Release 1.4(3) へのアップグレードの概要
この章の内容は、次のとおりです。
• ファームウェアの概要, 1 ページ
• ファームウェア イメージの管理, 2 ページ
• ファームウェア バージョン, 4 ページ
• Cisco UCS Release 1.4 へのファームウェア アップグレード, 5 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 インスタンス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、ファームウェアが
機能するために必要なインスタンスのコンポーネントです。 Cisco UCS インスタンスのエンドポ
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
• 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 インスタンス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。
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（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, （2 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。
アップデート
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。

（注）

ファームウェア管理および個別のコンポーネントのアップグレードの詳細については、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。

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、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 インスタンスのブレード 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 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、Cisco 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 バージョン
エンドポイントのファームウェア バージョンはエンドポイントのタイプによって異なります。
ファブリック インターコネクトに物理的に存在するエンドポイントのバージョンは、サーバまた
は I/O モジュールに物理的の存在するバージョンと異なります。
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
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。
実行されているバージョン
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。
スタートアップ バージョン
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
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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。

Cisco UCS Release 1.4 へのファームウェア アップグレード
Cisco UCS Release 1.4(2) から Release 1.4(3) へのファームウェア アップグレードは、エンドポイン
トをアクティブ化し、更新されたホストファームウェアパッケージが適用された後にサーバがリ
ブートするために、最大 1 分間のデータの中断に対応する必要がある場合、予定されたメンテナ
ンス ウィンドウで計画する必要があります。
このファームウェアのアップグレードでは、次の方法を組み合わせる必要があります。
• エンドポイントでの直接のアップグレード。 2 つのファブリック インターコネクトによるク
ラスタ設定の場合、直接のアップグレードによって、データ トラフィックの中断を最小限に
することができます。 ただし、Cisco UCS インスタンスに、直接アップグレードするエンド
ポイントのファームウェア ポリシーをインクルードしないようにします。 ファブリック イ
ンターコネクトが 1 つだけの Cisco UCS インスタンスでは、トラフィックの中断が避けられ
ません。
• ホスト ファームウェア パッケージまたは管理ファームウェア パッケージ、またはその両方
を含むサービス プロファイルによって、サーバ エンドポイントをアップグレードします。
この方法はデータ トラフィックを中断させるため、メンテナンス ウィンドウ時に実行する
必要があります。

（注）

直接のアップグレードは、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 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。

Release 1.4(1) または 1.4(2) からのアップグレード時に必要な手順
（注）

この順序に従わないと、ファームウェアのアップグレードが失敗し、サーバで Cisco UCS
Manager の通信に問題が発生することがあります。
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このマニュアルの手順と推奨されるオプションによって、データ トラフィックの中断を最小限に
します。 そのため、Release 1.4 のいずれかのバージョンから Release 1.4 のそれよりも新しいバー
ジョンにアップグレードする場合は、次の順序でコンポーネントをアップグレードします。
1 次のファームウェア イメージをダウンロードします。
• 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 インスタ
ンスに必要です。
• 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 サーバを含むす
べての Cisco UCS インスタンスに必要です。
• Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ ソフトウェア バンドル：統合ラックマウン
ト サーバを含む Cisco UCS インスタンスのみに必要です。 このバンドルには、Cisco UCS
Manager でこれらのサーバを管理できるようにするファームウェアが含まれます。標準の
C シリーズ ラックマウント サーバには適用されません。
2 （任意）Call Home をディセーブルにする：Cisco UCS インスタンスに Call Home または Smart
Call Home が含まれている場合、Call Home をディセーブルにして、Cisco UCS Manager がコン
ポーネントを再始動したときに不要な警告を受け取らないようにします。
3 アダプタ、CIMC、および IOM を更新する：必要に応じて、ホスト ファームウェア パッケー
ジ内のアダプタを最後の更新手順の一部としてアップグレードできます。
4 アダプタをアクティブ化する：この手順を実行するときは、[Ignore Compatibility Check] と [Set
Startup Version Only] を選択します。
5 CIMC をアクティブ化する：この手順を実行するときは、[Ignore Compatibility Check] を選択し
ます。
6 Cisco UCS Manager をアクティブ化する：この手順を実行するときは、[Ignore Compatibility
Check] を選択します。
7 I/O モジュールをアクティブ化する：この手順を実行するときは、[Ignore Compatibility Check]
と [Set Startup Version Only] を選択します。
8 従属ファブリック インターコネクトをアクティブ化する：この手順を実行するときは、[Ignore
Compatibility Check] を選択します。
9 データ パスが復元されたことを確認します。
10 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：この手順を実行するときは、
[Ignore Compatibility Check] を選択します。
11 サーバの管理ファームウェア パッケージを更新する：サーバで CIMC を直接更新およびアク
ティブ化した場合、この手順を実行する必要はありません。
12 サーバのホスト ファームウェア パッケージを更新する：アップグレードされた最後のファー
ムウェアがある必要があります。 そのファームウェアを持つサーバがさらにリブートされるの
を避けるため、この手順の間に、ボード コントローラ ファームウェアをアップグレードする
ことをお勧めします。 ホスト ファームウェア パッケージ内の次のファームウェアをアップグ
レードする必要があります。
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• BIOS
• ストレージ コントローラ
• 一部のアダプタ
13 （任意）Call Home をイネーブルにする：ファームウェアをアップグレードする前に Call Home
をディセーブルにしていた場合、それをイネーブルにします。

