう求められた場合、ログインは失敗しま
す。 Cisco UCS Manager のアクティベーションが完了するまで数分待つ必要があります。
次の例では、M3 ボード コントローラのファームウェアをアクティブ化します。
UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope boardcontroller
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show image
Name
Type
Version
-------------------------------------- ----------------- --------ucs-b200-m3-brdprog.11.0.bin
Board Controller
11.0
ucs-b22-m3-brdprog.8.0.bin
Board Controller
8.0

State
----Active
Active

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show firmware
BoardController:
Running-Vers: 11.0
Package-Vers:
Activate-Status: Ready
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # activate firmware 11.0
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer

Cisco UCS C シリーズ M3 ラック サーバのボード コントローラ ファー
ムウェアのアクティブ化
ボード コントローラ ファームウェアは、eUSB、LED、I/O コネクタなど、サーバの多くの機能を
制御します。

（注）

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。 サーバに関連付けられて
いるサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれているかどうかに応じて、リブー
トはただちに行われることがあります。 アップグレード プロセスの最中にサーバのリブート
が必要になる回数を減らすために、ボード コントローラ ファームウェアは、サービス プロ
ファイル中のホスト ファームウェア パッケージを通じて、サーバ BIOS と共に、Cisco UCS ド
メインをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。
M3 ボード コントローラ ファームウェアには次のような制限があります。
• Cisco UCS Manager Release 2.2(1a) 以降が使用されていること。
• ボード コントローラ ファームウェアと CIMC ファームウェアは、同じパッケージ バージョ
ンのものでなければならない。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope server server-id

指定サーバのシャーシ サーバ モードを開始
します。

ステップ 2

UCS-A /server # scope
boardcontroller

サーバのボード コントローラ モードを開始
します。

ステップ 3

UCS-A /server/boardcontroller #
show image

（任意）
ボードコントローラの利用可能なソフトウェ
ア イメージを表示します。

ステップ 4

UCS-A /server/boardcontroller #
show firmware

（任意）
ボード コントローラの現在実行中のソフト
ウェア イメージを表示します。

ステップ 5

UCS-A /server/boardcontroller #
activate firmware version-num

サーバのボード コントローラの選択された
ファームウェア バージョンをアクティブ化
します。

ステップ 6

UCS-A /server/boardcontroller #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定にコミッ
トします。

次の例では、M3 ボード コントローラのファームウェアをアクティブ化します。
UCS-A# scope server 7
UCS-A# /server # scope boardcontroller
UCS-A# /server/boardcontroller # show image
Name
Type
Version
State
-------------------------------------- ----------------- ------------ucs-c220-m3-brdprog.3.0.bin
Board Controller
3.0
Active
ucs-c220-m3-brdprog.3.0.bin
Board Controller
3.0
Active
UCS-A# /server/boardcontroller # show firmware
BoardController:
Running-Vers: N/A
Package-Vers:
Activate-Status: Ready
UCS-A# /server/boardcontroller # activate firmware 3.0 force
Warning: When committed this command will reset the end-point.
UCS-A# /server/boardcontroller* # commit-buffer
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Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化
手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # show
image

Cisco UCS Manager（システム）の使用可能なイメージ
を表示します。

ステップ 3

UCS-A /system # activate システムの選択されたファームウェア バージョンをア
firmware version-num
クティブにします。
（注）

ステップ 4

UCS-A /system #
commit-buffer

Cisco UCS Manager のアクティブ化にファブ
リック インターコネクトのリブートは必要あ
りません。ただし、アクティブ化の一環とし
て、管理サービスは短時間ダウンし、すべて
の VSH シェルが終了します。

トランザクションをコミットします。
Cisco UCS Manager は、選択されたバージョンを起動
バージョンに指定し、ファブリック インターコネクト
がアップグレードされたときにアクティベーションを
実行するようスケジュールします。

次の例では、Cisco UCS Manager をバージョン 2.2(1b) にアップグレードし、トランザクションを
コミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A# /system # show image
Name
Type
Version
State
-------------------------------------------------- ---------------- ----------- ----ucs-manager-k9.2.2.1b.bin
System
2.2(1b)
Active
UCS-A# /system # activate firmware 2.2(1b)
UCS-A# /system* # commit-buffer
UCS-A# /system #

ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化
ハイ アベイラビリティ クラスタ設定の 2 台のファブリック インターコネクトのファームウェア
を更新する場合、プライマリファブリックインターコネクトをアクティブ化する前に、従属ファ
ブリック インターコネクトをアクティブにする必要があります。 各ファブリック インターコネ
クトの役割の決定の詳細については、クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認, （38
ページ）を参照してください。
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単一のファブリック インターコネクトのスタンドアロン設定の場合、エンドポイントの直接の
ファームウェア アップグレードを実行すると、データ トラフィックの中断を最小にできます。
ただし、アップグレードを完了するために、ファブリック インターコネクトをリブートする必要
があるため、トラフィックの中断は避けられません。

ヒント

パスワードを Cisco UCS ドメインのファブリック インターコネクトの設定時に作成した admin
アカウントに復旧する場合、実行中のカーネルのバージョンと実行中のシステムのバージョン
を把握しておく必要があります。 他のアカウントを作成しない場合、これらのファームウェ
アのバージョンのパスをテキスト ファイルに保存し、必要なときに参照できるようにしてお
くことを推奨します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a | b}

指定したファブリック インターコネクトのファブ
リック インターコネクト モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /fabric-interconnect #
show image

ファブリック インターコネクトの利用可能なソフ
トウェア イメージを表示します。

ステップ 3

UCS-A /fabric-interconnect #
ファブリックインターコネクトの選択されたファー
activate firmware
ムウェア バージョンをアクティブにします。
{kernel-version kernel-ver-num |
system-version system-ver-num}

ステップ 4

UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。
Cisco UCS Manager はファームウェアの更新とアク
ティベーションを実行してから、ファブリック イ
ンターコネクトと、そのファブリック インターコ
ネクトへのデータ パスにある、ファブリック イン
ターコネクトへのデータ トラフィックを中断する
すべての I/O モジュールをリブートします。

次の例では、ファブリック インターコネクトをバージョン 5.2(3)N2(2.21.92) にアップグレードし、
トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show image
Name
--------------------------------------------ucs-6100-k9-kickstart.5.2.3.N2.2.21b.bin
ucs-6100-k9-system.5.2.3.N2.2.21b.bin

Type
-------------------Fabric Interconnect
Fabric Interconnect

Version
----------------5.2(3)N2(2.21.92)
5.2(3)N2(2.21.92)

UCS-A /fabric-interconnect # activate firmware kernel-version 5.2(3)N2(2.21.92) system-version
5.2(3)N2(2.21.92)
UCS-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
UCS-A /fabric-interconnect #
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ファブリック インターコネクト フェールオーバーの強制
この操作は、Cisco UCS Manager CLI でのみ実行できます。
プライマリ ファブリック インターコネクトからフェールオーバーを強制する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

UCS-A# show cluster state

ステップ 2

UCS-A# connect local-mgmt クラスタのローカル管理モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A (local-mgmt) # cluster 次のいずれかのコマンドを使用して、従属ファブリッ
{force primary | lead {a | b}} ク インターコネクトをプライマリに変更します。

クラスタ内のファブリック インターコネクトの状態
と、クラスタが HA レディであるかどうかを表示し
ます。

force
ローカル ファブリック インターコネクトがプ
ライマリになるように強制します。
lead
指定した従属ファブリック インターコネクト
をプライマリにします。

次に、ファブリック インターコネクト b を従属からプライマリに変更する例を示します。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0xfc436fa8b88511e0-0xa370000573cb6c04
A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE
HA READY
UCS-A# connect local-mgmt
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
UCS-A(local-mgmt)# cluster lead b
UCS-A(local-mgmt)#
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章

サービス プロファイルのファームウェア
パッケージによるファームウェアのアップ
グレード
この章は、次の内容で構成されています。
• サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェア アップグレード
, 91 ページ
• ホスト ファームウェア パッケージの作成または更新, 98 ページ
• 管理ファームウェア パッケージの更新, 101 ページ

サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファーム
ウェア アップグレード
サービス プロファイル内のファームウェア パッケージを使用して、サーバの BIOS など、サーバ
およびアダプタのファームウェアをアップグレードできます。ホストファームウェアポリシーを
定義して、これをサーバに関連付けられているサービス プロファイルにインクルードします。
サービス プロファイルによって、I/O モジュール、ファブリック インターコネクト、または Cisco
UCS Manager のファームウェアをアップグレードすることはできません。 それらのエンドポイン
トのファームウェアは直接アップグレードする必要があります。

