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, 2 ページ
• 複数のエンドポイントのファームウェアのアップデート, 6 ページ
• シャーシの CMC ファームウェアのアップデート, 8 ページ
• シャーシの CMC ファームウェアのアクティブ化, 9 ページ
• シャーシの共有アダプタ ファームウェアの更新, 9 ページ
• シャーシの共有アダプタ ファームウェアのアクティブ化, 10 ページ
• シャーシのストレージ コントローラ ファームウェアのアクティブ化, 11 ページ
• シャーシのボード コントローラ ファームウェアのアクティブ化, 11 ページ
• サーバの BIOS ファームウェアのアップデート, 12 ページ
• サーバの BIOS ファームウェアのアクティブ化, 13 ページ
• サーバの CIMC ファームウェアのアップデート, 13 ページ
• サーバの CIMC ファームウェアのアクティブ化, 14 ページ
• Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化, 15 ページ
• 従属ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化, 16 ページ
• プライマリ 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, 17 ページ
• スタンドアロン 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
• コンポーネントのファームウェア バージョンの確認, 20 ページ
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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。
• シャーシ:
◦ CMC
◦ 共有アダプタ
◦ 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
CIMC および BIOS ファームウェアは、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。
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（注）

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 コンポーネントのファームウェアのアップグレードをトリガーするには、
次の順に実行します。
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
エンドポイントのファームウェアのアップグレードをトリガーするには、次の順に実行しま
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

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。
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。
• シャーシ:
◦ シャーシ管理コントローラ（CMC）
◦ 共有アダプタ
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• サーバ：
◦ Cisco Integrated Management Controller（CIMC）
◦ BIOS

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
• 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。

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ときは、ファブリックイ
ンターコネクトをリブートします。
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。
CMC ファームウェア アップグレードによる停止の影響
シャーシの CMC のファームウェアをアップグレードする際、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化する際、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。
ストレージ コントローラのファームウェア 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化する際、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 コントローラのファームウェア 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化する際、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。
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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推奨します。 アクティブ化中にサーバの電源を
オフにしない場合、Cisco UCSM はサーバの電源をオフにし、最大 16 分待機しようとします。 こ
の間にサーバの電源がまだオフになっていないことを Cisco UCSM が検出すると、FSM は失敗し、
Cisco UCSM が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 が正常にサーバの電源をオフにすると、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。

複数のエンドポイントのファームウェアのアップデート
この手順は、次のエンドポイント上のファームウェアをアップデートする場合に使用できます。
• BIOS
• CIMC
• CMC
• 共有アダプタ

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。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで、[Update Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって、[Update Firmware] ダイアログボックスが開き、Cisco UCS ドメ
インのすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。この手順は、シャー
シとサーバの数によって、数分かかることがあります。

ステップ 5

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) メニュー バーの [Filter] ドロップダウン リストから [ALL] を選択します。
共有アダプタやサーバの BIOS など、特定のタイプのすべてのエンドポイント ファームウェア
を更新する場合、ドロップダウン リストからそのタイプを選択します。
b) [Select] フィールドで、次のいずれかの手順を実行します。
• すべてのエンドポイントを同じバージョンにアクティブ化するには、[Version] オプショ
ン ボタンをクリックし、[Set Version] ドロップダウン リストから適切なバージョンを選
択します。
• すべてのエンドポイントを特定のバンドルに含まれるファームウェア バージョンにアク
ティブ化するには、[Bundle] オプション ボタンをクリックし、[Set Bundle] ドロップダウ
ン リスト から適切なバンドルを選択します。
c) [OK] をクリックします。
1 つ以上のエンドポイントを直接アップデートできない場合は、Cisco UCS Manager に通知メッ
セージが表示されます。 通知メッセージを確認した後、Cisco UCS Manager によって、サーバ
上にある直接アップデート可能な他のすべてのエンドポイントのファームウェアがアップデー
トされます。
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。 Cisco UCS Manager はす
べてのアップデートを同時に開始します。 ただし、アップデートによって、完了する時間が異な
ることがあります。
[Update Firmware] ダイアログボックスで、すべてのアップデート済みエンドポイントについて、
[Update Status] カラムに [ready] と表示されると、アップデートは完了です。

