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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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
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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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

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
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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

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。

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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概要
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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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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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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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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