（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。
必要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。
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ホスト ファームウェア パッケージ
このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ（ホスト ファームウェア パック）を構成
するファームウェア バージョンのセットを指定することができます。 ホスト ファームウェア パッ
ケージには、次のサーバおよびアダプタのエンドポイントが含まれています。
• アダプタ
• CIMC
• BIOS
• Board Controller
• FC Adapters
• HBA Option ROM
• Storage Controller
• ローカル ディスク

ヒント

同じホスト ファームウェア パッケージに複数のファームウェアを含めることができます。 た
とえば、1 つのホスト ファームウェア パッケージで BIOS ファームウェアとストレージ コン
トローラ ファームウェアの両方を使用したり、異なる 2 つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。 ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対
しては 1 つのファームウェア バージョンしか使用できません。 システムはエンドポイントで
必要なファームウェア バージョンを認識し、それ以外のファームウェア バージョンは無視し
ます。
ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた
すべてのサーバにプッシュされます。
このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービス プロファイルが関連付けられている
すべてのサーバでホスト ファームウェアが同一となります。 したがって、サービス プロファイ
ルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェア バージョンはそのまま変わ
りません。 さらに、ファームウェア パッケージのエンドポイントのファームウェア バージョン
を変更した場合、その影響を受けるサービス プロファイルすべてに新しいバージョンが適用され
ます。この結果、サーバがリブートされることがあります。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス
プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。 Cisco UCS
Manager によりサーバとサービス プロファイルの関連付けが実行される際にファームウェア イ
メージが使用できない場合、Cisco UCS Manager はファームウェア アップグレードを無視し、関
連付けを終了します。
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管理ファームウェア パッケージ
（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。
必要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。
このポリシーでは、管理ファームウェア パッケージ（管理ファームウェア パック）を構成する
ファームウェア バージョンのセットを指定することができます。 管理ファームウェア パッケー
ジには、サーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）が含まれています。 CIMC を直
接アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。
ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた
すべてのサーバにプッシュされます。 このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービ
ス プロファイルに関連付けられているすべてのサーバで CIMC ファームウェアが同一となりま
す。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファー
ムウェア バージョンはそのまま変わりません。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス
プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。

サービス プロファイルのファームウェア パッケージを使用したファームウェアの
アップグレードのステージ
サービス プロファイルのホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを使用して、サーバおよび
アダプタ ファームウェアをアップグレードすることができます。

注意

メンテナンス時間帯を設定およびスケジュールしている場合を除き、エンドポイントを追加す
るか既存のエンドポイントのファームウェア バージョンを変更してホスト ファームウェア
パッケージを変更した場合は、変更を保存するとすぐに Cisco UCS Managerによって、エンド
ポイントがアップグレードされます。そのファームウェア パッケージに関連付けられている
すべてのサーバがリブートされるため、サーバ間のデータ トラフィックが中断します。

新しいサービス プロファイル
新しいサービス プロファイルの場合、このアップグレードは次の段階で行われます。
ファームウェア パッケージ ポリシーの作成
このステージでは、ホストのファームウェア パッケージを作成します。
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サービス プロファイルのアソシエーション
この段階で、サービス プロファイルにファームウェア パッケージを含め、サービス プロ
ファイルとサーバとの関連付けを形成します。 システムによって、選択したファームウェ
ア バージョンがエンドポイントにプッシュされます。 サーバをリブートし、ファームウェ
ア パッケージで指定したバージョンがエンドポイントで確実に実行されるようにします。

既存のサービス プロファイル
サーバと関連付けられているサービス プロファイルの場合は、メンテナンス時間帯を設定および
スケジューリングしている場合を除いて、ファームウェア パッケージに変更を保存するとすぐに
Cisco UCS Managerによってファームウェアがアップグレードされ、サーバがリブートされます。
メンテナンス時間帯を設定およびスケジュールしている場合は、Cisco UCS Managerによってその
時間までアップグレードとサーバのリブートが延期されます。

サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップデートの影響
サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用してファームウェアをアップデートす
るには、パッケージ内のファームウェアをアップデートする必要があります。 ファームウェア
パッケージへ変更を保存した後の動作は、Cisco UCS ドメインの設定によって異なります。
次のテーブルに、サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用するサーバのアップ
グレードに対する最も一般的なオプションを示します。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

ファームウェア パッケージ メンテナンス ポリ
がサービス プロファイルま シーなし
たはアップデート中のサー
ビス プロファイル テンプ
レートに含まれていない。

アップグレード処理
ファームウェア パッケージのアップデート後
に、次のいずれかを実行します。
• 一部のサーバまたはすべてのサーバを同
時にリブートおよびアップグレードする
には、サーバに関連付けられている 1 つ
以上のサービスプロファイルまたはアッ
プデート中のサービス プロファイル テ
ンプレートにファームウェア パッケー
ジを追加します。

または
既存のサービス プロファイ
ルまたはアップデート中の
サービス プロファイル テン
プレートを変更せずに
ファームウェアをアップグ
レードする。

• 一度に 1 台のサーバをリブートおよび
アップグレードするには、各サーバに対
して次の手順を実行します。
1 新しいサービス プロファイルを作成
し、そのサービス プロファイルに
ファームウェア パッケージを含めま
す。
2 サービス プロファイルからサーバの
関連付けを解除します。
3 サーバを新規サービス プロファイル
と関連付けます。
4 サーバがリブートされ、ファームウェ
アがアップグレードされた後に、新
規サービス プロファイルからサーバ
の関連付けを解除し、このサーバを
元のサービス プロファイルに関連付
けます。
注意

元のサービス プロファイルにスクラ
ブ ポリシーが含まれている場合は、
サービス プロファイルの関連付けを
解除すると、ディスクまたは BIOS が
新規サービス プロファイルに関連し
てスクラビング処理されるときにデー
タが失われることがあります。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

アップグレード処理

ファームウェア パッケージ
が 1 つ以上のサービス プロ
ファイルに含まれており、
このサービス プロファイル
が 1 つ以上のサーバに関連
付けられている。

メンテナンス ポリ
シーなし

ファームウェア パッケージをアップデートす
ると、次のようになります。

または

または

1 ファームウェア パッケージの変更は、保
存と同時に有効になります。
即時アップデート用
に設定されたメンテ 2 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
ナンス ポリシー。
クルードしているサービス プロファイル

ファームウェア パッケージ
がアップデート中のサービ
ス プロファイル テンプレー
トに含まれており、このテ
ンプレートから作成された
サービス プロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け
られている。

に関連付けられているすべてのサーバに照
らして、モデル番号とベンダーが検証され
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー
のファームウェア バージョンと一致する
場合は、Cisco UCS によりサーバがリブー
トされ、ファームウェアがアップデートさ
れます。
ファームウェア パッケージを含むサービス
プロファイルに関連付けられているすべての
サーバが同時にリブートされます。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

アップグレード処理

ファームウェア パッケージ ユーザ確認応答に関 ファームウェア パッケージをアップデートす
が 1 つ以上のサービス プロ して設定済み
ると、次のようになります。
ファイルに含まれており、
1 Cisco UCS によって、変更を確認するよう
このサービス プロファイル
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ
が 1 つ以上のサーバに関連
のリブートが必要であることが通知されま
付けられている。
す。
または
2 点滅している [Pending Activities] ボタンを
ファームウェア パッケージ
クリックし、リブートして新規ファーム
がアップデート中のサービ
ウェアを適用するサーバを選択します。
ス プロファイル テンプレー
3 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
トに含まれており、このテ
クルードしているサービス プロファイル
ンプレートから作成された
に関連付けられているすべてのサーバに照
サービス プロファイルが 1
らして、モデル番号とベンダーが検証され
つ以上のサーバに関連付け
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー
られている。
のファームウェア バージョンと一致する
場合は、Cisco UCS によりサーバがリブー
トされ、ファームウェアがアップデートさ
れます。
サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェア パッケージが適用さ
れず、保留中のアクティビティはキャンセル
されません。 [Pending Activities] ボタンを使
用して、保留中のアクティビティを確認応答
するか、またはキャンセルする必要がありま
す。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

ファームウェア パッケージ
が 1 つ以上のサービス プロ
ファイルに含まれており、
このサービス プロファイル
が 1 つ以上のサーバに関連
付けられている。

特定のメンテナンス ファームウェア パッケージをアップデートす
ウィンドウ時に有効 ると、次のようになります。
になる変更に関して
1 Cisco UCS によって、変更を確認するよう
設定済み。
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ
のリブートが必要であることが通知されま
す。

または
ファームウェア パッケージ
がアップデート中のサービ
ス プロファイル テンプレー
トに含まれており、このテ
ンプレートから作成された
サービス プロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け
られている。