ステップ 6

（任意） 特定のエンドポイントのアップデートの進捗をモニタするには、エンドポイントを右ク
リックし、[Show Navigator] を選択します。
Cisco UCS Manager によって、[General] タブの [Update Status] 領域に進捗が表示されます。 ナビ
ゲータに [FSM] タブがある場合は、そこでも進捗をモニタできます。 [Retry #] フィールドのエン
トリに、アップデートが失敗したことが示されないことがあります。 再試行回数には、Cisco UCS
Manager がアップデート ステータスを取得するときに発生する再試行も含まれます。
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次の作業
ファームウェアをアクティブにします。

シャーシの CMC ファームウェアのアップデート
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
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Skip Validation] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] を展開します。

ステップ 3

[Installed Firmware] タブで [Chassis Management Controller] を選択し、[Update Firmware] をクリック
します。

ステップ 4

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートするファームウェア バー
ジョンを選択します。
b) [OK] をクリックします。
1 つ以上のエンドポイントを直接アップデートできない場合は、Cisco UCS Manager に通知メッ
セージが表示されます。 通知メッセージを確認した後、Cisco UCS Manager によって、サーバ
上にある直接アップデート可能な他のすべてのエンドポイントのファームウェアがアップデー
トされます。
Cisco UCS Manager により、選択されたファームウェア パッケージがバックアップ メモリ スロッ
トにコピーされますが、明示的にアクティブ化されるまで、バックアップのままです。

ステップ 5

（任意） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスは数分かかることがあります。 [Installed Firmware] タブの [Backup Version]
フィールドに、選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファームウェアをアク
ティブにしないでください。

次の作業
ファームウェアをアクティブにします。
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シャーシの CMC ファームウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] を展開します。

ステップ 3

[Installed Firmware] タブで [Chassis Management Controller] を選択し、[Activate Firmware] をクリッ
クします。

ステップ 4

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Set Version] ドロップダウン リストから、適切なバージョンを選択します。
1 つ以上の選択したエンドポイントが、バックアップ バージョンとして目的のバージョンで設
定されていない場合、Cisco UCS Manager GUI によって、[Set Version] ドロップダウン リスト
にそのバージョンが表示されません。 各エンドポイントについて、[Startup Version] カラムか
らバージョンを選択する必要があります。
b) [OK] をクリックします。

シャーシの共有アダプタ ファームウェアの更新
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。

はじめる前に
正常にサーバの電源を切ります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] を展開します。

ステップ 3

[Installed Firmware] タブで [Shared Adapter] を選択し、[Update Firmware] をクリックします。

ステップ 4

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートするファームウェア バー
ジョンを選択します。
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b) [OK] をクリックします。
1 つ以上のエンドポイントを直接アップデートできない場合は、Cisco UCS Manager に通知メッ
セージが表示されます。 通知メッセージを確認した後、Cisco UCS Manager によって、サーバ
上にある直接アップデート可能な他のすべてのエンドポイントのファームウェアがアップデー
トされます。
Cisco UCS Manager により、選択されたファームウェア パッケージがバックアップ メモリ スロッ
トにコピーされますが、明示的にアクティブ化されるまで、バックアップのままです。
ステップ 5

（任意） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスは数分かかることがあります。 [Installed Firmware] タブの [Backup Version]
フィールドに、選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファームウェアをアク
ティブにしないでください。

次の作業
ファームウェアをアクティブにします。

シャーシの共有アダプタファームウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] を展開します。

ステップ 3

[Installed Firmware] タブで [Shared Adapter] を選択し、[Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 4

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Set Version] ドロップダウン リストから、適切なバージョンを選択します。
1 つ以上の選択したエンドポイントが、バックアップ バージョンとして目的のバージョンで設
定されていない場合、Cisco UCS Manager GUI によって、[Set Version] ドロップダウン リスト
にそのバージョンが表示されません。 各エンドポイントについて、[Startup Version] カラムか
らバージョンを選択する必要があります。
b) [OK] をクリックします。
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シャーシ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
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] を展開します。

ステップ 3

[Installed Firmware] タブで、更新するストレージ コントローラを選択して [Activate Firmware] をク
リックします。

ステップ 4

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Set Version] ドロップダウン リストから、適切なバージョンを選択します。
1 つ以上の選択したエンドポイントが、バックアップ バージョンとして目的のバージョンで設
定されていない場合、Cisco UCS Manager GUI によって、[Set Version] ドロップダウン リスト
にそのバージョンが表示されません。 各エンドポイントについて、[Startup Version] カラムか
らバージョンを選択する必要があります。
b) [OK] をクリックします。

シャーシのボード 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
正常にサーバの電源を切ります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] を展開します。