Cisco UCS B230 サーバの追加に必要な手順
最初の B230 サーバを追加するとき、Cisco UCS Manager でサーバのサポートを追加するために、
次の順序で手順を実行する必要があります。
1 まだ実行していない場合は、Cisco UCS インスタンスを Release 1.4(1) 以降にアップグレードし
ます。
2 サーバのインストレーション ガイドの説明に従って、シャーシにブレード サーバを挿入しま
す。
3 Cisco UCS Manager が新しいサーバを検出するのを待ちます。 数分以内にサーバの検出が開始
されない場合は、サーバを確認します。

（注）

B230 サーバを追加するために、Management Extension または機能カタログを更新する必要はあ
りません。 必要なサポートは、それぞれの Cisco UCS Release 1.4 インフラストラクチャ バン
ドルに含まれています。

Cisco UCS ラックマウント サーバの統合に必要な手順
既存のコ Cisco UCS ンポーネントのアップグレードが完了した後、Cisco UCS ラックマウント サー
バを統合できます。ラックマウントサーバを統合するときは、次の順序で手順を実行する必要が
あります。
1 Cisco UCS Manager でラック サーバ ディスカバリ ポリシーを設定していない場合は、設定を行
います。
2 Cisco UCS Manager によって管理されるシステムでのラックマウント サーバのインストールお
よび統合については、サーバ インストレーション ガイドの手順に従います。
3 Cisco UCS Manager が新しいサーバを検出するのを待ちます。 数分以内にサーバの検出が開始
されない場合は、サーバを確認します。
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アップグレードの注意、注意事項、およびベストプラクティス：Cisco
UCS
Cisco UCS インスタンスの任意のエンドポイントのファームウェアをアップデートする前に、次
の注意、注意事項、およびベスト プラクティスを考慮してください。

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 インスタンスの設定に応じて、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。
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 インスタンスの 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。
VLAN 4048 はリリース 1.4(1) 以降のために予約されている
リリース 1.4(1) 以降では、VLAN 4048 は予約済み VLAN です。 Cisco UCS インスタンスが VLAN
4048 を使用するように設定されている場合、異なる ID を使用するようにこの VLAN を再設定し
てからアップグレードする必要があります。
Release 1.3(1i) またはそれ以降へのアップグレードによる影響
古い 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とき、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。
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関連付けられていないサーバ
Cisco UCS インスタンスをアップグレードすると、ローカル ディスク設定ポリシーがサーバ
ハードウェアと一致するかどうかに関係なく、初期サーバ アソシエーションは設定エラー
を生じずに処理が進められます。 Protect Configuration プロパティをイネーブルにしていて
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 プロパティをイネーブルにした場合、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。

