
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, 1 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, 3 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, 5 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, 6 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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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 UCSManager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。

（注）

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、CiscoUCSManagerを含むCiscoUCS
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。

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。

（注）

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CiscoUCSBシリーズブレードサーバソフトウェ
アバンドル。

• CiscoUCS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CiscoUCSC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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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 UCSManager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。

（注）

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。

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 UCSManager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。

（注）

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

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

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。

UCS-A /firmware # scope
auto-install

ステップ 2   

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。

UCS-A /firmware/auto-install
# install infra infra-vers
infrastructure-bundle-version

ステップ 3   

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
[starttime mon dd yyyy hh
min sec] [force]

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。

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

ステップ 4   

次の例は、インフラストラクチャをCiscoUCS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、CiscoUCSManager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

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。注意

•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

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

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。

UCS-A /firmware # scope
auto-install

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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

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

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。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

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。

UCS-A /firmware # scope
auto-install

ステップ 2   

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。

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

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

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

ステップ 4   
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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
UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #
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