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ファームウェアの概要
C シリーズ サーバは、使用する C シリーズ サーバ モデルに特有のシスコ認定ファームウェアを
使用します。すべてのサポート対象サーバモデルのファームウェアの新しいリリースは、Cisco.com
からダウンロードできます。
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注意

新しい BIOS ファームウェアをインストールするとき、それはサーバで実行されている Cisco
IMC ファームウェアと同じソフトウェア リリースに属する必要があります。新しい BIOSファー
ムウェアのインストールは、必ず一致する Cisco IMC ファームウェアをアクティブにした後に
行ってください。そうしないと、サーバはブートしません。
起こりうる問題を避けるため、Cisco Host Upgrade Utility（HUU）を使用することを強く推奨し
ます。このユーティリティは BIOS、Cisco IMCおよびその他のファームウェアを互換性のある
レベルにアップグレードします。このユーティリティの詳細については、インストールする
Cisco IMC ソフトウェア リリースに対応する HUU のバージョンの『Cisco Host Upgrade Utility
Guide』を参照してください。HUU のガイドは次の URL にあります。http://www.cisco.com/en/
US/products/ps10493/products_user_guide_list.html。
ファームウェアを手動で更新する場合は、最初に Cisco IMC ファームウェアを更新する必要があ
ります。Cisco IMC ファームウェアの更新プロセスは、次の段階に分けられます。これは、サーバ
がオフラインになる時間を最小限にするためです。
• インストール：この段階では、Cisco IMC は選択した非アクティブまたはバックアップの
Cisco IMC ファームウェアをサーバのスロットにインストールします。
• アクティベーション：この段階では、Cisco IMC は非アクティブのファームウェア バージョ
ンをアクティブとして設定するため、サービスの中断の原因となります。サーバをリブート
すると、新規のアクティブ スロット内のファームウェアが、実行中のバージョンになりま
す。
Cisco IMC ファームウェアをアクティブ化した後は、BIOS ファームウェアを更新できます。BIOS
更新のプロセス全体でサーバの電源をオフにする必要があるため、プロセスは段階に分類されま
せん。その代わり、入力するコマンドは 1 つで済みます。Cisco IMC は BIOS ファームウェアをで
きる限り迅速にインストールし、更新します。Cisco IMC がリブートを完了すると、サーバの電源
をオンにして、サービスに戻すことができます。

（注）

• 古いファームウェア バージョンを新しいものにアップグレードしたり、新しいファーム
ウェア バージョンを古いものにダウングレードしたりできます。
• この手順は、スタンドアロン モードで実行している Cisco UCS C シリーズ サーバにのみ
適用されます。Cisco UCS Manager の統合モードで実行している UCS C シリーズのファー
ムウェアをアップグレードするには、Cisco Technical Assistance Center にお問い合わせく
ださい。
セキュア モードの Cisco IMC では、ロードおよび実行前のすべてのファームウェア イメージがデ
ジタル的に署名され、信頼性と整合性が確認され、改竄されたソフトウェアの実行からデバイス
を確実に保護できます。
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シスコからのファームウェアの取得
手順
ステップ 1

http://www.cisco.com/ を参照します。

ステップ 2

まだログインしていない場合は、ページの右上隅にある [Log In] をクリックし、Cisco.com の資格
情報を使用してログインします。

ステップ 3

上部のメニュー バーで、[Support] をクリックします。

ステップ 4

ロール ダウン メニューの [All Downloads] をクリックします。

ステップ 5

使用しているサーバ モデルが [Recently Used Products] リストに表示される場合は、サーバ名をク
リックします。表示されない場合は、次の手順を実行します。
a) 左側のボックスの [Products] をクリックします。
b) 中央のボックスで、[Unified Computing and Servers] をクリックします。
c) 右側のボックスで、[Cisco UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software] をクリックしま
す。
d) 右側のボックスで、ダウンロードするソフトウェアのサーバ モデルをクリックします。

ステップ 6

[Unified Computing System (UCS) Server Firmware] リンクをクリックします。

ステップ 7

（任意） ページの左側のメニュー バーから以前のリリースを選択します。

ステップ 8

選択したリリースの Cisco Host Upgrade Utility ISO に関連付けられている [Download] ボタンをク
リックします。

ステップ 9

[Accept License Agreement] をクリックします。

ステップ 10

ISO ファイルをローカル ドライブに保存します。
この ISO ファイルを使用してサーバの Cisco IMC と BIOS 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。この ISO ファイルには、Cisco Host Upgrade Utility が含まれます。このユー
ティリティの詳細については、インストールする Cisco IMC ソフトウェア リリースに対応する
HUU のバージョンの『Cisco Host Upgrade Utility Guide』を参照してください。HUU のガイドは次
の URL にあります。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_list.html。

