
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ファームウェアの直接アップグレード, 1 ページ

• シャーシ上の CMCファームウェアのアップデートとアクティブ化, 6 ページ

• シャーシ上の共有アダプタファームウェアのアップデートとアクティブ化, 8 ページ

• シャーシ上のストレージコントローラファームウェアのアクティブ化, 11 ページ

• シャーシ上のボードコントローラファームウェアのアクティブ化, 12 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, 13 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, 15 ページ

• Cisco UCS Managerソフトウェアのアクティブ化, 17 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, 18 ページ

エンドポイントでのファームウェアの直接アップグレー

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、エンドポイントのファームウェ

アの直接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。

•シャーシ:

◦ CMC

◦共有アダプタ
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◦ストレージコントローラ

◦ボードコントローラ

•サーバ：

◦ CIMC

◦ BIOS

•インフラストラクチャ：

◦ファブリックインターコネクト

◦ Cisco UCS Manager

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を使用して、CIMCフォームウェアと
BIOSファームウェアをアップグレードすることもできます。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。

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。

Mシリーズシャーシコンポーネント上のファームウェアアップグレードをトリガーするに
は、次の順序を使用します。

（注）

1 CMCファームウェアの更新

2 共有アダプタファームウェアの更新

3 CMCファームウェアのアクティブ化

4 共有アダプタファームウェアのアクティブ化

5 ストレージコントローラのアクティブ化

6 ボードコントローラのアクティブ化

エンドポイント上のファームウェアアップグレードをトリガーするには、次の順序を使用し

ます。

1 CIMCの更新

2 CIMCのアクティブ化

3 BIOSの更新

4 BIOSのアクティブ化
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ファームウェアの直接アップグレードのステージ

Cisco UCSManager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。

アップデート

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。

• Chassis:

◦シャーシ管理コントローラ（CMC）

◦共有アダプタ

•サーバ：

◦ Cisco Integrated Management Controller（CIMC）

◦ BIOS

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。

注意

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
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• CMC

•共有アダプタ

•ボードコントローラ

•ストレージコントローラ

• CIMC

• BIOS

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。

ファームウェアの直接アップグレードの停止の影響

エンドポイントで、ファームウェアの直接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と、ファブリックイン

ターコネクトがリブートされます。

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。

• CiscoUCSManagerCLI：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。

CMC ファームウェアアップグレードによる停止の影響

シャーシ内の CMCのファームウェアをアップグレードしても、停止は発生しません。

共有アダプタファームウェアアップグレードによる停止の影響

共有アダプタのファームウェアをアクティブにすると、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。

•ストレージコントローラがリブートします。
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ストレージコントローラファームウェアアップグレードによる停止の影響

ストレージコントローラのファームウェアをアクティブにすると、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。

•ストレージコントローラがリブートします。

ボードコントローラファームウェアアップグレードによる停止の影響

ボードコントローラのファームウェアをアクティブにすると、次の停止の影響と中断が発生しま

す。

•共有アダプタがリブートします。

•カートリッジと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。

•ストレージコントローラがリブートします。

BIOS ファームウェアアップグレードによる停止の影響

BIOSへのファームウェアアップグレードにより、サーバがリブートします。

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。

ストレージコントローラ、ボードコントローラ、および共有アダプタのファームウェアのアク

ティブ化中は、サーバの電源をオフにすることをお勧めします。アクティブ化中にサーバの電源

をオフにしなかった場合は、Cisco UCSMがサーバの電源をオフにしようと試みて、最大 16分間
待機します。この間にCiscoUCSMがサーバの電源がオフになっていないことを検出した場合は、
FSMが失敗して、Cisco UCSMは電源をオフにしたサーバの電源をオンにしません。 FSMは 8分
後に起動しようとします。

UCSMがサーバの電源を正常にオフにした場合は、アクティブ化の完了後に、必要な電源状態に
基づいて、関連するサーバの電源をオンにします。
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シャーシ上の CMC ファームウェアのアップデートとアク
ティブ化

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。

注意

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope chassis
chassis-id

ステップ 1   

シャーシ CMCモードに入ります。UCS-A /chassis # scope
cmc

ステップ 2   

シャーシの CMCで、選択されたファームウェアバージョ
ンを更新します。

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

ステップ 3   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/cmc #
commit-buffer

