サービス プロファイルのファームウェア
パッケージによるファームウェアのアップ
グレード
この章は、次の項で構成されています。
• サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェア アップグレード
, 1 ページ
• ホスト ファームウェア パッケージの作成または更新, 9 ページ
• 管理ファームウェア パッケージのアップデート, 12 ページ

サービスプロファイルのファームウェアパッケージによ
るファームウェア アップグレード
サービス プロファイル内のファームウェア パッケージを使用して、サーバの BIOS など、サーバ
およびアダプタのファームウェアをアップグレードできます。ホストファームウェアポリシーを
定義して、これをサーバに関連付けられているサービス プロファイルにインクルードします。
デフォルトのホスト ファームウェア パックが更新され、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、サーバがリブートされ、新しいファームウェアが適用されます。この動
作は、新たに検出されたサーバのみが対象であるため、ファームウェア自動同期サーバ ポリシー
によって管理されません。
サービス プロファイルによって、I/O モジュール、ファブリック インターコネクト、または Cisco
UCS Manager のファームウェアをアップグレードすることはできません。それらのエンドポイン
トのファームウェアは直接アップグレードする必要があります。
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（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。必
要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新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
このポリシーでは、ホスト ファームウェア パッケージ（ホスト ファームウェア パック）を構成
するファームウェア バージョンのセットを指定することができます。ホスト ファームウェア パッ
ケージには、次のサーバおよびアダプタ エンドポイントのファームウェアが含まれています。
• アダプタ
• サーバ BIOS
• CIMC
• ボード コントローラ
• Flexフラッシュ コントローラ
• グラフィックス カード
• ホスト HBA
• ホスト HBA オプション ROM
• ホスト NIC
• ホスト NIC オプション ROM
• ローカル ディスク

（注）

ローカル ディスクは、デフォルトでホスト ファームウェア パックから除外さ
れます。
ローカル ディスク ファームウェアを更新するには、ホスト ファームウェア
パッケージにブレード パッケージを必ず含めます。ブレード パッケージに
は、ブレード サーバとラック サーバのローカル ディスク ファームウェアが
含まれています。

• PSU
• SAS エクスパンダ
• RAID コントローラ
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• ストレージ コントローラのオンボード デバイス
• ストレージ コントローラのオンボード デバイス Cpld
• ストレージ デバイスのブリッジ

メモ

ヒント

ブレードまたはラック サーバのローカル ディスク ファームウェアを更新するには、ホスト
ファームウェア パッケージにブレード パッケージを必ず含めます。ブレード パッケージに
は、ブレード サーバとラック サーバの両方のローカル ディスク ファームウェアが含まれてい
ます。

同じホスト ファームウェア パッケージに複数のファームウェアを含めることができます。た
とえば、1 つのホスト ファームウェア パッケージで BIOS ファームウェアとストレージ コン
トローラ ファームウェアの両方を使用したり、異なる 2 つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対し
ては 1 つのファームウェア バージョンしか使用できません。システムはエンドポイントで必
要なファームウェア バージョンを認識し、それ以外のファームウェア バージョンは無視しま
す。
また、新しいホスト ファームウェア パッケージを作成するとき、または既存のホスト ファーム
ウェア パッケージを変更するときに、ホスト ファームウェア パッケージから特定のコンポーネ
ントのファームウェアを除外できます。たとえば、ホスト ファームウェア パッケージによって
RAID コントローラ ファームウェアをアップグレードしない場合は、ファームウェア パッケージ
コンポーネントのリストから RAID コントローラ ファームウェアを除外できます。