アップグレード処理

2 点滅している [Pending Activities] ボタンを
クリックし、リブートして新規ファーム
ウェアを適用するサーバを選択します。
3 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
クルードしているサービス プロファイル
に関連付けられているすべてのサーバに照
らして、モデル番号とベンダーが検証され
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー
のファームウェア バージョンと一致する
場合は、Cisco UCS によりサーバがリブー
トされ、ファームウェアがアップデートさ
れます。
サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェア パッケージは適用さ
れず、スケジュールされているメンテナンス
アクティビティはキャンセルされません。

ホスト ファームウェア パッケージの作成または更新
ポリシーが、サーバに関連付けられている 1 つ以上のサービス プロファイルに含まれており、そ
れらのサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれていない場合、メンテナンス ウィ
ンドウを設定およびスケジュールしていないと、ホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを
保存するとすぐに、Cisco UCS Manager によってサーバとアダプタのファームウェアが新しいバー
ジョンで更新およびアクティブ化され、サーバがリブートされます。
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ヒント

同じホスト ファームウェア パッケージに複数のファームウェアを含めることができます。 た
とえば、1 つのホスト ファームウェア パッケージで BIOS ファームウェアとストレージ コン
トローラ ファームウェアの両方を使用したり、異なる 2 つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。 ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対
しては 1 つのファームウェア バージョンしか使用できません。 システムはエンドポイントで
必要なファームウェア バージョンを認識し、それ以外のファームウェア バージョンは無視し
ます。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

UCS-A# scope org
org-name

指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組織モー
ドに入るには、「/」を org-name として入力します。

ステッ
プ2

UCS-A org/ # create
fw-host-pack pack-name

ホスト ファームウェア パッケージを選択したパッケージ
名で作成し、組織ファームウェア ホスト パッケージ モー
ドを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/fw-host-pack # （任意）
set descr description
ホスト ファームウェア パッケージの説明を記入します。
（注）

ステッ
プ4

UCS-A org/fw-host-pack #
create pack-image
hw-vendor-name
hw-model{adapter |
host-hba |
host-hba-combined |
host-hba-optionrom |
host-nic | server-bios |
storage-controller |
unspecified} version-num

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含ま
れている場合、説明を引用符で括る必要がありま
す。 引用符は、show コマンド出力の説明フィー
ルドには表示されません。

ホスト ファームウェア パッケージのパッケージ イメージ
を作成し、組織ファームウェア ホスト パッケージ イメー
ジ モードを開始します。 hw-vendor-name および hw-model
値は、show image detail コマンド入力時にパッケージ イ
メージの判別を容易にするラベルです。 version-num 値は、
パッケージのイメージに使用されているファームウェアの
バージョン番号を指定します。
モデルとモデル番号（PID）は、このファームウェア パッ
ケージに関連付けられているサーバに一致する必要があり
ます。 誤ったモデルまたはモデル番号を選択すると、Cisco
UCS Manager はファームウェア更新ファイルをインストー
ルできません。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ5

UCS-A
（任意）
org/fw-host-pack/pack-image パッケージ イメージのバージョン番号を指定します。 こ
# set version version-num の番号を変更すると、サービス プロファイル経由でファー
ムウェアを使用して、すべてのコンポーネントのファーム
ウェア更新が実行されます。 このステップは、ホスト
ファームウェア パッケージ更新時にのみ使用し、作成時に
は使用しません。
（注）

ステッ
プ6

ホストファームウェアパッケージには複数のパッ
ケージ イメージを含めることができます。 その
他のコンポーネントについて、追加パッケージ
イメージを作成するには、ステップ 4 と ステッ
プ 5 を繰り返します。

UCS-A
トランザクションをコミットします。
org/fw-host-pack/pack-image
Cisco UCS Manager はモデル番号とベンダーを、このポリ
# commit-buffer
シーが含まれているサービス プロファイルに関連付けられ
ているすべてのサーバと照合します。 モデル番号とベン
ダーがポリシー内のファームウェア バージョンに一致する
場合、Cisco UCS Manager により、サービス プロファイル
に含まれているメンテナンス ポリシー内の設定に従って
ファームウェアが更新されます。

次の例では、app1 ホスト ファームウェア パッケージを作成し、バージョン 2009.02.09 のファーム
ウェアでストレージコントローラのパッケージイメージを作成し、トランザクションをコミット
しています。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create fw-host-pack app1
UCS-A /org/fw-host-pack* # set descr "This is a host firmware package example."
UCS-A /org/fw-host-pack* # create pack-image Cisco UCS storage-controller 2009.02.09
UCS-A /org/fw-host-pack/pack-image* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-host-pack/pack-image #

次の作業
ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。
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管理ファームウェア パッケージの更新
（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。
必要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。
ポリシーが、サーバに関連付けられている 1 つ以上のサービス プロファイルに含まれており、そ
れらのサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれていない場合、メンテナンス ウィ
ンドウを設定およびスケジュールしていないと、管理ファームウェアパッケージポリシーを保存
するとすぐに、Cisco UCS Manager によってサーバの管理ファームウェアが新しいバージョンで更
新およびアクティブ化され、サーバがリブートされます。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name 指定した組織の組織モードを開始します。 ルート組織
モードに入るには、「/」を org-name として入力します。

ステッ
プ2

UCS-A org/ # scope
fw-mgmt-pack pack-name

ステッ
プ3

UCS-A /org/fw-mgmt-pack # （任意）
set descr description
管理ファームウェア パッケージの説明を記入します。

指定したパッケージ名で管理ファームウェア パッケージ
を作成し、組織ファームウェア管理パッケージ モードを
開始します。

（注）

ステッ
プ4

UCS-A org/fw-mgmt-pack #
create pack-image
hw-vendor-name hw-model
bmc version-num

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含
まれている場合、説明を引用符で括る必要があ
ります。 引用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

管理ファームウェア パッケージのパッケージ イメージを
作成し、組織ファームウェア管理パッケージ イメージ
モードを開始します。 hw-vendor-name および hw-model
値は、show image detail コマンド入力時にパッケージ イ
メージの判別を容易にするラベルです。 version-num 値
は、パッケージのイメージに使用されているファームウェ
アのバージョン番号を指定します。
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コマンドまたはアクション 目的
モデルとモデル番号（PID）は、このファームウェアパッ
ケージに関連付けられているサーバに一致する必要があ
ります。 誤ったモデルまたはモデル番号を選択すると、
Cisco UCS Manager はファームウェア更新ファイルをイン
ストールできません。
ステッ
プ5

UCS-A
（任意）
org/fw-mgmt-pack/pack-image パッケージ イメージのバージョン番号を指定します。 こ
# set version version-num
の番号を変更すると、サービスプロファイル経由でファー
ムウェアを使用して、すべてのコンポーネントのファー
ムウェア更新が実行されます。 このステップは、ファー
ムウェア パッケージ更新時にのみ使用し、作成時には使
用しません。

ステッ
プ6

UCS-A
トランザクションをコミットします。
org/fw-mgmt-pack/pack-image
Cisco UCS Manager はモデル番号とベンダーを、このポリ
# commit-buffer
シーが含まれているサービス プロファイルに関連付けら
れているすべてのサーバと照合します。 モデル番号とベ
ンダーがポリシー内のファームウェア バージョンに一致
する場合、Cisco UCS Manager により、サービス プロファ
イルに含まれているメンテナンス ポリシー内の設定に
従ってファームウェアが更新されます。

次に、cimc1 ホスト ファームウェア パッケージを更新して、バージョン 1.0(0.988) のファームウェ
アを持つ CIMC パッケージ イメージを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope fw-mgmt-pack cimc1
UCS-A /org/fw-mgmt-pack* # set descr "This is a management firmware package example."
UCS-A /org/fw-mgmt-pack* # create pack-image Cisco UCS cimc 1.0(0.988)
UCS-A /org/fw-mgmt-pack/pack-image* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-mgmt-pack/pack-image #

次の作業
ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。
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Cisco UCS Manager の機能カタログの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• 機能カタログ, 103 ページ
• 機能カタログ更新のアクティブ化, 105 ページ
• 機能カタログが最新であることの確認, 105 ページ
• 機能カタログ更新のリスタート, 106 ページ
• 機能カタログ プロバイダーの表示, 108 ページ
• 個別の機能カタログ更新のダウンロード, 109 ページ

