ファームウェア プロファイル
この章は、次の内容で構成されています。
• ファームウェア管理メニュー, 1 ページ

ファームウェア管理メニュー
ファームウェア イメージは、ローカル サーバまたはネットワーク サーバからアップロードでき
ます。プロファイル名は、ローカルおよびネットワークの両方のイメージ プロファイルの間で一
意である必要があります。
シスコは、すべての Cisco IMC Supervisor コンポーネントをアップグレードするためのファーム
ウェアのアップデートをまとめて提供します。ファームウェアのアップデートは、cisco.com から
ダウンロードできます。サーバが Cisco IMC Supervisor で管理されていない場合はアップグレード
できません。E シリーズ ファームウェア イメージをダウンロードするには、cisco.com アカウント
への契約アクセスの関連付けを行う必要があります。

ローカル サーバへのイメージの追加
ローカル マシンからファームウェア イメージを追加するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[Systems] > [Firmware Management] を選択します。

ステップ 2

[Images - Local] タブをクリックし、[+] をクリックしてイメージを追加します。

ステップ 3

[Add Firmware Image - Local] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
フィールド

説明

[Profile Name] フィールド

プロファイルを記述する一意の名前を入力します。
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フィールド

説明

[Enable Proxy Configuration]
チェックボックス

（任意）このチェックボックスは、設定したプロキシ設定の詳
細を取得します。
（注）
すでに設定している Cisco.com のユーザ クレデンシャ
ルとプロキシ設定の詳細が自動的に取得されます。
Cisco.com クレデンシャルの設定については Cisco.com
ユーザの設定 を参照し、プロキシ設定については プ
ロキシの設定 を参照してください。

[Platform] ドロップダウン リス ドロップダウン リストからプラットフォームを選択します。
ト
少なくとも 1 つのサーバを管理するプラットフォームだけがこ
こにリストされます。
[Available Image] ドロップダウ
ン リスト

ドロップダウン リストから .iso イメージを選択します。

[Download Now] チェックボック プロファイルの追加後、ただちに .iso イメージをダウンロード
ス
するには、このチェックボックスをオンにします。そうでない
場合は、[Download Image] をクリックして、後でイメージをダ
ウンロードすることができます。
[Accept License Agreement]

ライセンス契約書に同意するには、このチェックボックスをオ
ンにします。[Terms and Conditions] リンクをクリックすると、
エンド ユーザ ライセンス契約書を確認できます。
（注）

ライセンス契約書に合意しない場合、イメージを後
でダウンロードする予定であっても、ファームウェ
ア プロファイルを作成することはできません。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。

ステップ 5

[Submit Result] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
• プロファイル設定の詳細を表示し、ファームウェア イメージの詳細を変更し、イ
（注）
メージ プロファイルを削除できます。同時に複数のプロファイルを選択して削除
することもできます。
• Cisco IMC Supervisor アプライアンスが、これらのイメージにリモートでマッピン
グできる必要があります。
• [Images-Local] ウィンドウからイメージを選択し、cisco.com からイメージをダウン
ロードできます。イメージのダウンロードが必要になるファームウェア プロファ
イルの場合は、[Download Image] オプションを使用してダウンロード プロセスを
延期し、後で開始することができます。また、[Delete Image] オプションを使用し
て、cisco.com からダウンロードしたイメージを削除することもできます。
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ローカル ファイル システムからのイメージのアップロード
ローカル ファイル システムから Cisco IMC Supervisor システムに ISO イメージをアップロードす
るには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Systems] > [Firmware Management] を選択します。

ステップ 2

[Images - Local] タブをクリックし、[Upload] をクリックしてイメージを追加します。

ステップ 3

[Upload Firmware Image - Local] ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
フィールド

説明

[Profile Name] フィールド

プロファイルを記述する一意の名前を入力します。

[Platform] ドロップダウン リス C シリーズまたは E シリーズ プラットフォームを選択します。
ト
[File Name] フィールド

ローカル ファイル システムでアップロードするファイルを検
索して選択するには、[Browse] を選択します。

ステップ 4

[Upload] をクリックします。

ステップ 5

アップロードが完了したら、[File Upload] 確認ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。
• プロファイル設定の詳細を表示し、ファームウェア イメージの詳細を変更し、イ
（注）
メージ プロファイルを削除できます。同時に複数のプロファイルを選択して削除
することもできます。
• [Delete Profile] オプションを使用すると、プロファイルに関連付けられたイメージ
を削除できます。誤ったイメージをアップロードしたり、ファイルがプロファイル
に関連付けられていない場合は、定期的に（月に 1 回）実行されるシステム消去タ
スクによって、Cisco IMC Supervisor アプライアンスからファイルが削除されます。

ネットワーク サーバからのイメージの追加
プロファイル名、リモート IP、リモート ファイル名などを提供することで、ネットワーク サーバ
からファームウェア イメージを追加するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Systems] > [Firmware Management] を選択します。