（注）

各ホスト ファームウェア パッケージは、すべてのファームウェア パッケージ（ブレードおよ
びラック）に共通の除外されたコンポーネントの1つのリストに関連付けられます。ファーム
ウェア パッケージ タイプごとに別の除外リストを設定するには、別のホスト ファームウェア
パッケージを使用します。
ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた
すべてのサーバにプッシュされます。
このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービス プロファイルが関連付けられている
すべてのサーバでホストファームウェアが同一となります。したがって、サービスプロファイル
をあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェア バージョンはそのまま変わり
ません。さらに、ファームウェアパッケージのエンドポイントのファームウェアバージョンを変
更した場合、その影響を受けるサービス プロファイルすべてに新しいバージョンが適用されま
す。この結果、サーバがリブートされることがあります。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス
プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
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このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリック インターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。Cisco UCS
Manager によりサーバとサービス プロファイルの関連付けが実行される際にファームウェア イ
メージが使用できない場合、Cisco UCS Manager はファームウェア アップグレードを無視し、関
連付けを終了します。

管理ファームウェア パッケージ
（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。必
要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。
このポリシーでは、管理ファームウェア パッケージ（管理ファームウェア パック）を構成する
ファームウェアバージョンのセットを指定することができます。管理ファームウェアパッケージ
には、サーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）が含まれています。CIMC を直接
アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。
ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた
すべてのサーバにプッシュされます。このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービ
ス プロファイルに関連付けられているすべてのサーバで CIMC ファームウェアが同一となりま
す。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファー
ムウェア バージョンはそのまま変わりません。
このポリシーはサービス プロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス
プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。
このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリック インターコネク
トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。

サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用したファー
ムウェアのアップグレードのステージ
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 ポリシーを使用して、サーバおよび
アダプタ ファームウェアをアップグレードすることができます。
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注意

メンテナンス ウィンドウを設定およびスケジュールしている場合を除き、エンドポイントを
追加するか既存のエンドポイントのファームウェア バージョンを変更してホスト ファームウェ
ア パッケージを変更した場合は、変更を保存するとすぐに Cisco UCS Manager によって、エン
ドポイントがアップグレードされます。そのファームウェア パッケージに関連付けられてい
るすべてのサーバがリブートされるため、サーバ間のデータ トラフィックが中断します。

新しいサービス プロファイル
新しいサービス プロファイルの場合、このアップグレードは次のステージで行われます。
ファームウェア パッケージ ポリシーの作成
このステージでは、ホスト ファームウェア パッケージを作成します。
サービス プロファイルのアソシエーション
このステージで、サービス プロファイルにファームウェア パッケージを含め、サービス プ
ロファイルとサーバとの関連付けを形成します。システムによって、選択したファームウェ
ア バージョンがエンドポイントにプッシュされます。サーバをリブートし、ファームウェ
ア パッケージで指定したバージョンがエンドポイントで確実に実行されるようにします。

既存のサービス プロファイル
サーバと関連付けられているサービスプロファイルの場合は、メンテナンスウィンドウを設定お
よびスケジュールしている場合を除いて、ファームウェア パッケージへの変更を保存するとすぐ
に Cisco UCS Manager によってファームウェアがアップグレードされ、サーバがリブートされま
す。メンテナンス ウィンドウを設定およびスケジュールしている場合は、Cisco UCS Manager に
よってその時間までアップグレードとサーバのリブートが延期されます。

サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップ
デートの影響
サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用してファームウェアをアップデートす
るには、パッケージ内のファームウェアをアップデートする必要があります。ファームウェア
パッケージへの変更を保存した後の動作は、Cisco UCS ドメインの設定によって異なります。
次の表に、サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用するサーバのアップグレー
ドに対する最も一般的なオプションを示します。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

ファームウェア パッケージ メンテナンス ポリ
がサービス プロファイルま シーなし
たはアップデート中のサー
ビス プロファイル テンプ
レートに含まれていない。

アップグレード処理
ファームウェア パッケージのアップデート後
に、次のいずれかを実行します。
• 一部のサーバまたはすべてのサーバを同
時にリブートおよびアップグレードする
には、サーバに関連付けられている 1 つ
以上のサービスプロファイルまたはアッ
プデート中のサービス プロファイル テ
ンプレートにファームウェア パッケー
ジを追加します。