機能カタログ
機能カタログは、調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセットです。 Cisco UCS はカ
タログを使用してサーバの新しく資格を持った DIMM やディスク ドライブなどのコンポーネント
の表示と設定可能性を更新します。
カタログは、シャーシ、CPU、ローカル ディスク、I/O モジュールなどのハードウェア コンポー
ネントによって分割されます。 カタログを使用すると、該当するコンポーネントで利用可能なプ
ロバイダーのリストを表示できます。 1 つのハードウェア コンポーネントに対して 1 つのプロバ
イダーが存在します。 各プロバイダーは、ベンダー、モデル（PID）、およびリビジョンによっ
て識別されます。各プロバイダーに対して、装置の製造元とフォームファクタの詳細を表示する
こともできます。
特定のカタログのリリースに依存するハードウェア コンポーネントの詳細については、『Service
Notes for the B- Series server』のコンポーネントのサポートの表を参照してください。 特定のリリー
スで導入されたコンポーネントの情報については、『Cisco UCS Release Notes』を参照してくださ
い。
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機能カタログの内容
機能カタログの内容は次のとおりです。
実装固有の調整可能なパラメータ
• 電力および熱に関する制約
• スロット範囲および番号
• アダプタ機能
ハードウェア固有のルール
• BIOS、CIMC、RAID コントローラ、アダプタなどのコンポーネントのファームウェア
互換性
• 診断
• ハードウェア固有のリブート
ユーザ表示文字列
• CPN や PID/VID などの部品番号
• コンポーネントの説明
• 物理レイアウト/寸法
• OEM 情報

機能カタログの更新
機能カタログのアップデートは、各Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルに含
まれています。 Cisco TAC から特に指示された場合を除いて、Cisco UCS インフラストラクチャ
ソフトウェア バンドルをダウンロードし、アップデートし、アクティブ化した後に、機能カタロ
グのアップデートをアクティブ化する必要があるだけです。
機能カタログのアップデートをダウンロードすると、Cisco UCS によってすぐに新しいベースラ
イン カタログに更新されます。 それ以外の作業は行う必要がありません。 機能カタログの更新
では、Cisco UCS ドメイン内のコンポーネントをリブートや再インストールを行う必要はありま
せん。
各Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルには、ベースライン カタログが含まれ
ます。 まれに、シスコが Cisco UCS リリースの間で機能カタログの更新をリリースし、ファーム
ウェア イメージをダウンロードするのと同じサイトで更新を入手できるようにする場合がありま
す。

Cisco UCS B シリーズ CLI ファームウェア管理ガイド リリース 2.2
104

OL-31134-01-J

機能カタログ更新のアクティブ化

（注）

機能カタログのバージョンは、使用している Cisco UCS のバージョンによって決まります。
たとえば、Cisco UCS 2.0 リリースは、機能カタログのあらゆる 2.0 リリースと一緒に使用でき
ますが、機能カタログの 1.0 リリースと一緒に使用することはできません。 特定の Cisco UCS
リリースでサポートされている機能カタログのリリースについては、http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』
にある『Release Notes for Cisco UCS Administration Software』を参照してください。

機能カタログ更新のアクティブ化
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope capability

システム機能モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /system/capability # activate
firmware firmware-version

指定の機能カタログのバージョンをア
クティブにします。

ステップ 4

UCS-A /system/capability #
commit-buffer

トランザクションをシステムの設定に
コミットします。

次の例では、機能カタログの更新をアクティブにし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # activate firmware 1.0(3)
UCS-A /system/capability* # commit-buffer
UCS-A /system/capability #

機能カタログが最新であることの確認
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope capability

システム機能モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCS-A /system/capability # show version

現在の機能カタログのバージョンを
表示します。

ステップ 4

Cisco.com で、入手可能な機能カタログ 機能カタログのアップデートの場所
の最新リリースを確認します。
については、シスコからの機能カタ
ログのアップデートの入手方法, （
109 ページ）を参照してください。

ステップ 5

より新しいバージョンの機能カタログを
Cisco.com で入手できる場合は、そのバー
ジョンを使用して機能カタログをアップ
デートします。

次に、現在の機能カタログのバージョンを表示する例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # show version
Catalog:
Running-Vers: 1.0(8.35)
Activate-Status: Ready
UCS-A /system/capability #

機能カタログ更新のリスタート
必要に応じてアップデートパラメータを変更し、失敗した機能カタログファイルのアップデート
を再開できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム コマンド モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope capability 機能コマンド モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /system/capability # show
cat-updater [ filename ]

ステップ 4

UCS-A /system/capability # scope 機能カタログ ファイルのアップデート操作の
cat-updater filename
コマンド モードを開始します。

ステップ 5

UCS-A
（任意）リモート サーバのユーザ名を指定し
/system/capability/cat-updater # set ます。
userid username

（任意）機能カタログ ファイルのアップデー
ト操作の更新履歴を表示します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 6

UCS-A
（任意）リモートサーバのユーザ名のパスワー
/system/capability/cat-updater # set ドを指定します。
password password
パスワードが設定されていない場合、アップ
デートを開始するときに、パスワードの入力を
求められます。

ステップ 7

UCS-A
（任意）リモート サーバのファイル転送プロ
/system/capability/cat-updater # set トコルを指定します。
protocol {ftp | scp | sftp | tftp}
（注）
[TFTP] ではファイル サイズが最大
32 MB に制限されます。 カタログ
イメージはこれよりも大きくなる可
能性があるため、カタログ イメージ
のダウンロードに TFTP を使用しな
いことを推奨します。

ステップ 8

UCS-A
（任意）リモート サーバのホスト名または IP
/system/capability/cat-updater # set アドレスを指定します。
server {hostname | ip-address}

ステップ 9

UCS-A
（任意）リモート サーバにある機能カタログ
/system/capability/cat-updater # set ファイルのパスおよびファイル名を指定しま
path pathname/filename
す。

ステップ 10

UCS-A
/system/capability/cat-updater #
restart

機能カタログ ファイルのアップデート操作を
再開します。

次に、サーバの IP アドレスを変更し、機能カタログ ファイルのアップデート操作を再開する例を
示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # show cat-updater
Catalog Updater:
File Name Protocol Server
Userid
Status
--------- -------- --------------- --------------- -----ucs-catalog.1.0.0.4.bin
Scp
192.0.2.111
user1
Failed
UCS-A
UCS-A
UCS-A
UCS-A

/system/capability # scope cat-updater ucs-catalog.1.0.0.4.bin
/system/capability/cat-updater # set server 192.0.2.112
/system/capability/cat-updater # restart
/system/capability/cat-updater #
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機能カタログ プロバイダーの表示
手順

（注）

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム コマンド モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope capability 機能コマンド モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /system/capability # show
{chassis | cpu | disk | fan | fru |
iom | memory | psu | server}
[vendor model revision] [detail |
expand]

指定したコンポーネント カテゴリ内のすべてのコ
ンポーネントのベンダー、モデル、およびリビジョ
ン情報を表示します。
特定のコンポーネントの製造およびフォーム ファ
クタの詳細を表示するには、expand キーワードと
ともに vendor 、 model 、および revision を指定し
ます。 これらのフィールドのいずれかにスペース
が含まれている場合は、引用符でフィールドを囲
む必要があります。

ハード ディスク ドライブやソリッド ステート ドライブなど、1 つ以上の SATA デバイスが
サーバに含まれる場合、show disk コマンドにより [Vendor] フィールドに ATA が表示されま
す。 ベンダーの追加情報を表示するには、 expand キーワードを使用します。
次に、設置済みファンをリストし、機能カタログから特定のファンに関する詳細情報を表示する
例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # show fan
Fan Module:
Vendor
-----------------------Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc.