ステップ 3

[Installed Firmware] タブで [Board Controller] を選択し、[Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 4

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Set Version] ドロップダウン リストから、適切なバージョンを選択します。
1 つ以上の選択したエンドポイントが、バックアップ バージョンとして目的のバージョンで設
定されていない場合、Cisco UCS Manager GUI によって、[Set Version] ドロップダウン リスト
にそのバージョンが表示されません。 各エンドポイントについて、[Startup Version] カラムか
らバージョンを選択する必要があります。
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b) [OK] をクリックします。

サーバの BIOS ファームウェアのアップデート
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
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Cartridges] > [Cartridge Number] >
[Servers] を展開します。

ステップ 3

BIOS のファームウェアをアップデートするサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで [BIOS] を選択し、[Update Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、サーバの BIOS のアップデートの対象となるファーム
ウェア バージョンを選択します。
b) （任意） 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ップ
デートする場合は、[Force] チェックボックスをオンにします。
c) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager により、選択したサーバの BIOS のファームウェア パッケージがバックアップ
メモリ スロットにコピーされますが、明示的にアクティブ化されるまで、バックアップのままで
す。

ステップ 6

（任意） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスは数分かかることがあります。 [Installed Firmware] タブの [Backup Version]
フィールドに、選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファームウェアをアク
ティブにしないでください。

次の作業
ファームウェアをアクティブにします。
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サーバの BIOS ファームウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Cartridges] > [Cartridge Number] >
[Servers] を展開します。

ステップ 3

アップデートした BIOS ファームウェアをアクティブ化するサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで BIOS を選択し、[Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Version To Be Activated] ドロップダウン リストから、適切なサーバ BIOS のバージョンを選択
します。
b) スタートアップ バージョンを設定し、サーバで実行しているバージョンを変更しない場合は、
[Set Startup Version Only] チェックボックスをオンにします。
[Set Startup Version Only] を設定した場合は、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、サーバはすぐにはリブートされません。 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は、実行されているバージョンのファーム
ウェアへ変更されません。
c) [OK] をクリックします。

サーバの CIMC ファームウェアのアップデート
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。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Cartridges] > [Cartridge Number] >
[Servers] を展開します。

ステップ 3

CIMC をアップデートするサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで CIMC コントローラを選択し、[Update Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Update Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Version] ドロップダウン リストから、エンドポイントをアップデートするファームウェア バー
ジョンを選択します。
b) [OK] をクリックします。
Cisco UCS Manager により、選択されたファームウェア パッケージがバックアップ メモリ スロッ
トにコピーされますが、明示的にアクティブ化されるまで、バックアップのままです。

ステップ 6

（任意） [Update Status] 領域でアップデートのステータスをモニタします。
アップデート プロセスは数分かかることがあります。 [Installed Firmware] タブの [Backup Version]
フィールドに、選択したファームウェア パッケージが表示されるまで、ファームウェアをアク
ティブにしないでください。

次の作業
ファームウェアをアクティブにします。

サーバの CIMC ファームウェアのアクティブ化
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。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Cartridges] > [Cartridge Number] >
[Servers] を展開します。

ステップ 3

アップデートしたファームウェアをアクティブにする対象の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）が搭載されているサーバのノードを展開します。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで [CIMC Controller] を選択し、[Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Set Version] ドロップダウン リストから、適切なバージョンを選択します。
1 つ以上の選択したエンドポイントが、バックアップ バージョンとして目的のバージョンで設
定されていない場合、Cisco UCS Manager GUI によって、[Set Version] ドロップダウン リスト
にそのバージョンが表示されません。 各エンドポイントについて、[Startup Version] カラムか
らバージョンを選択する必要があります。
b) [OK] をクリックします。

Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって、[Activate Firmware] ダイアログボックスが開き、Cisco UCS ドメ
インのすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。この手順は、シャー
シとサーバの数によって、数分かかることがあります。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスの [UCS Manager] 行で、次の手順を実行します。
a) [Startup Version] カラム のドロップダウン リストから、ソフトウェアをアップデートするバー
ジョンを選択します。
b) [OK] をクリックします。
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。
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Cisco UCS Manager によって、選択したバージョンが起動バージョンに指定され、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にスケジュー
ルされます。

従属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
はじめる前に
クラスタの下位ファブリックインターコネクトであるファブリックインターコネクトを特定しま
す。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって、[Activate Firmware] ダイアログボックスが開き、Cisco UCS ドメ
インのすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。この手順は、シャー
シとサーバの数によって、数分かかることがあります。