ステップ 4   

このステップを使用するのは、ステップ 6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 5で show update
statusコマンドを使用する場合だけです。このステップを
スキップして、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ていない場合は、

ファームウェアアクティブ化が開始されません。

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。

（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。

UCS-A /chassis/cmc #
show update status

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアク

ション

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は自動的に表示更新されな
いため、タスクの状態がUpdatingからReadyに変更される
まで何度も show update status コマンドを入力しなければ
ならない場合があります。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。

サーバ内の CMCで、選択されたファームウェアバージョ
ンをアクティブにします。

UCS-A /chassis/cmc #
activate firmware
version-num

ステップ 6   

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

ステップ 7   

（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。

UCS-A /chassis/cmc #
show activate status

ステップ 8   

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は自動的に表示更新されないため、タスクの状態が
ActivatingからReadyに変更されるまで何度も show activate
statusコマンドを入力しなければならない場合があります。

（任意）

実行中のファームウェアのバージョン、更新ステータス、

およびアクティブ化ステータスを表示します。

CS-A /chassis/cmc #
show firmware

ステップ 9   

次の例では、ファームウェア更新とファームウェアアクティブ化が正常に完了したことを確認せ

ずに、同じトランザクション内でCMCファームウェアをバージョン2.0(2.30)に更新してアクティ
ブにします。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A# /chassis # scope cmc
UCS-A# /chassis/cmc # update firmware 2.0(2.30)
UCS-A# /chassis/cmc* # activate firmware 2.0(2.30)
UCS-A# /chassis/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cmc # show firmware
CMC:

Running-Vers: 2.0(2.30)
Package Vers: 2.5(0.147)M
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready
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次の例では、CMCファームウェアをバージョン2.0(2.30)に更新して、ファームウェア更新が正常
に完了したことを確認してからファームウェアアクティブ化を開始し、CMCファームウェアを
アクティブにして、ファームウェアアクティブ化が正常に完了したことを確認します。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A# /chassis # scope cmc
UCS-A# /chassis/cmc # update firmware 2.0(2.30)
UCS-A# /chassis/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cmc # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/cmc # activate firmware 2.0(2.30)
UCS-A# /chassis/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cmc # show activate status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/cmc # show firmware
CMC:

Running-Vers: 2.0(2.30)
Package Vers: 2.5(0.147)M
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

シャーシ上の共有アダプタファームウェアのアップデー

トとアクティブ化
Cisco Mシリーズでは、共有アダプタファームウェアを更新してアクティブ化すると、シャーシ
内のすべてのサーバが影響を受けます。

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。

注意

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

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

ステップ 1   

シャーシアダプタモードに入ります。UCS-A /chassis # scope
adapter

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

共有アダプタに使用可能なソフトウェアイメージを表示

します。

UCS-A /chassis/adapter #
show image

ステップ 3   

共有アダプタ上で選択されたファームウェアバージョン

を更新します。

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

ステップ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/adapter #
commit-buffer

ステップ 5   

このステップを使用するのは、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
update statusコマンドを使用する場合だけです。このス
テップをスキップして、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

完了していない場合は、ファームウェアアクティブ化が

開始されません。

（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。

UCS-A /chassis/adapter #
show update status

ステップ 6   

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は自動的に表示更新
されないため、タスクの状態が Updatingから Readyに
変更されるまで何度も show update status コマンドを入
力しなければならない場合があります。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。

共有アダプタ上で選択されたファームウェアバージョン

をアクティブにします。

UCS-A /chassis/adapter #
activate firmware
version-num

ステップ 7   

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

ステップ 8   

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。

UCS-A /chassis/adapter #
show activate status

ステップ 9   

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は自動的に表示更新されないため、タスクの状
態がActivatingからReadyに変更されるまで何度も show
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目的コマンドまたはアクショ