または
既存のサービス プロファイ
ルまたはアップデート中の
サービス プロファイル テン
プレートを変更せずに
ファームウェアをアップグ
レードする。

• 一度に 1 台のサーバをリブートおよび
アップグレードするには、各サーバに対
して次の手順を実行します。
1 新しいサービス プロファイルを作成
し、そのサービス プロファイルに
ファームウェア パッケージを含めま
す。
2 サービス プロファイルからサーバの
関連付けを解除します。
3 サーバを新規サービス プロファイル
と関連付けます。
4 サーバがリブートされ、ファームウェ
アがアップグレードされた後に、新
規サービス プロファイルからサーバ
の関連付けを解除し、このサーバを
元のサービス プロファイルに関連付
けます。
注意
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元のサービス プロファイルにスクラ
ブ ポリシーが含まれている場合は、
サービス プロファイルの関連付けを
解除すると、ディスクまたは BIOS が
新規サービス プロファイルに関連し
てスクラビング処理されるときにデー
タが失われることがあります。

サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェアのアップグレード
サービス プロファイルのファームウェア パッケージに対するアップデートの影響

サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

アップグレード処理

ファームウェア パッケージ
が 1 つ以上のサービス プロ
ファイルに含まれており、
このサービス プロファイル
が 1 つ以上のサーバに関連
付けられている。

メンテナンス ポリ
シーなし

ファームウェア パッケージをアップデートす
ると、次のようになります。

または
ファームウェア パッケージ
がアップデート中のサービ
ス プロファイル テンプレー
トに含まれており、このテ
ンプレートから作成された
サービス プロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け
られている。

または

1 ファームウェア パッケージの変更は、保
存と同時に有効になります。
即時アップデート用
に設定されたメンテ 2 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
ナンス ポリシー。
クルードしているサービス プロファイル
に関連付けられているすべてのサーバに照
らして、モデル番号とベンダーが検証され
ます。モデル番号とベンダーがポリシーの
ファームウェア バージョンと一致する場
合は、Cisco UCS によりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ
ます。
ファームウェア パッケージを含むサービス
プロファイルに関連付けられているすべての
サーバが同時にリブートされます。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

アップグレード処理

ファームウェア パッケージ ユーザ確認応答に関 ファームウェア パッケージをアップデートす
が 1 つ以上のサービス プロ して設定済み
ると、次のようになります。
ファイルに含まれており、
1 Cisco UCS によって、変更を確認するよう
このサービス プロファイル
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ
が 1 つ以上のサーバに関連
のリブートが必要であることが通知されま
付けられている。
す。
または
2 点滅している [Pending Activities] ボタンを
ファームウェア パッケージ
クリックし、リブートして新規ファーム
がアップデート中のサービ
ウェアを適用するサーバを選択します。
ス プロファイル テンプレー
3 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
トに含まれており、このテ
クルードしているサービス プロファイル
ンプレートから作成された
に関連付けられているすべてのサーバに照
サービス プロファイルが 1
らして、モデル番号とベンダーが検証され
つ以上のサーバに関連付け
ます。モデル番号とベンダーがポリシーの
られている。
ファームウェア バージョンと一致する場
合は、Cisco UCS によりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ
ます。
サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェア パッケージが適用さ
れたり、保留中のアクティビティがキャンセ
ルされることはありません。[Pending
Activities] ボタンを使用して、保留中のアク
ティビティを確認応答するか、またはキャン
セルする必要があります。
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サービス プロファイル

メンテナンス ポリ
シー

ファームウェア パッケージ
が 1 つ以上のサービス プロ
ファイルに含まれており、
このサービス プロファイル
が 1 つ以上のサーバに関連
付けられている。

特定のメンテナンス ファームウェア パッケージをアップデートす
ウィンドウ時に有効 ると、次のようになります。
になる変更に関して
1 Cisco UCS によって、変更を確認するよう
設定済み。
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ
のリブートが必要であることが通知されま
す。

または
ファームウェア パッケージ
がアップデート中のサービ
ス プロファイル テンプレー
トに含まれており、このテ
ンプレートから作成された
サービス プロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け
られている。