Model
-----------------------N10-FAN1
N10-FAN2
N20-FAN5

Revision
-------0
0
0

UCS-A /system/capability # show fan "Cisco Systems, Inc." N10-FAN1 0 expand
Fan Module:
Vendor: Cisco Systems, Inc.
Model: N10-FAN1
Revision: 0
Equipment Manufacturing:
Name: Fan Module for UCS 6140 Fabric Interconnect
PID: N10-FAN1
VID: NA
Caption: Fan Module for UCS 6140 Fabric Interconnect
Part Number: N10-FAN1
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SKU: N10-FAN1
CLEI:
Equipment Type:
Form Factor:
Depth (C): 6.700000
Height (C): 1.600000
Width (C): 4.900000
Weight (C): 1.500000
UCS-A /system/capability #

個別の機能カタログ更新のダウンロード
シスコからの機能カタログのアップデートの入手方法
手順
ステップ 1

Web ブラウザで、 Cisco.com を参照します。

ステップ 2

[Support] で [All Downloads] をクリックします。

ステップ 3

中央のペインで、[Unified Computing and Servers] をクリックします。

ステップ 4

入力を求められたら、Cisco.com のユーザ名およびパスワードを入力して、ログインします。

ステップ 5

右側のペインで、[Cisco UCS Infrastructure and UCS Manager Software] > [Unified Computing System
(UCS) Manager Capability Catalog] をクリックします。

ステップ 6

機能カタログの最新リリースのリンクをクリックします。

ステップ 7

次のいずれかのボタンをクリックして、表示される指示に従います。
• [Download Now]：カタログのアップデートをただちにダウンロードできます。
• [Add to Cart]：後でダウンロードできるよう、カタログのアップデートをカートに入れます。

ステップ 8

プロンプトに従い、カタログのアップデートのダウンロードを完了します。

次の作業
機能カタログをアップデートします。

リモート ロケーションからの機能カタログの更新
機能カタログの一部分のみの更新はできません。機能カタログを更新すると、カタログイメージ
内のコンポーネントがすべて更新されます。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム コマンド モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope
capability

機能コマンド モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /system/capability #
update catalog URL

指定した機能カタログ ファイルをインポートし、
適用します。 次のいずれかの構文を使用して、操
作の URL を指定します。
• ftp:// username@hostname / path
• scp:// username@hostname / path
• sftp:// username@hostname / path
• tftp:// hostname : port-num / path
ユーザ名を指定すると、パスワードの入力を求め
られます。

ステップ 4

UCS-A /system/capability #
show version

（任意）カタログ アップデート バージョンを表示
します。

ステップ 5

UCS-A /system/capability #
show cat-updater [ filename ]

（任意）指定した機能カタログ ファイルまたはす
べての機能カタログ ファイルの更新操作の更新履
歴を表示します。

Cisco UCS Manager はイメージをダウンロードし、機能カタログを更新します。 ハードウェア コ
ンポーネントをリブートする必要はありません。
次に、SCP を使用して機能カタログ ファイルをインポートする例を示します。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # update catalog
scp://user1@192.0.2.111/catalogs/ucs-catalog.1.0.0.4.bin
Password:
UCS-A /system/capability # show version
Catalog:
Update Version: 1.0(0.4)
UCS-A /system/capability # show cat-updater
Catalog Updater:
File Name Protocol Server
Userid
Status
--------- -------- --------------- --------------- -----ucs-catalog.1.0.0.4.bin
Scp
192.0.2.111
user1
Success
UCS-A /system/capability #
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管理拡張機能の更新
この章は、次の内容で構成されています。
• Management Extension, 111 ページ
• 管理拡張機能のアクティブ化, 111 ページ

Management Extension
管理拡張の更新は各 Cisco UCS Manager の更新に含まれています。 シスコのテクニカル サポート
から指示された場合を除いて、Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルをダウン
ロードし、更新し、アクティブ化した後に、管理拡張の更新をアクティブ化する必要があるだけ
です。
管理拡張を使用すると、以前はサポートされていなかったサーバや他のハードウェアのサポート
を Cisco UCS Manager に追加することができます。 たとえば、以前はサポートされていなかった
サーバを既存の Cisco UCS ドメインに追加する場合は、管理拡張をアクティブにする必要があり
ます。
管理拡張のイメージには、Cisco UCS Manager で新しいハードウェアを管理するために必要な、イ
メージ、情報、ファームウェアが含まれています。
Cisco UCS Manager をアクティブにすると、管理拡張にアクセスする必要が生じる場合がありま
す。 このため、管理拡張機能は有効化と更新の処理中はロックされます。

管理拡張機能のアクティブ化
Management Extension は、すでにダウンロードしたサーバ バンドルに含まれています。 Management
Extension を個別にダウンロードする必要はありません。
管理拡張バージョンを確認するには、show version コマンドを発行します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A# scope system

システム モードを開始します。

ステップ 2

UCS-A /system # scope
management-extension

システムの管理拡張モードを開始します。

ステップ 3

UCS-A /system/management-extension 指定した管理拡張機能をアクティブにしま
# activate firmware firmware-version す。
[force-activation]
互換性のない可能性や、現在実行中のタス
クに関係なく、ファームウェアをアクティ
ブにするには、force-activation キーワード
を使用します。

ステップ 4

UCS-A /system/management-extension トランザクションをシステムの設定にコミッ
# commit-buffer
トします。

次の例では、管理拡張機能をアクティブにし、トランザクションをコミットします。
UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope management-extension
UCS-A /system/management-extension # activate firmware 1.0(4)
CS-A /system/management-extension* # commit-buffer
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データ パスの準備が整っていることの確認
この章は、次の内容で構成されています。
• ダイナミック vNIC が稼働中であることの確認, 113 ページ
• イーサネット データ パスの確認, 114 ページ
• ファイバ チャネル エンドホスト モードのデータ パスの確認, 114 ページ
• ファイバ チャネル スイッチ モードのデータ パスの確認, 115 ページ

ダイナミック vNIC が稼働中であることの確認
ダイナミック vNIC、および VMware vCenter との統合を含む Cisco UCS をアップグレードする場
合、データ パスの中断を回避するために、以前のプライマリ ファブリック インターコネクトで
新しいソフトウェアをアクティブにする前に、すべてのダイナミック vNIC が新しいファブリッ
ク インターコネクトで稼働中であることを確認する必要があります。
この手順は Cisco UCS Manager GUI で実行します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [VM] タブをクリックします。

ステップ 2

[VM] タブで、[All] > [VMware] > [Virtual Machines] を展開します。

ステップ 3

ダイナミック vNIC を確認する仮想マシンを展開し、ダイナミック vNIC を選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで、[VIF] タブをクリックします。

ステップ 5

[VIF] タブで、各 VIF の [Status] カラムが [Online] であることを確認します。

ステップ 6

すべての仮想マシンですべてのダイナミック vNIC の VIF のステータスが [Online] であることを
確認するまで、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。
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イーサネット データ パスの確認
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A /fabric-interconnect #
connect nxos {a | b}

ファブリック インターコネクトの NX-OS モード
を開始します。

ステップ 2

UCS-A(nxos)# show int br | grep アクティブなイーサネット インターフェイスの
-v down | wc –l
数を返します。
この数がアップグレードの前に稼働していたイー
サネット インターフェイスの数と一致すること
を確認します。

ステップ 3

UCS-A(nxos)# show platform fwm MAC アドレスの合計数を返します。
info hw-stm | grep '1.' | wc –l
この数がアップグレード前の MAC アドレスの数
と一致することを確認します。

次の例では、従属ファブリック インターコネクト A のアクティブなイーサネット インターフェ
イスおよび MAC アドレスの数が返され、ファブリック インターコネクトのイーサネット データ
パスが稼働していることを確認できます。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show int br | grep -v down | wc -l
86
UCS-A(nxos)# show platform fwm info hw-stm | grep '1.' | wc -l
80

ファイバ チャネル エンドホスト モードのデータ パスの確認
Cisco UCS ドメインのアップグレード時に最適な結果を得るためには、アップグレードを開始す
る前、および従属ファブリック インターコネクトをアクティブ化した後にこのタスクを実行し、
結果を比較することを推奨します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A /fabric-interconnect #
connect nxos {a | b}

ファブリック インターコネクトの NX-OS モー
ドを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCS-A(nxos)# show npv flogi-table flogi セッションのテーブルを表示します。

ステップ 3

UCS-A(nxos)# show npv flogi-table ファブリック インターコネクトにログインし
| grep fc | wc -l
たサーバの数を返します。
結果は、アップグレードの開始前に確認した
ものと一致している必要があります。

次の例では、flogi テーブルおよび従属ファブリック インターコネクト A にログインしたサーバの
数が返され、ファブリック インターコネクトのファイバ チャネル データ パスがファイバ チャネ
ル エンドホスト モードで稼働していることを確認できます。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show npv flogi-table
-------------------------------------------------------------------------------SERVER
EXTERNAL
INTERFACE VSAN FCID
PORT NAME
NODE NAME
INTERFACE
-------------------------------------------------------------------------------vfc705
700 0x69000a 20:00:00:25:b5:27:03:01 20:00:00:25:b5:27:03:00 fc3/1
vfc713
700 0x690009 20:00:00:25:b5:27:07:01 20:00:00:25:b5:27:07:00 fc3/1
vfc717
700 0x690001 20:00:00:25:b5:27:08:01 20:00:00:25:b5:27:08:00 fc3/1
Total number of flogi = 3.
UCS-A(nxos)# show npv flogi-table | grep fc | wc -l
3

ファイバ チャネル スイッチ モードのデータ パスの確認
Cisco UCS ドメインのアップグレード時に最適な結果を得るためには、アップグレードを開始す
る前、および従属ファブリック インターコネクトをアクティブ化した後にこのタスクを実行し、
結果を比較することを推奨します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCS-A /fabric-interconnect #
connect nxos {a | b}