ン

activate status コマンドを入力しなければならない場合
があります。

（任意）

実行中のファームウェアのバージョン、更新ステータ

ス、およびアクティブ化ステータスを表示します。

UCS-A /chassis/adapter #
show firmware

ステップ 10   

次の例では、ファームウェア更新とファームウェアアクティブ化が正常に完了したかどうかを確

認せずに、同じトランザクション内で共有アダプタファームウェアをバージョン 4.0(2S33)に更
新してアクティブにします。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope adapter
UCS-A# /chassis/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S12.bin IOM 4.0(2S12)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S17.bin IOM 4.0(2S17)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S22.bin IOM 4.0(2S22)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S27.bin IOM 4.0(2S27)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S33.bin IOM 4.0(2S33)

UCS-A# /chassis/adapter # update firmware 4.0(2S33)
UCS-A# /chassis/adapter* # activate firmware 4.0(2S33)
UCS-A# /chassis/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/adapter # show firmware
Adapter:

Running-Vers: 4.0(2S33)
Package-Vers: 2.5(0.210)M
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

次の例では、共有アダプタファームウェアをバージョン 4.0(2S33)に更新して、更新が正常に完
了したことを確認してからファームウェアアクティブ化を開始し、共有アダプタファームウェア

をアクティブにして、ファームウェアアクティブ化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 adapter
UCS-A# /chassis/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S12.bin IOM 4.0(2S12)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S17.bin IOM 4.0(2S17)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S22.bin IOM 4.0(2S22)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S27.bin IOM 4.0(2S27)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2S33.bin IOM 4.0(2S33)

UCS-A# /chassis/adapter # update firmware 4.0(2S33)
UCS-A# /chassis/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/adapter # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/adapter # activate firmware 4.0(2S33)
UCS-A# /chassis/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/adapter # show activate status
Status: Ready
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UCS-A# /chassis/adapter # show firmware
Adapter:

Running-Vers: 4.0(2S33)
Package-Vers: 2.5(0.210)M
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

シャーシ上のストレージコントローラファームウェアの

アクティブ化

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開

始します。

UCS-A# scope chassis chassis-idステップ 1   

シャーシでストレージコントローラモー

ドに入ります。

UCS-A /chassis # scope raid-controller
raid-id {sas | sd | flash | sata | unknown

ステップ 2   

シャーシ内のストレージコントローラ上

で指定されたファームウェアバージョン

をアクティブにします。

UCS-A /chassis/raid-controller #
activate firmware version-num

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 /chassis/raid-controller #
commit-buffer

ステップ 4   

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。

UCS-A /chassis/raid-controller # show
activate status

ステップ 5   

次に、ストレージコントローラファームウェアをアクティブにする例を示します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope raid-controller 1 sas
UCS-A# /chassis/raid-controller # activate firmware 24.5.1.1
Warning: When committed, this command will soft shutdown the servers and reset the endpoint.
Associated servers power state will be restored after endpoint reset.
UCS-A# /chassis/raid-controller* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/raid-controller* # show activate status
Activate-Status: Ready
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シャーシ上のボードコントローラファームウェアのアク

ティブ化

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始

します。

UCS-A# scope chassis chassis-idステップ 1   

シャーシのボードコントローラモードに入

ります。

UCS-A /chassis #scope
boardcontroller

ステップ 2   

シャーシのボードコントローラ上で選択さ

れたファームウェアバージョンをアクティ

ブにします。

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

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 /chassis/boardcontroller #
commit-buffer

ステップ 4   

実行中のファームウェアのバージョンとそ

のアクティブ化ステータスを表示します。

UCS-A /chassis/boardcontroller #
show firmware

ステップ 5   

次に、シャーシ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例を示します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope boardcontroller
UCS-A /chassis/boardcontroller # activate firmware 1.0.4
Warning: When committed, this command will soft shutdown the servers and may power cycle
the chassis while activating the board controller.
Associated servers power state will be restored after chassis power cycle.
UCS-A# /chassis/boardcontroller # commit-buffer
UCS-A /chassis/boardcontroller* # show firmware
Board Controller:

Running-Vers: 1.0.4
Package-Vers: 2.5(0.210)M
Activate-Status: Ready

UCS-A /chassis/boardcontroller* #
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サーバの BIOS ファームウェアの更新とアクティブ化

CiscoUCSManager CLIを使用して、サーバ上のBIOSファームウェアを更新してアクティブに
することができます。

重要

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。

注意

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope server
chassis-id / cartridge-id /
server-id