ステップ 2

[Images - Network] タブをクリックし、[+] をクリックしてイメージを追加します。

ステップ 3

[Add Firmware Image - Network] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
フィールド

説明

[Profile Name] フィールド

プロファイルを記述する一意の名前。プロファイル名は固有で
ある必要があります。

[Platform] ドロップダウン リス ドロップダウン リストからプラットフォームを選択します。
ト
少なくとも 1 つのサーバを管理するプラットフォームだけがこ
こにリストされます。
[Server Type] ドロップダウン リ ネットワーク ファイル システム（NFS）、Common Internet File
スト
System（CIFS）または HTTP/S サーバ タイプを選択します。
[Remote IP] フィールド（NFS お リモート IP アドレスを入力します。
よび CIFS サーバ タイプの場合
のみ）
[Remote Share] フィールド（NFS リモート共有パスを入力します。
および CIFS サーバ タイプの場
合のみ）
[Remote File Name] フィールド リモート ファイル名を入力します。
（NFS および CIFS サーバ タイ （注）
リモート ファイル名は Host Upgrade Utility ISO ファ
プの場合のみ）
イルです。
[Location Link] フィールド
イメージの場所の有効な http または https URL リンクを入力し
（HTTP サーバ タイプの場合の ます。
み）
[User Name] フィールド

ネットワーク パスのユーザ名を入力します。

[Password] フィールド

ネットワーク パスのパスワードを入力します。

[Mount Options] ドロップダウン [Mount Options] ドロップダウン リストから、有効なマウント
リスト（CIFS サーバ タイプの オプションを選択します。
（注）
場合のみ）
Cisco IMC バージョン 2.0(8) 以降を実行しているサー
バ用にマウント オプションを選択できます。
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ステップ 4

[Submit] をクリックします。

ステップ 5

[Submit Result] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
• プロファイル設定の詳細を表示し、ファームウェア イメージの詳細を変更し、イ
（注）
メージ プロファイルを削除できます。同時に複数のプロファイルを選択して削除
することもできます。
• Cisco IMC Supervisor アプライアンスが、これらのイメージにリモートでマッピン
グできる必要があります。

ファームウェアのアップグレード
はじめる前に
Cisco IMC バージョン 2.0(x) にアップグレードする場合、デフォルトの Cisco IMC パスワードを変
更する必要があります。

（注）

単一の Cisco UCS C3260 高密度ストレージ ラック サーバ シャーシの一部である両方のサーバ
を同時にアップグレードすることは推奨されません。
Cisco IMC Supervisor をアップグレードする前に、ファームウェア プロファイルがすでに設定
されている場合は、CCO クレデンシャルとプロキシの詳細が設定されていることを確認して
ください。設定については、Cisco.com ユーザの設定 および プロキシの設定 を参照してくだ
さい。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Systems] > [Firmware Management] を選択します。

ステップ 2

[Firmware Upgrades] タブをクリックします。

ステップ 3

[Run Upgrade] をクリックします。
警告メッセージが表示され、選択したサーバのアップグレードを実行すると、ホストがリブート
してファームウェアのアップデート ツールが起動することが通知されます。ファームウェアの
アップデートが完了すると、サーバがリブートして元のホスト OS が起動します。

ステップ 4

[OK] をクリックして確定します。

ステップ 5

[Upgrade Firmware] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
フィールド

説明

[Select Profile] ドロップダウン
リスト

ドロップダウン リストからプロファイルを選択します。
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フィールド

説明

[Platform]

サーバ プラットフォーム、ファームウェア イメージのバージョ
ン、選択したファームウェア プロファイルのパスなどの詳細を
表示できます。

[Image Version]
[Image Path]
[Server(s)] ボタン

[Select] をクリックして、リストからサーバを選択します。選
択したプロファイルで設定されているプラットフォームに一致
するサーバだけがリストに表示されます。

[Schedule later] チェックボック
ス

このチェックボックスをオンにして、アップグレードを実行す
る既存のスケジュールを選択します。[+] アイコンをクリック
して新しいスケジュールを作成することもできます。スケジュー
ル作成の詳細については、スケジュールの作成 を参照してくだ
さい。[Policies] > [Manage Schedules] の順に移動してスケジュー
ルを選択し、[View Scheduled Tasks] をクリックしてスケジュー
ルされたタスクとその進行状況を確認できます。また、スケ
ジュールされたタスクを選択し、[Remove Scheduled Tasks] をク
リックして、関連付けられているスケジュール済みタスクを削
除することもできます。

ステップ 6

[Upgrade Firmware] ダイアログボックスで、[Submit] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
（注）
ファームウェア アップグレードの詳細を表示したり、指定したアップグレード操作の
ステータス レコードを削除することもできます。
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