ファブリック インターコネクトの NX-OS モー
ドを開始します。

ステップ 2

UCS-A(nxos)# show flogi database flogi セッションのテーブルを表示します。

ステップ 3

UCS-A(nxos)# show flogi database ファブリック インターコネクトにログインし
| grep –I fc | wc –1
たサーバの数を返します。
結果は、アップグレードの開始前に確認した
ものと一致している必要があります。
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次の例では、flogi テーブルおよび従属ファブリック インターコネクト A にログインしたサーバの
数が返され、ファブリック インターコネクトのファイバ チャネル データ パスがファイバ チャネ
ル エンドホスト モードで稼働していることを確認できます。
UCS-A /fabric-interconnect # connect nxos a
UCS-A(nxos)# show flogi database
-------------------------------------------------------------------------------INTERFACE
VSAN
FCID
PORT NAME
NODE NAME
-------------------------------------------------------------------------------vfc726
800
0xef0003 20:00:00:25:b5:26:07:02 20:00:00:25:b5:26:07:00
vfc728
800
0xef0007 20:00:00:25:b5:26:07:04 20:00:00:25:b5:26:07:00
vfc744
800
0xef0004 20:00:00:25:b5:26:03:02 20:00:00:25:b5:26:03:00
vfc748
800
0xef0005 20:00:00:25:b5:26:04:02 20:00:00:25:b5:26:04:00
vfc764
800
0xef0006 20:00:00:25:b5:26:05:02 20:00:00:25:b5:26:05:00
vfc768
800
0xef0002 20:00:00:25:b5:26:02:02 20:00:00:25:b5:26:02:00
vfc772
800
0xef0000 20:00:00:25:b5:26:06:02 20:00:00:25:b5:26:06:00
vfc778
800
0xef0001 20:00:00:25:b5:26:01:02 20:00:00:25:b5:26:01:00
Total number of flogi = 8.
UCS-A(nxos)# show flogi database | grep fc | wc -l
8
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部

Cisco UCS Centralによるファームウェアの管
理
• Cisco UCS Central でのファームウェアのダウンロードと管理, 119 ページ
• Cisco UCS Central による Cisco UCS ドメインのファームウェアのアップグレード, 127 ペー
ジ
• Cisco UCS Central での機能カタログの管理, 135 ページ
• Cisco UCS Central ファームウェアのアップグレード, 141 ページ
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章

Cisco UCS Central でのファームウェアのダウ
ンロードと管理
この章は、次の内容で構成されています。
• シスコからのファームウェアのダウンロード, 119 ページ
• ファームウェアのイメージ ライブラリ, 120 ページ
• シスコからのファームウェア イメージのダウンロード設定, 121 ページ
• シスコからのファームウェア イメージのダウンロード, 122 ページ
• イメージ ダウンロードのステータスの表示, 122 ページ
• ダウンロードされたファームウェア イメージ バンドルの表示, 123 ページ
• リモート ファイル システムからのファームウェア イメージのダウンロード設定, 123 ペー
ジ
• イメージ ライブラリ上のイメージのメタデータの削除, 124 ページ

シスコからのファームウェアのダウンロード
Cisco UCS Central では、指定された間隔でシスコの Web サイトと通信してファームウェア イメー
ジのリストを取得するように、ファームウェアのダウンロードを設定できます。 シスコのクレデ
ンシャルを設定した後に、リフレッシュを行うと、Cisco UCS Central によって Cisco.com から使用
可能なイメージ データが取得され、ファームウェア イメージ ライブラリにファームウェア イメー
ジが表示されます。ファームウェアイメージのバージョンを使用してポリシーを作成する場合、
または [Store Locally] オプションを使用してイメージをダウンロードする場合には、実際のファー
ムウェア イメージをダウンロードできます。
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重要

シスコからファームウェアを Cisco UCS Central にダウンロードするには、次の作業を行ってく
ださい。
• Cisco UCS Central から Cisco.com に直接またはプロキシ サーバ経由でアクセスできるよう
にする必要があります。
• 有効なシスコのユーザ クレデンシャルを設定して、Cisco UCS Central でダウンロード状
態をイネーブルにする必要があります。

ファームウェアのイメージ ライブラリ
Cisco UCS Central のイメージ ライブラリには、Cisco.com、ローカル ファイル システム、および
リモート ファイル システムから Cisco UCS Central にダウンロードされたすべてのファームウェア
イメージのリストが表示されます。
Cisco.com からダウンロードされたイメージのソースはシスコであり、ローカルまたはリモートの
ファイルシステムからダウンロードされたイメージのソースはローカルです。これらのファーム
ウェア イメージは、ファームウェア ポリシーの作成に使用できます。
ライブラリからファームウェア イメージを削除するオプションを次に示します。
• ファームウェア イメージの削除：削除オプションを使用すると、ファームウェア ライブラ
リ内のダウンロードされたイメージを削除できます。
• ファームウェア イメージのメタデータのパージ：パージ オプションを使用すると、イメー
ジのメタデータを削除できます。 ライブラリからファームウェア イメージを削除した後で
も、メタデータは引き続き存在しています。 このメタデータ情報を使用すると、イメージを
削除した後でも Cisco.com から実際のファームウェア イメージをいつでもダウンロードする
ことができます。 ファームウェア イメージ ライブラリからファームウェア イメージと関連
するメタデータを完全に削除する場合は、実際のファームウェア イメージを削除し、ライブ
ラリからメタデータをパージしてください。

重要

メタデータに対応するイメージがファームウェア イメージ ライブラリにすで
にダウンロードされている場合は、イメージを削除しないでメタデータをパー
ジすることはできません。
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シスコからのファームウェア イメージのダウンロード設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# connect
policy-mgr

オペレーション マネージャ モードからポリシー
管理モードを開始します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン
グループを開始します。 ドメイン グループ ルー
ト モードを開始するには、/ を domain-group と
して入力します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group コンフィギュレーション モードを開始します。
# scope download-policy cisco

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
1 set admin-state
/domain-group/download-policy #
2 set downloadintervaldayweekon-demand
set
3 set http-proxyserver:port
4 usernameusername
5 set passwordpassword
6 set proxy-passwordpassword
7 set proxy-usernameusername
システムに設定の詳細を入力します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムにコミットしま
/domain-group/download-policy/set す。
# commit-buffer

次に、シスコから Cisco UCS Central へのファームウェアのダウンロードを設定する例を示します。
UCSC# (ops-mgr)# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope download-policy cisco
UCSC(policy-mgr) /domain-group/download-policy # set
admin-state enable
downloadinterval 1 day
http-proxy Server[:Port]
username
Username
password
Password
proxy-password
HTTP Proxy Password
proxy-username
HTTP Proxy Username
UCSC(policy-mgr) /domain-group/download-policy # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/download-policy* #
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シスコからのファームウェア イメージのダウンロード
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# scope firmware

ファームウェア管理モードを開始します。

ステップ 3

UCSC(ops-mgr) /firmware# scope
download-source cisco

Cisco Web サイトからダウンロードしたイ
メージのメタデータにアクセスします。

ステップ 4

UCSC(ops-mgr)
Cisco.com から使用可能なファームウェア
/firmware/download-source# download イメージのメタデータをダウンロードしま
list
す。

次に、Cisco.com から Cisco UCS Central へ使用可能なファームウェア イメージのメタデータをダ
ウンロードする例を示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # scope download-source cisco
UCSC(ops-mgr) /firmware/download-source # download list

イメージ ダウンロードのステータスの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# scope firmware

ファームウェア管理モードを開始しま
す。

ステップ 3

UCSC (ops-mgr)/firmware# show
download-task detail

ダウンロードタスクの詳細を表示しま
す。

次に、Cisco UCS Central でダウンロード タスクの詳細を表示する例を示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # show download-task detail
Download task:
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File Name: ucs-catalog.2.1.0.475.T.bin
Protocol: Ftp
Server:
Userid: User
Path: /automation/delmar/catalog
Downloaded Image Size (KB): 0
Image Url:
Image Url:
Proxy Userid:
State: Downloaded
Owner: Management
Current Task:

ダウンロードされたファームウェア イメージ バンドルの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# scope firmware ファームウェア管理モードを開始します。

ステップ 3

UCSC(ops-mgr) /firmware # show ダウンロードされたファームウェア イメージ
package
バンドルを表示します。 Cisco UCS Manager
と Cisco UCS Central のバンドルを表示できま
す。

次に、ダウンロードされたファームウェア イメージ バンドルを Cisco UCS Central で表示する例を
示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # show package

Name
---------------------------------------ucs-catalog.2.1.0.489.T.gbin
ucs-k9-bundle-b-series.2.1.0.489.B.gbin
ucs-k9-bundle-infra.2.1.0.489.A.gbin
ucsCENTRAL-bundle.1.0.0.361.bin
update.bin