ステップ 1   

シャーシサーバ BIOSモードを開始します。UCS-A
/chassis/cartridge/server #
scope bios

ステップ 2   

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

ステップ 3   

# update firmware
version-num

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/bios
# commit-buffer

ステップ 4   

このステップを使用するのは、ステップ6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 5で show
firmwareコマンドを使用する場合だけです。このステッ
プをスキップして、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

していない場合は、ファームウェアアクティブ化が開始

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
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

（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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/bios
# show firmware

ステップ 5   

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 6に進みます。

選択したサーバ BIOSファームウェアバージョンをアク
ティブにします。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/bios
# activate firmware
version-num

ステップ 6   

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

ステップ 7   

（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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/bios
# show firmware

ステップ 8   

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。

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 1/2/1
UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope bios
UCS-A# /chassis/cartridge/server/bios # update firmware UCSME.142M4.2.0.100.52.122920140321
UCS-A# /chassis/cartridge/server/bios # activate firmware UCSME.142M4.2.0.100.52.122920140321
UCS-A# /chassis/cartridge/server/bios* # commit-buffer
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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。

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。

注意

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope server
chassis-id / cartridge-id /
server-id

ステップ 1   

シャーシサーバ CIMCモードを開始します。UCS-A
/chassis/cartridge/server #
scope cimc

ステップ 2   

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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/cimc
# show image

ステップ 3   

サーバのCIMC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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/cimc
# update firmware
version-num

ステップ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/cimc
# commit-buffer

ステップ 5   

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 showfirmware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
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

（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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/cimc
# show firmware

ステップ 6   

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。

サーバのCIMC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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/cimc
# activate firmware
version-num

ステップ 7   

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

ステップ 8   

（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。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/cimc
# show firmware

ステップ 9   

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。
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次の例では、ファームウェア更新とファームウェアアクティブ化が正常に完了したことを確認せ

ずに、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 2.0(100.46)に更新してアク
ティブにします。

UCS-A# scope server 1/2/1
UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # update firmware 2.0(100.46)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # activate firmware 2.0(100.46)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc #

次の例では、CIMCファームウェアをバージョン 2.0(100.46)に更新し、ファームウェア更新が正
常に完了したことを確認してからファームウェアアクティブ化を開始し、CIMCファームウェア
をアクティブにして、ファームウェアアクティブ化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/cartridge/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # update firmware 2.0(100.46)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(100.46) Updating Ready

UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(100.46) Ready Ready

UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # activate firmware 2.0(100.46)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(100.46) Ready Activating

UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(100.46) Ready Ready

Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

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

UCS-A /system # show
image

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

システムの選択されたファームウェアバージョンをア

クティブにします。

UCS-A /system # activate
firmware version-num

ステップ 3   

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。

（注）

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

ステップ 4   

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。

次に、Cisco UCS Managerをバージョン 2.5(0.225)にアップグレードして、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A# /system # show image
Name Type Version
-------------------------------------------------- ---------------- -----------
ucs-manager-k9.2.5.0.225.bin System 2.5(0.225)

UCS-A# /system # activate firmware 2.5(0.225)
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を参照

してください。

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、エンドポイントのファーム

ウェアの直接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。
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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。

ヒント

手順

目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 1   

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。

UCS-A /fabric-interconnect # show
image

ステップ 2   

ファブリックインターコネクトの選択された

ファームウェアバージョンをアクティブにしま

す。

UCS-A /fabric-interconnect #
activate firmware
{kernel-version kernel-ver-num |
system-version system-ver-num}

ステップ 3   

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

ステップ 4   

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、、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 Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -----------------
ucs-6100-k9-kickstart.5.2.3.N2.2.50.225.bin Fabric Interconnect Kernel

5.2(3)N2(2.50.225)
ucs-6100-k9-system.5.2.3.N2.2.50.225.bin Fabric Interconnect System

5.2(3)N2(2.50.225)

UCS-A /fabric-interconnect # activate firmware kernel-version 5.2(3)N2(2.50.224)
system-version 5.2(3)N2(2.50.224)
UCS-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
UCS-A /fabric-interconnect #
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