ステップ 11

（任意） Cisco IMC と BIOS ファームウェアを手動でアップグレードする予定の場合、次の手順
を実行します。
a) ISO ファイルから、ファームウェア インストール ファイルが格納されている ZIP ファイルを
開きます。
この ZIP ファイルは ISO ファイルの最上位にあり、名前の形式は
ServerModel_ReleaseNumber.ZIP です。
たとえば、C240M3_1.4.4A.ZIP という名前になっています。
この ZIP ファイルに格納されているすべてのファイルを抽出する必要はありません。このファ
イルを開くだけで、BIOS ファームウェアのインストール用 CAP ファイルと、Cisco IMC ファー
ムウェアのインストール用 BIN ファイルが含まれる ZIP ファイルにアクセスできます。
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b) ServerModel_ReleaseNumber.ZIP ファイルから、BIOS ファームウェアのインストール用
の CAP ファイルを抽出し、ローカル ドライブに保存します。
CAP ファイルは ReleaseNumber/bios/cisco imc フォルダにあり、ファイル名は
Server-BIOS-Release-Number.CAP という形式です。
たとえば、1.4.4a/bios/cisco imc/C240-BIOS-1-4-4c-0.CAP などです。
c) ServerModel_ReleaseNumber.ZIP ファイルから、Cisco IMC ファームウェアのインストー
ル用ファイルを含む ZIP ファイルを開きます。
ZIP ファイルは ReleaseNumber/cisco imc フォルダにあり、ファイル名は
server-model-cisco imc-release.zip という形式です。
たとえば、1.4.4a/cisco imc/c240-m3-cisco imc.1.4.4a.zip などです。
この ZIP ファイルに格納されているすべてのファイルを抽出する必要はありません。このファ
イルを開くだけで、Cisco IMC ファームウェアのインストール用 BIN ファイルにアクセスでき
ます。
d) server-model-cisco imc-release.zip ファイルから、完全な Cisco IMC ファームウェ
アのインストール用 BIN ファイルを抽出し、ローカル ドライブに保存します。
BIN ファイルは server-model-cisco imc-release フォルダにあり、ファイル名は
upd-pkg-server-model-cisco imc.full.release.bin という形式です。
たとえば、c240-m3-cisco imc.1.4.4a/upd-pkg-c240-m3-cisco
imc.full.1.4.4a.bin などです。
ステップ 12

（任意） リモート サーバからファームウェアをインストールする予定の場合、そのリモート サー
バに BIOS のインストール用 CAP ファイルと Cisco IMC インストール用 BIN ファイルをコピーし
ます。
リモート サーバは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
サーバにはリモート サーバのコピー先フォルダに対する読み取り権限が必要です。
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Cisco UCS C シリーズ サーバでは、リモート サーバからファームウェアを更新すると、
サーバのフィンガープリントの確認をサポートするようになりました。このオプション
は、リモート サーバ タイプとして SCP または SFTP を選択した場合にのみ使用できま
す。

（注）

このアクションを実行しながら、リモート サーバ タイプとして SCP または SFTP を選
択した場合、「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print _ID> Do you wish to
continue?」というメッセージが表示されます。サーバ フィンガープリントの信頼性に応
じて、[Y] または [N] をクリックします。
フィンガープリントはホストの公開キーに基づいており、接続先のホストを識別または
確認できます。

次の作業
Cisco Host Upgrade Utility を使用してサーバ上のすべてのファームウェアをアップグレードする
か、手動でサーバに Cisco IMC ファームウェアをインストールします。