関連付けられたサーバ
サービス プロファイルと関連付けられているすべてのサーバは、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 ディスク設定ポリシーとサーバ ハードウェア
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 プロパティが優先
され、前のサービス プロファイルの設定は上書きされます。

ファームウェアアップグレードに関するハードウェア関連の注意事項とベストプラ
クティス
Cisco UCS インスタンス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ベスト プラクティスを考慮して
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。
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Release 1.4(3) へのアップグレードの概要
アップグレードの注意、注意事項、およびベスト プラクティス： Cisco UCS

アップグレード前に RAID 構成ハード ディスクを交換しない
次の状況では、サービス ファームウェアのアップグレード時に、Cisco UCS Manager によって
RAID 同期プロセスの一環としてハード ディスクのすべてのデータにスクラビング処理が行われ
ることがあります。
• サーバのハード ディスクが RAID 用に構成されている。
• サーバの 1 つ以上の RAID 構成ハード ディスクが取り外されている。
• ハード ディスクまたはディスクが既存の RAID で構成されたハード ディスクと交換された
が、このハード ディスクの構成に、サーバのサービス プロファイルに含まれているローカ
ル ディスク構成ポリシーが使用されていない。
• サーバ ファームウェアがアップグレードされたため、サーバがリブートされ、Cisco UCS
Manager で RAID 同期プロセスが開始される。
元のハード ディスクに、保持する必要がある重要なデータが含まれている場合は、RAID 用にす
でに構成されている新しいハード ディスクを挿入しないでください。
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。
アップグレード不可： Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit Ethernet Adapter
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。
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Release 1.4(3) へのアップグレードの概要
アップグレードの注意、注意事項、およびベスト プラクティス： Cisco UCS

アップグレードに関するファームウェア関連およびソフトウェア関連のベストプラ
クティス
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ベスト プラクティスを考慮して
ください。
部分アップグレードなし
Cisco UCS インスタンスのすべてのエンドポイントを、同じファームウェア リリースにアップグ
レードすることをお勧めします。あるエンドポイントのファームウェアリリース内の新しい機能
および変更は、別のエンドポイント内の同じ機能および変更と依存関係があることがあります。
そのため、ファームウェア リリースを混在させると、通常の使用時に、パフォーマンスの問題や
その他の問題を引き起こしたり、アップデートが失敗したりする可能性があります。
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 インスタンスの設定によって、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。
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
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
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。
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Release 1.4(3) へのアップグレードの概要
直接のファームウェア アップグレードの停止の影響

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 [Set Startup Version Only] 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 [Set Startup Version Only] 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 [Set Startup Version Only] 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、[Set Startup Version Only] 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
との間でプロトコルとファームウェア バージョンが一致しないことを検出した場合、Cisco UCS
Manager は I/O モジュールをファブリック インターコネクトのファームウェアと同じバージョン
に自動的にアップデートし、ファームウェアをアクティブにして I/O モジュールを再度リブート
します。
アップグレード時の [Ignore Compatibility Check] の選択
より新しいリリースに直接アップグレードするときは、[Ignore Compatibility Check] を選択するこ
とを推奨します。 より新しいリリースには、旧リリースとの互換性がないコードが含まれている
場合があります。 このオプションによって、アップグレードが実行され、互換性の問題が回避さ
れます。
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 インスタンス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。

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 インスタ
ンスで、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。
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Release 1.4(3) へのアップグレードの概要
直接のファームウェア 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。 コンソール セッションは終了しません。
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。
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Release 1.4(3) へのアップグレードの概要
直接のファームウェア アップグレードの停止の影響

• サーバ トラフィックが中断します。

Cisco UCS Release 1.4(1)/1.4(2) から Release 1.4(3) へのアップグレード
14

OL-25310-04-J