Version
Download Status
---------- --------------2.1(0.489)T Downloaded
2.1(0.489)B Downloaded
2.1(0.489)A Downloaded
1.0(0.361) Downloaded
1.0(0.376) Downloaded

UCSC(ops-mgr) /firmware #

リモート ファイル システムからのファームウェア イメージのダウン
ロード設定
次のリモート ファイル システムの 1 つからファームウェア イメージをダウンロードできます。
• ftp
• scp
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• sftp
• tftp

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# scope firmware

ファームウェア管理モードを開始します。

ステップ 3

UCSC (ops-mgr)/firmware# download ファームウェア イメージ ダウンロードの
imageftpscpsftptftpimage file location コンフィギュレーションモードを開始し、
ファームウェア イメージのリモートの場
所を指定します。

ステップ 4

UCSC(ops-mgr) /firmware # download リモート ファイル システムへのアクセス
image ftp: image file location
を認証します。
/Password:

次に、リモート ファイル システムから Cisco UCS Central へのファームウェアのダウンロードを設
定する例を示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # download image ftp: Enter URL ftp:[//[username@]server][/path]
UCSC(ops-mgr) /firmware # download image ftp://image download path/Password:
UCSC(ops-mgr) /firmware #

イメージ ライブラリ上のイメージのメタデータの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# scope firmware

ファームウェア管理モードを開始します。

ステップ 3

UCSC(ops-mgr) /firmware# scope
download-source cisco

Cisco Web サイトからダウンロードしたイ
メージのメタデータにアクセスします。

ステップ 4

UCSC(ops-mgr)
イメージ ライブラリからファームウェア
/firmware/download-source# purge list イメージのメタデータを削除します。
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次に、イメージ ライブラリからイメージのメタデータを削除する例を示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # scope download-source cisco
UCSC(ops-mgr) /firmware/download-source # purge list
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Cisco UCS Central による Cisco UCS ドメイン
のファームウェアのアップグレード
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS ドメインのファームウェアのアップグレード, 127 ページ
• インフラストラクチャ ファームウェア ポリシーの更新設定, 128 ページ
• 保留中のアクティビティの確認, 128 ページ
• インフラストラクチャ ファームウェア パッケージの表示, 129 ページ
• ホスト ファームウェア パッケージの作成, 130 ページ
• ホスト ファームウェア パッケージの表示, 131 ページ
• ファームウェア アップグレードのスケジューリング, 132 ページ

Cisco UCS ドメインのファームウェアのアップグレード
登録されている Cisco UCS ドメインに対して、インフラストラクチャとサーバのファームウェア
のアップグレードを Cisco UCS Central から実行できます。
必要に応じて、各ドメイン グループの Cisco UCS ドメインを異なるバージョンのファームウェア
にアップグレードできます。また、 Cisco UCS Central には、ファブリック インターコネクトのリ
ブートを Cisco UCS Central からグローバルに確認するオプション、または各 Cisco UCS ドメイン
から個別に確認するオプションがあります。
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インフラストラクチャ ファームウェア ポリシーの更新設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ドメイン グループのインフラストラクチャ
scope fw-infra-pack name
ファームウェア ポリシー モードを開始しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-infra-pack # set
infrabundleversion

更新するインフラストラクチャ ポリシー バー
ジョンを指定します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-infra-pack #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットしま
す。

次に、Cisco UCS Central CLI からドメイン グループのインフラストラクチャ ファームウェア ポリ
シーの更新を設定する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope fw-infra-pack default
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-infra-pack # set infrabundleversion 2.1(0.475)T
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-infra-pack* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-infra-pack #

保留中のアクティビティの確認
この手順では、ファブリック インターコネクトのリブート保留中アクティビティを Cisco UCS
Central CLI から確認するプロセスについて説明します。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect operation-mgr

Operations Manager モードを開始しま
す。

ステップ 2

UCSC(ops-mgr)# scope domain-group
Marketing

ドメイン グループを入力します。

ステップ 3

UCSC(ops-mgr) /domain-group # scope
schedule fi-reboot

スケジュール設定されたタスク モー
ドを開始します。

ステップ 4

UCSC(ops-mgr) /domain-group/schedule # システムの保留中のアクティビティ
show token-request
を表示します。

ステップ 5

UCSC(ops-mgr) /domain-group/schedule # 保留中のアクティビティを検出しま
scope token-request id sys-fw-system-ack す。

ステップ 6

UCSC(ops-mgr)
/domain-group/schedule/token-request #
acknowledge token-request

指定された保留中のアクティビティ
を確認します。

ステップ 7

UCSC(ops-mgr)
/domain-group/schedule/token-request* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコ
ミットします。

次に、保留中のアクティビティを Cisco UCS Central CLI で確認する例を示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope domain-group Marketing
UCSC(ops-mgr) /domain-group # scope schedule fi-reboot
UCSC(ops-mgr) /domain-group/schedule # show token-request

Token Request:
ID
Name
Client IP
Admin State
Oper State
----- ---------- --------------- --------------- ---------1033 sys-fw-system-ack 10.193.23.150
Auto Scheduled Pending Ack
UCSC(ops-mgr)
UCSC(ops-mgr)
UCSC(ops-mgr)
UCSC(ops-mgr)

/domain-group/schedule # scope token-request id sys-fw-system-ack
/domain-group/schedule/token-request # acknowledge token-request
/domain-group/schedule/token-request* # commit-buffer
/domain-group/schedule/token-request #

インフラストラクチャ ファームウェア パッケージの表示
手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン
グループを開始します。 ドメイン グループ ルー
ト モードを開始するには、/ を domain-group と
して入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group ドメイン グループのインフラストラクチャ
# scope fw-infra-pack name
ファームウェア ポリシー モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
システムで使用可能なインフラストラクチャ
/domain-group/fw-infra-pack #show ファームウェア パッケージを表示します。

次に、Cisco UCS Central CLI を使用して使用可能なインフラストラクチャ パッケージを表示する
例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope fw-infra-pack default
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-infra-pack # show

Infra Pack:
Name
Mode
Infra Bundle Version
-------------------- -------- -------------------root/default
Staged
2.1(0.480)A
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-infra-pack #

ホスト ファームウェア パッケージの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下の
ドメイン グループを開始します。 ドメイ
ン グループ ルート モードを開始するに
は、/ を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group #
create fw-host-packpolicy name

指定したホスト ファームウェア パックを
作成します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
ホスト ファームウェア ポリシーの説明を
/domain-group/fw-host-pack* # set descr 指定します。
description
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-host-pack* # set
bladebundleversion version number

ホスト ファームウェア ポリシーのブレー
ド サーバ バンドル バージョンを指定しま
す。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-host-pack* # set
rackbundleversion version number

ホスト ファームウェア ポリシーのラック
サーバ バンドル バージョンを指定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-host-pack* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットし
ます。

次に、Cisco UCS Central CLI でホスト ファームウェア パックを作成する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create fw-host-pack Policy name
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-host-pack* # set
bladebundleversion
descr
rackbundleversion
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-host-pack* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-host-pack* #

ホスト ファームウェア パッケージの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイングループルートモードを開始し、（任
意で）ドメイン グループ ルート下のドメイン
グループを開始します。ドメイングループルー
ト モードを開始するには、/ を domain-group と
して入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group ホスト ファームウェア パッケージの一覧を表
# show fw-host-pack detail
示します。

次に、Cisco UCS Central CLI で使用可能なホスト ファームウェア パッケージを表示する例を示し
ます。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # show fw-host-pack detail
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Compute Host Pack:
Name: root/Default
Mode: Staged
Blade Bundle Version: 2.1(0.469)B
Rack Bundle Version: 2.1(0.469)C
Description: UCSC
Name: root/default
Mode: Staged
Blade Bundle Version: 2.1(0.474)B
Rack Bundle Version: 2.1(0.474)C
Description: default from UCSC
Name: root/latest
Mode: Staged
Blade Bundle Version: 2.1(0.469)B
Rack Bundle Version: 2.1(0.469)C
Description: latest
Name: root/Marketing/mytest
Mode: Staged
Blade Bundle Version: 2.1(0.469)B
Rack Bundle Version: 2.1(0.469)C
Description: Test
UCSC(policy-mgr) /domain-group #

ファームウェア アップグレードのスケジューリング
ファームウェア アップグレードのスケジュール
登録された Cisco UCS ドメイン内のドメイン グループのファームウェアをアップグレードするた
めに、Cisco UCS Central から次の方法でアップグレードをスケジュールできます。
• 1 回のオカレンスとして
• 指定間隔で繰り返すオカレンスとして
ユーザの確認を必要とするスケジュールを設定すると、ファブリック インターコネクトは明示的
な確認なしではリブートしません。