Cisco IMC セキュア ブートについて
Cisco IMC のセキュア モードについて
（注）

Cisco IMC のセキュア ブート モードは、一部の Cisco UCS C シリーズ サーバでのみデフォル
トで有効になっています。
Host Upgrade Utility（HUU）、Web UI または CLI を使用して、Cisco IMC を最新バージョンに更
新できます。Cisco IMC をアップグレードするために HUU を使用する場合は、セキュア ブート
モードをイネーブルにするよう求めるプロンプトが表示されます。[Yes] を選択すると、システム
はセキュア モードを開始し、ファームウェアを 2 度インストールします。[No] を選択すると、シ
ステムは非セキュア モードを開始します。Cisco IMC をアップグレードするために Web UI または
CLI を使用する場合は、バージョン 2.0(x) にアップグレードする必要があります。バージョン
2.0(x) でシステムを起動した後、システムはデフォルトでは非セキュア モードで起動します。セ
キュアモードを有効にする必要があります。セキュアモードを有効にすると、自動的にファーム
ウェアが再インストールされます。Web UI では、セキュア モード オプションが Cisco IMC ファー
ムウェア更新ページ内のチェックボックスとして利用できます。CLI では、update-secure コマンド
を使用してセキュア モードを有効にできます。
Cisco IMC バージョン 2.0 への最初のアップグレード時に、機能およびアプリケーションの一部が
正しくインストールされておらず、2 回目のアップグレードが必要であることを示す警告メッセー
ジが表示される場合があります。Cisco IMC ファームウェア バージョン 2.0(x) をセキュア モード
で正しくインストールするために、セキュアブートオプションをイネーブルまたは非イネーブル
にした状態で 2 回目のアップグレードを実行することを推奨します。インストールが完了した後、
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イメージをアクティブ化する必要があります。セキュアブートオプションをイネーブルにしたま
まシステムを起動した後は、Cisco IMC はセキュア モードのままとなり、後でディセーブルにで
きません。このイメージがアクティブになっていない場合や、他のファームウェア イメージを再
インストールした場合、Cisco IMC が応答不能になる場合があります。

警告

セキュア ブートの移行でファームウェアをインストールした後は、他の通常のサーバベース
のタスクを実行する前にイメージをアクティブにする必要があります。このイメージがアク
ティブになっていない場合や、他のファームウェア イメージを再インストールした場合、Cisco
IMC が応答不能になる場合があります。
セキュア ブートは、ファームウェアのインストールが完了し、イメージがアクティブになっ
た場合にのみイネーブルになります。

（注）

Cisco IMC がセキュア モードになっている場合、次のことを意味します。
• 署名済みの Cisco IMC ファームウェア イメージのみがデバイスにインストールされ、起
動できます。
• セキュア Cisco IMC モードは後でディセーブルにできません。
• いずれの Cisco IMC バージョンも最新バージョンに直接アップグレードできます。
• Cisco IMC のファームウェア バージョンは、バージョン 1.5(3x) より前のバージョンにイ
ンストールまたは起動できません。
• Cisco IMC バージョン 2.0 は、バージョン 1.4(x)、1.5、1.5(2x)、または 1.5(1)、1.5(2) また
は非セキュアのファームウェア バージョンにダウングレードできません。

最新バージョンからダウングレードする際にサポートされる Cisco IMC バージョン
次の表は、前のバージョンにダウングレードできるセキュア モードの Cisco IMC バージョンを示
します。
Cisco IMC バージョンから Cisco IMC バージョンへ

可能性

2.0(x)

1.5(1) よりも前

可能性なし

2.0(x)

1.5(3x) 以降

可能性あり

2.0(x)

1.5(3x) よりも前

可能性なし

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド、
リリース 2.0
6

Cisco IMC ファームウェア管理
非セキュア モードでの Cisco IMC の更新

（注）

使用している Cisco IMC のバージョンが非セキュア モードの場合、Cisco IMC を以前のバー
ジョンにダウングレードすることができます。

（注）

HUU を使用して 1.5(4) より前のバージョンに Cisco IMC バージョンをダウングレードする場
合は、最初に Cisco IMC をダウングレードし、その後に他のファームウェアをダウングレード
する必要があります。ファームウェアをアクティブにし、次に BIOS ファームウェアをダウン
グレードします。

Cisco IMC バージョン 2.0(1) に必要な更新回数
重要

この項は、Cisco IMC バージョン 2.0(1) 以前のリリースに有効です。

最新バージョンにアップグレードする際にサポートされる Cisco IMC バージョン
次の表に、最新バージョンのすべてのアプリケーションを正しくインストールするために Cisco
IMC に必要な更新回数を示します。
Cisco IMC バージョンから 非セキュア Cisco IMC バージョン セキュア Cisco IMC バージョン
2.0(x) へ
2.0(x) へ
1.5(2) よりも前