ステップ 5

メニュー バーの [Filter] ドロップダウン リストから、[Fabric Interconnects] を選択します。

ステップ 6

下位ファブリック インターコネクトの [Activate Firmware] ダイアログボックスの行で、次の手順
を実行します。
a) [Kernel] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。
b) [System] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。

ステップ 7

[Apply] をクリックします。
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、ファブリック イン
ターコネクトと、をリブートして、ファブリックインターコネクトへの双方向のデータトラフィッ
クを中断します。 しかし、Cisco UCS ドメインはトラフィックとポート フェールオーバーを許可
するよう設定されているため、データ トラフィックはプライマリ ファブリック インターコネク
トにフェールオーバーし、中断しません。

ステップ 8

下位ファブリック インターコネクトの高可用性ステータスを確認します。
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ファブリック インターコネクトの [High Availability Details] 領域に次の値が表示されない場合は、
シスコのテクニカル サポートに問い合わせてください。 プライマリ ファブリック インターコネ
クトのアップデートに進まないでください。
フィールド名

必要な値

[Ready] フィールド

Yes

[State] フィールド

Up

次の作業
必要な値が従属ファブリック インターコネクトの高可用性ステータスに格納されている場合は、
プライマリ ファブリック インターコネクトの更新とアクティベーションを実行します。

プライマリ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
この手順は、従属ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化, （16 ペー
ジ）から直接続いており、[Firmware Management] タブが表示されていることを前提としていま
す。

はじめる前に
下位のファブリック インターコネクトをアクティブにします。

手順
ステップ 1

[Installed Firmware] タブで、[Activate Firmware] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI によって、[Activate Firmware] ダイアログボックスが開き、Cisco UCS ドメ
インのすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが確認されます。この手順は、シャー
シとサーバの数によって、数分かかることがあります。

ステップ 2

メニュー バーの [Filter] ドロップダウン リストから、[Fabric Interconnects] を選択します。

ステップ 3

下位ファブリック インターコネクトの [Activate Firmware] ダイアログボックスの行で、次の手順
を実行します。
a) [Kernel] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。
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b) [System] 行で、[Startup Version] カラムのドロップダウン リストからアップグレードするファー
ムウェア バージョンを選択します。
ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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、ファブリック イン
ターコネクトと、をリブートし、ファブリックインターコネクトへの双方向のデータトラフィッ
クを中断します。 しかし、Cisco UCS ドメインはトラフィックとポート フェールオーバーを許可
するよう設定されているため、データトラフィックはもう一方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、このファブリックインターコネクトがプライマリとなります。このファ
ブリックインターコネクトが再度稼働状態になると、このファブリックインターコネクトは従属
ファブリック インターコネクトになります。

ステップ 5

ファブリック インターコネクトの高可用性ステータスを確認します。
ファブリック インターコネクトの [High Availability Details] 領域に次の値が表示されない場合は、
シスコのテクニカル サポートに問い合わせてください。
フィールド名

必要な値

[Ready] フィールド

Yes

[State] フィールド

Up

スタンドアロン 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
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。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Fabric Interconnects] ノードを展開して、スタンドアロン ファブリック インターコネクトをクリッ
クします。

ステップ 4

[General] タブで [Activate Firmware] をクリックします。

ステップ 5

[Activate Firmware] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Kernel Version] ドロップダウン カーネルとして使用するバージョンを選択します。
リスト

ステップ 6

[Force] チェックボックス

オンにすると、Cisco UCS では、選択したバージョンを前回イ
ンストールしようとしたときに失敗または中断した場合でも、
インストールを試みます。

[System Version] ドロップダウ
ン リスト

システムとして使用するバージョンを選択します。

[Force] チェックボックス

オンにすると、Cisco UCS では、選択したバージョンを前回イ
ンストールしようとしたときに失敗または中断した場合でも、
インストールを試みます。

[OK] をクリックします。

Cisco UCS Manager はファームウェアをアクティブにし、ファブリック インターコネクトと、 ス
タンドアロン ファブリック インターコネクトでは、これにより Cisco UCS ドメイン内のすべての
データ トラフィックが中断します。
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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
コンポーネントのファームウェア バージョンの確認

コンポーネントのファームウェア バージョンの確認
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブの [Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Firmware Management] タブをクリックします。

ステップ 4

[Installed Firmware] タブで、各コンポーネントに対して一覧表示されたファームウェア バージョ
ンを確認します。
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