1 回のオカレンスのスケジュールの作成
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
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コマンドまたはアクション

目的
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # 1 回のオカレンスのスケジュールを作成しま
create schedule onetime
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/schedule* # set
admin-state user-ack

指定した 1 回の更新タスクのユーザ確認応答
を指定します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/schedule # create
occurrence one-time name

1 回のオカレンスの時刻を指定します。

ステップ 6

UCSC(policy-mgr)
1 concur-tasksMaximum number of concurrent
/domain-group/schedule/one-time* #
tasks
set
2 dateStart Date
3 max-durationMax Duration (dd:hh:mm:ss)
4 min-intervalMinimum Interval Between Tasks
Execution
5 proc-capMaximum Number of Tasks to Execute
1 回のオカレンスのその他の関連の詳細を設
定します。

ステップ 7

UCSC(policy-mgr)
トランザクションをシステムにコミットしま
/domain-group/schedule/one-time* # す。
commit-buffer

次に、Cisco UCS Central CLI で 1 回のオカレンスのファームウェア更新をスケジュールする例を
示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # create schedule onetime
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule* # set admin-state user-ack
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule # create occurrence one-time Nov172012
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule/one-time* # set
concur-tasks Maximum Number of Concurrent Tasks
date
Start Date
max-duration Max Duration (dd:hh:mm:ss)
min-interval Minimum Interval Between Tasks Execution
proc-cap
Maximum Number of Tasks to Execute
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule/one-time* # set date nov 17 2012 16 00 00
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule/one-time* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule/one-time* #
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1 回のオカレンスのスケジュールの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/schedule* # scope
schedule one-time

スケジュール モードを開始します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/schedule/one-time #
show detail

1 回のスケジュールを表示します。

次に、Cisco UCS Central CLI でスケジュールされた 1 回のオカレンスを表示する例を示します。
UCSC#connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope schedule onetime
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule/one-time # show detail

One-Time Occurrence:
Name: Friday
Start Date: 2012-11-17T16:00:00.000
Max Duration (dd:hh:mm:ss): None
Max Concur Tasks: Unlimited
Max Tasks: Unlimited
Min Interval (dd:hh:mm:ss): None
Executed Tasks: 0
UCSC(policy-mgr) /domain-group/schedule/one-time #
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Cisco UCS Central での機能カタログの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• 機能カタログ, 135 ページ
• 機能カタログの更新設定, 137 ページ
• ドメイン グループの機能カタログの表示, 138 ページ
• 機能カタログ ポリシーの削除, 138 ページ

機能カタログ
機能カタログは、調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセットです。 Cisco UCS はカ
タログを使用してサーバの新しく資格を持った DIMM やディスク ドライブなどのコンポーネント
の表示と設定可能性を更新します。
カタログは、シャーシ、CPU、ローカル ディスク、I/O モジュールなどのハードウェア コンポー
ネントによって分割されます。 カタログを使用すると、該当するコンポーネントで利用可能なプ
ロバイダーのリストを表示できます。 1 つのハードウェア コンポーネントに対して 1 つのプロバ
イダーが存在します。 各プロバイダーは、ベンダー、モデル（PID）、およびリビジョンによっ
て識別されます。各プロバイダーに対して、装置の製造元とフォームファクタの詳細を表示する
こともできます。
特定のカタログのリリースに依存するハードウェア コンポーネントの詳細については、『Service
Notes for the B- Series server』のコンポーネントのサポートの表を参照してください。 特定のリリー
スで導入されたコンポーネントの情報については、『Cisco UCS Release Notes』を参照してくださ
い。

機能カタログの内容
機能カタログの内容は次のとおりです。
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実装固有の調整可能なパラメータ
• 電力および熱に関する制約
• スロット範囲および番号
• アダプタ機能
ハードウェア固有のルール
• BIOS、CIMC、RAID コントローラ、アダプタなどのコンポーネントのファームウェア
互換性
• 診断
• ハードウェア固有のリブート
ユーザ表示文字列
• CPN や PID/VID などの部品番号
• コンポーネントの説明
• 物理レイアウト/寸法
• OEM 情報

機能カタログの更新
機能カタログのアップデートは、各Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルに含
まれています。 Cisco TAC から特に指示された場合を除いて、Cisco UCS インフラストラクチャ
ソフトウェア バンドルをダウンロードし、アップデートし、アクティブ化した後に、機能カタロ
グのアップデートをアクティブ化する必要があるだけです。
機能カタログのアップデートをダウンロードすると、Cisco UCS によってすぐに新しいベースラ
イン カタログに更新されます。 それ以外の作業は行う必要がありません。 機能カタログの更新
では、Cisco UCS ドメイン内のコンポーネントをリブートや再インストールを行う必要はありま
せん。
各Cisco UCS インフラストラクチャ ソフトウェア バンドルには、ベースライン カタログが含まれ
ます。 まれに、シスコが Cisco UCS リリースの間で機能カタログの更新をリリースし、ファーム
ウェア イメージをダウンロードするのと同じサイトで更新を入手できるようにする場合がありま
す。
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（注）

機能カタログのバージョンは、使用している Cisco UCS のバージョンによって決まります。
たとえば、Cisco UCS 2.0 リリースは、機能カタログのあらゆる 2.0 リリースと一緒に使用でき
ますが、機能カタログの 1.0 リリースと一緒に使用することはできません。 特定の Cisco UCS
リリースでサポートされている機能カタログのリリースについては、http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』
にある『Release Notes for Cisco UCS Administration Software』を参照してください。

機能カタログの更新設定
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン
グループ ルート モードを開始するには、/
を domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr)/domain-group#
scope fw-catalog-pack

機能カタログ パッケージ モードを開始しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-catalog-pack # set
catalogversion 2.1(0.475)T

この更新の機能カタログ バージョンを指定
します。

ステップ 5

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-catalog-pack* #
commit-buffer

トランザクションをシステムにコミットし
ます。

次に、Cisco UCS Central からドメイン グループの機能カタログ更新を設定する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) /domain-group # fw-catalog-pack
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-catalog-pack # set catalogversion 2.1(0.475)T
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group* #
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ドメイン グループの機能カタログの表示
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のド
メイン グループを開始します。 ドメイン グ
ループ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。

ステップ 3

UCSC(policy-mgr)/domain-group#
scope fw-catalog-packdefault

機能カタログ パッケージ モードを開始しま
す。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/fw-catalog-pack #
show detail

この更新の機能カタログ バージョンを指定し
ます。

次に、Cisco UCS Central CLI からドメイン グループの機能カタログを表示する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) /domain-group # fw-catalog-pack default
UCSC(policy-mgr) /domain-group/fw-catalog-pack # show detail

Catalog Pack:
Name: root/default
Mode: Staged
Catalog Version: 2.1(0.468)T
Description: default
UCSC(policy-mgr) /domain-group* #

機能カタログ ポリシーの削除
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect policy-mgr

Policy Manager モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(policy-mgr)# scope
domain-group domain-group

ドメイン グループ ルート モードを開始し、
（任意で）ドメイン グループ ルート下のドメ
イン グループを開始します。 ドメイン グルー
プ ルート モードを開始するには、/ を
domain-group として入力します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 3

UCSC(policy-mgr) /domain-group # ドメイン グループから指定されたカタログ ポ
delete fw-catalog-packname
リシーを削除します。

ステップ 4

UCSC(policy-mgr) /domain-group* トランザクションをシステムにコミットしま
# commit-buffer
す。

次に、ドメイン グループから機能カタログ ポリシーを削除する例を示します。
UCSC# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr) /domain-group # delete fw-catalog-pack default
UCSC(policy-mgr) /domain-group* # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group* #
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章

Cisco UCS Central ファームウェアのアップグ
レード
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Central ファームウェアの更新, 141 ページ
• Cisco UCS Central ファームウェアのアップグレード, 141 ページ

Cisco UCS Central ファームウェアの更新
Cisco UCS Central CLI を使用して Cisco UCS Central ファームウェアを更新できます。

Cisco UCS Central ファームウェアのアップグレード
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

UCSC# connect local-mgmt

ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2

UCSC(local-mgmt)#
指定したレベルに Cisco UCS Central
update-repository-package bundle name ファームウェア バージョンをアップグ
with version
レードします。

次に、Cisco UCS Central ファームウェアをアップグレードする例を示します。
UCSC#Connect local-mgmt
UCSC(local-mgmt)#update-repository-package <ucs-central-bundle.1.0.1S2.bin>
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