更新 2 回

更新 2 回

1.5（2）

更新 1 回

更新 2 回

1.5（3）

更新 1 回

更新 2 回

1.5(3x) 以降

更新 1 回

更新 2 回

非セキュア モードでの Cisco IMC の更新
重要

この項は、Cisco IMC バージョン 2.0(1) 以前のリリースに有効です。
すべての最新機能とアプリケーションが正常にインストールされた状態で、非セキュア モードで
Cisco IMC を最新バージョンにアップグレードできます。Web UI または CLI を使用して Cisco IMC
を最新バージョンにアップグレードするときは、使用しているバージョンによってはファームウェ
アを手動で 2 回更新する必要があります。「最新バージョンにアップグレードする際にサポート
される Cisco IMC バージョン」を参照してください。Cisco IMC バージョンにアップグレードする
ために HUU を使用すると、最新バージョンに自動的にアップグレードされます。
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（注）

警告

1.5(2x) よりも前のバージョンの Cisco IMC からインストールする場合は、次のメッセージが表
示されます。

"Some of the Cisco IMC firmware components are not installed properly! Please reinstall Cisco IMC firmware
version 2.0(1) or higher to recover".

（注）

（HUUによる）更新の最中は、KVM セッションに再接続して更新の現在のステータスを取
することを推奨します。

Cisco IMC が非セキュア モードで実行している場合は、次を意味します。
• 署名済みまたは未署名の Cisco ファームウェア イメージをデバイスにインストールできま
す。
• いずれの Cisco IMC バージョンも最新バージョンに直接アップグレードできます。
• Cisco IMC のファームウェア バージョンは以前のバージョンにインストールまたは起動でき
ます。

リモート サーバからの Cisco IMC ファームウェアのイン
ストール
はじめる前に
• admin 権限を持つユーザとして Cisco IMC にログインします。
• Cisco.com から Cisco Host Upgrade Utility ISO ファイルを入手し、シスコからのファームウェ
アの取得, （3 ページ） の説明に従ってファームウェア インストール ファイルを抽出しま
す。

（注）

アップデートがすでに処理中であるときにアップデートを開始すると、どちらのアップデート
も失敗します。
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手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステッ
プ1

server# scope cimc

Cisco IMC コマンド モードを開始します。

ステッ
プ2

server /cimc # scope
firmware

Cisco IMC ファームウェア コマンド モードを開始します。

ステッ
プ3

server /cimc /firmware # プロトコル、リモートサーバのIPアドレス、サーバ上のファー
updateprotocolIP
ムウェア ファイルへのファイル パスを指定します。プロトコ
Addresspath
ルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバでは、リモート サーバ
からファームウェアを更新すると、サーバのフィン
ガープリントの確認をサポートするようになりまし
た。このオプションは、リモート サーバ タイプとし
て SCP または SFTP を選択した場合にのみ使用でき
ます。
このアクションを実行しながら、リモート サーバ タ
イプとして SCP または SFTP を選択した場合、
「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」というメッセージが表
示されます。サーバ フィンガープリントの信頼性に
応じて、[Y] または [N] をクリックします。
フィンガープリントはホストの公開キーに基づいて
おり、接続先のホストを識別または確認できます。

ステッ
プ4

server /cimc/firmware # （任意）
update-secureprotocolIP Cisco IMC のセキュア ブート オプションに移行します。移行
Addresspath
は次のことを意味します。
• 署名済された Cisco IMC ファームウェア イメーにのみを
サーバ上でインストールおよびブートできます。
• バージョン 1.5(3x) 以前の Cisco IMC ファームウェアはイ
ンストールまたはブートできません。
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コマンドまたはアク
ション

目的
• セキュア ブートを後でディセーブルにすることができま
せん。
重要

警告

このアクションは、Cisco IMC 2.0(1) バージョンにのみ
使用できます。以降のバージョンでは、デフォルトで
有効になっています。
セキュア ブートの移行でファームウェアをインストー
ルした後は、他の通常のサーバベースのタスクを実行
する前にイメージをアクティブにする必要があります。
このイメージがアクティブになっていない場合や、他
のファームウェア イメージを再インストールした場
合、Cisco IMC が応答不能になる場合があります。
Cisco IMC バージョン 2.0(1) の場合、セキュア ブート
は、ファームウェアのインストールが完了し、イメー
ジがアクティブになっている場合にのみイネーブルに
なります。

ステッ
プ5

server /cimc /firmware # （任意）
show detail
ファームウェア アップデートの進捗状況を表示します。

次に、Cisco IMC ファームウェアを更新し、非セキュア ブートから Cisco IMC バージョン 2.0 のセ
キュア ブートに Cisco IMC を移行する例を示します。
server# scope cimc
server /cimc # scope firmware
server /cimc /firmware # update ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
Firmware update has started.
Please check the status using "show detail"
Server /cimc /firmware # update-secure tftp 1.1.1.1 /cimc-pkg.bin
Migrating to Cisco IMC Secure Boot option implies:
-You can install and boot only signed Cisco IMC firmware images on the server.
-You cannot install and boot Cisco IMC firmware versions prior than 1.5(3x).
-You cannot disable Secure Boot later on.
After installing the firmware with the Secure Boot migration, you must
activate the image before performing any other regular server-based tasks.
The Secure Boot option is enabled only when the firmware installation
is complete and you have activated the image.
Continue?[y|N]y
Update to Secure Boot selected, proceed with update.
Firmware update initialized.
Please check the status using "show detail".
server /cimc /firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: DOWNLOAD
Update Progress: 5
Current FW Version: 2.0(0.29)
FW Image 1 Version: 2.0(0.28)
FW Image 1 State: BACKUP INACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(0.29)
FW Image 2 State: RUNNING ACTIVATED
Boot-loader Version: 2.0(0.9).35
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Secure Boot: DISABLED
*+-----------------------------------------------------------------------+
+ Some of the Cisco IMC firmware components are not installed properly! +
+ Please reinstall Cisco IMC firmware version 2.0 or higher to recover. +
+-----------------------------------------------------------------------+
server /cimc /firmware #

次に、Cisco IMC を更新する例を示します。
server# scope cimc
server /cimc # scope firmware
server /cimc /firmware # update ftp 192.0.20.34 //test/dnld-ucs-k9-bundle.1.0.2h.bin
Firmware update has started.
Please check the status using "show detail"
server /cimc /firmware #

次の作業
新しいファームウェアをアクティブにします。

インストールした CIMC ファームウェアのアクティブ化
はじめる前に
CIMC ファームウェアをサーバにインストールします。

重要

アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• CIMC をリブートまたはリセットします。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

CIMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope firmware

ファームウェア コマンド モードを開始し
ます。

ステップ 3

Server /cimc/firmware # show detail

使用可能なファームウェア イメージおよび
ステータスを表示します。

ステップ 4

Server /cimc/firmware # activate [1 | 2] 選択したイメージをアクティブにします。
イメージ番号が指定されていない場合、
サーバは現在非アクティブのイメージをア
クティブにします。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 5

プロンプトで y と入力し、選択した BMC がリブートし、リブートが完了する
ファームウェアイメージをアクティ まですべての CLI セッションと GUI セッ
ブ化します。
ションが終了します。

ステップ 6

CLI にログインし、手順 1 ～ 3 を繰 （任意）
り返してアクティブ化されたことを
確認します。

この例では、ファームウェア イメージ 1 をアクティブ化し、BMC がリブートした後でアクティ
ブ化されたことを確認します。
Server# scope cimc
Server /cimc # scope firmware
Server /cimc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 1.3(3a)
FW Image 1 Version: 1.4(3j)
FW Image 1 State: BACKUP INACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.3(3a)
FW Image 2 State: RUNNING ACTIVATED
Boot-loader Version: 1.4(3.21).18
Server /cimc/firmware # activate 1
This operation will activate firmware 1 and reboot the BMC.
Continue?[y|N]y
.
.
-- BMC reboot -.
.
-- Log into CLI as Admin -Server# scope cimc
Server /cimc # scope firmware
Server /cimc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 100
Current FW Version: 1.4(3j)
FW Image 1 Version: 1.4(3j)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 1.3(3a)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Boot-loader Version: 1.4(3.21).18
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リモートサーバからのBIOSファームウェアのインストー
ル
（注）

この手順は、一部のサーバでは使用できません。他の BIOS インストール方法については、次
の URL で入手できる『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server BIOS Upgrade Guide』を参照して
ください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_
Firmware.html

はじめる前に
• admin 権限を持つユーザとして Cisco IMC にログインします。
• インストールした CIMC ファームウェアのアクティブ化, （11 ページ） の説明に従って、
インストールする BIOS バージョンに対応する Cisco IMC ファームウェアをアクティブにし
ます。
• サーバの電源を切ります。

（注）

C220 M4、C240 M4 および C3160 の場合は、サーバの電源をオフにする必要はありません。

（注）

アップデートがすでに処理中であるときにアップデートを開始すると、どちらのアップデート
も失敗します。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

Server# scope cimc

Cisco IMC コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /cimc # scope
firmware

ファームウェア コマンド モードを開始します。

ステップ 3

Server /cimc/firmware #
show detail

使用可能なファームウェア イメージおよびステータス
を表示します。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーション ガイド、リ
リース 2.0
13

Cisco IMC ファームウェア管理
リモート サーバからの BIOS ファームウェアのインストール

コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 4

[Current FW Version]
重要
フィールドに表示される
ファームウェア バージョ
ンが、インストールする
BIOS ファームウェア バー
ジョンと一致するかどうか
確認します。

ステップ 5

Server /cimc/firmware # top サーバのルート レベルに戻ります。

ステップ 6

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 7

Server /bios #
updateprotocolIP
Addresspath

次の情報を指定します。

Cisco IMC ファームウェア バージョンが一致し
ない場合は、この手順を続行する前に Cisco IMC
ファームウェアをアクティブ化します。そうし
ないとサーバがブートしません。詳細について
は、インストールした CIMC ファームウェアの
アクティブ化, （11 ページ）を参照してくださ
い。

• プロトコル。TFTP、FTP、SFTP、SCP、または
HTTP が使用できます。
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバでは、リモー
ト サーバからファームウェアを更新する
と、サーバのフィンガープリントの確認
をサポートするようになりました。この
オプションは、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択した場合に
のみ使用できます。
このアクションを実行しながら、リモー
ト サーバ タイプとして SCP または SFTP
を選択した場合、「Server (RSA) key
fingerprint is <server_finger_print _ID> Do
you wish to continue?」というメッセージが
表示されます。サーバ フィンガープリン
トの信頼性に応じて、[Y] または [N] をク
リックします。
フィンガープリントはホストの公開キー
に基づいており、接続先のホストを識別
または確認できます。

• リモート サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレ
ス、あるいはホスト名。
• リモート サーバ上の BIOS ファームウェア ファイ
ルへのファイル パス。
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次に、BIOS ファームウェアを Cisco IMC ソフトウェア リリース 1.4(3j) に更新する例を示します。
Server# scope bios
Server /bios# show detail
BIOS:
BIOS Version: C220M4.2.0.3.0.080720142114
Backup BIOS Version: C220M4.2.0.2.68.073120141827
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: None
Actual Boot Mode: Unknown
Last Configured Boot Order Source: UNKNOWN
Server /bios # update ftp 192.0.20.34 //upgrade_bios_files/C220-BIOS-1-4-3j-0.CAP
<CR> Press Enter key
Firmware update has started.
Please check the status using "show detail"
Server /bios #

インストールされているBIOSファームウェアのアクティ
ブ化
（注）

[Activate BIOS Firmware]（アクティブ化）オプションを使用できるのは一部の C シリーズ サー
バだけです。このオプションがないサーバでは、サーバをリブートしてインストールされてい
る BIOS ファームウェアをアクティブにします。

はじめる前に
• BIOS ファームウェアをサーバにインストールします。
• ホストの電源を切ります。

重要

アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• Cisco IMC のリブートまたはリセット。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Server# scope bios

BIOS コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server /bios # show detail

使用可能なファームウェア イメージお
よびステータスを表示します。

ステップ 3

Server /bios # activate

現在非アクティブになっているイメー
ジをアクティブにします。

ステップ 4

プロンプトで y と入力し、選択した
ファームウェア イメージをアクティ
ブ化します。

次に、ファームウェアをアクティブにしてから、アクティベーションを確認する例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # show detail
BIOS
Version: C240M4.2.0.2.67.072320142231
Backup BIOS Version: C240M4.2.0.2.66.071820142034
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: None
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: BIOS
Server /bios # activate
This operation will activate "C240M4.2.0.2.66.071820142034" after next host power off
Continue?[y|N]
Server# scope bios
Server /bios # show detail
BIOS
Version: C240M4.2.0.2.66.071820142034
Backup BIOS Version: C240M4.2.0.2.67.072320142231
Boot Order: (none)
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: None, OK
UEFI Secure Boot: disabled
Configured Boot Mode: None
Actual Boot Mode: Legacy
Last Configured Boot Order Source: BIOS

リモートサーバからのCMCファームウェアのインストー
ル
はじめる前に
• admin 権限を持つユーザとして Cisco IMC にログインします。
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• Cisco.com から Cisco Host Upgrade Utility ISO ファイルを入手し、シスコからのファームウェ
アの取得, （3 ページ） の説明に従ってファームウェア インストール ファイルを抽出しま
す。
• このアクションを使用できるのは一部の C シリーズ サーバだけです。
•
（注）

アップデートがすでに処理中であるときにアップデートを開始すると、どち
らのアップデートも失敗します。

手順
コマンドまたはアク
ション

目的

ステップ 1

server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

server /chassis # scope 選択した SIOC コントローラ コマンド モードの CMC を開始
cmc1|2
します。

ステップ 3

server /chassis/cmc #
updateprotocolIP
Addresspath

プロトコル、リモート サーバの IP アドレス、サーバ上の
ファームウェア ファイルへのファイル パスを指定します。
プロトコルは次のいずれかになります。
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
• HTTP
（注）

Cisco UCS C シリーズ サーバでは、リモート サーバ
からファームウェアを更新すると、サーバのフィン
ガープリントの確認をサポートするようになりまし
た。このオプションは、リモート サーバ タイプと
して SCP または SFTP を選択した場合にのみ使用で
きます。
このアクションを実行しながら、リモート サーバ
タイプとして SCP または SFTP を選択した場合、
「Server (RSA) key fingerprint is <server_finger_print
_ID> Do you wish to continue?」というメッセージが
表示されます。サーバ フィンガープリントの信頼
性に応じて、[Y] または [N] をクリックします。
フィンガープリントはホストの公開キーに基づいて
おり、接続先のホストを識別または確認できます。
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ステップ 4

コマンドまたはアク
ション

目的

server /chassis/cmc #
show detail

（任意）
ファームウェア アップデートの進捗状況を表示します。

次に、CMC ファームウェアを更新する例を示します。
server # scope chassis
server /chassis # scope cmc 1
server /chassis/cmc # update http 10.104.236.99 colusa_cmc.2.0.2a.img
CMC Firmware update initialized.
Please check the status using "show detail"
Server /chassis/cmc # show detail
Firmware Image Information:
Name: CMC1
Update Stage: DOWNLOAD
Update Progress: 25
Current FW Version: 2.0(2a)
FW Image 1 Version: 2.0(2a)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.0(2a)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
server /chassis/cmc #

次の作業
新しいファームウェアをアクティブにします。

インストールした CMC ファームウェアのアクティブ化
（注）

CMC は 1 つをアクティブな状態にし、他はバックアップとして機能するように設定されてい
ます。バックアップ CMC をアクティブにすると、それまでアクティブだった CMC が、バッ
クアップ CMC に変わり、もう一方がアクティブになります。

はじめる前に
CMC ファームウェアをサーバにインストールします。

重要

アクティブ化の進行中は、次のことを行わないでください。
• サーバのリセット、電源切断、シャットダウン。
• Cisco IMC のリブートまたはリセット。
• 他のすべてのファームウェアをアクティブ化します。
• テクニカル サポート データまたは設定データをエクスポートします。
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• CMC-1 アクティベーションによって Cisco IMC ネットワーク接続が中断されます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

server # scope chassis

シャーシ コマンド モードを開始します。

ステップ 2

Server# scope cmc1|2

選択した SIOC スロット コマンド モードの CMC
を開始します。

ステップ 3

Server /cmc # activate

選択した CMC に対して選択したイメージをア
クティブにします。

ステップ 4

プロンプトで y と入力し、選択 CMC-1 がリブートし、そのリブートが完了する
したファームウェア イメージ まではすべての CLI セッションと GUI セッショ
をアクティブ化します。
ンが終了しますが、CMC-2 リブートがアクティ
ブなセッションに影響を与えることはありませ
ん。

次に、SIOC スロット 1 上の CMC ファームウェアをアクティブにする例を示します。
Server # scope chassis
Server /chassis # scope cmc 1
Server /chassis/cmc # activate
Warning: The CMC will be rebooted immediately to complete the activation.
The network may go down temporarily till CMC boots up again
Continue?[y|N]y
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