アップグレード処理

2 点滅している [Pending Activities] ボタンを
クリックし、リブートして新規ファーム
ウェアを適用するサーバを選択します。
3 Cisco UCS によって、このポリシーをイン
クルードしているサービス プロファイル
に関連付けられているすべてのサーバに照
らして、モデル番号とベンダーが検証され
ます。モデル番号とベンダーがポリシーの
ファームウェア バージョンと一致する場
合は、Cisco UCS によりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ
ます。
サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェア パッケージが適用さ
れたり、スケジュールされたメンテナンス ア
クティビティがキャンセルされることはあり
ません。

ホスト ファームウェア パッケージの作成または更新
ポリシーが、サーバに関連付けられている 1 つ以上のサービス プロファイルに含まれており、そ
れらのサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれていない場合、メンテナンス ウィ
ンドウを設定およびスケジュールしていないと、ホスト ファームウェア パッケージ ポリシーを
保存するとすぐに、Cisco UCS Manager によってサーバとアダプタのファームウェアが新しいバー
ジョンで更新およびアクティブ化され、サーバがリブートされます。
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ヒント

同じホスト ファームウェア パッケージに複数のファームウェアを含めることができます。た
とえば、1 つのホスト ファームウェア パッケージで BIOS ファームウェアとストレージ コン
トローラ ファームウェアの両方を使用したり、異なる 2 つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対し
ては 1 つのファームウェア バージョンしか使用できません。システムはエンドポイントで必
要なファームウェア バージョンを認識し、それ以外のファームウェア バージョンは無視しま
す。
また、新しいホスト ファームウェア パッケージを作成するとき、または既存のホスト ファーム
ウェア パッケージを変更するときに、ホスト ファームウェア パッケージから特定のコンポーネ
ントのファームウェアを除外できます。

重要

各ホスト ファームウェア パッケージは、すべてのファームウェア パッケージ（ブレードおよ
びラック）に共通の除外されたコンポーネントの1つのリストに関連付けられます。ファーム
ウェア パッケージ タイプごとに別の除外リストを設定するには、別のホスト ファームウェア
パッケージを使用します。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name

指定した組織の組織モードを開始します。ルート
組織モードを開始するには、org-name として / を
入力します。

ステッ
プ2

UCS-A org/ # create
fw-host-packpack-name

ホストファームウェアパッケージを選択したパッ
ケージ名で作成し、組織ファームウェア ホスト
パッケージ モードを開始します。

ステッ
プ3

UCS-A /org/fw-host-pack # set descr
description

（任意）
ホスト ファームウェア パッケージの説明を記入
します。
（注）
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説明にスペース、特殊文字、または句
読点が含まれている場合、説明を引用
符で括る必要があります。引用符は、
show コマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェアのアップグレード
ホスト ファームウェア パッケージの作成または更新

ステッ
プ4

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A org/fw-host-pack # create
pack-image "hw-vendor-name"
"hw-model" {adapter | board-controller
| cimc| graphics-card| host-hba |
host-hba-optionrom | host-nic |
local-disk | raid-controller | server-bios}
"version-num"

ホスト ファームウェア パッケージのパッケージ
イメージを作成し、組織ファームウェア ホスト
パッケージ イメージ モードを開始します。
hw-vendor-name は、ベンダーのフルネームと一致
する必要があり、引用符で始まって引用符で終わ
る必要があります。hw-vendor-name および
hw-model 値は、show image detail コマンド入力時
にパッケージ イメージの判別を容易にするラベル
です。version-num 値は、パッケージのイメージに
使用されているファームウェアのバージョン番号
を指定します。
モデルとモデル番号（PID）は、このファームウェ
ア パッケージに関連付けられているサーバに一致
する必要があります。 誤ったモデルまたはモデル
番号を選択すると、Cisco UCS Manager はファー
ムウェア更新ファイルをインストールできませ
ん。

ステッ
プ5

UCS-A org/fw-host-pack # create
ホスト ファームウェア パッケージから指定され
exclude-server-component {adapter | たコンポーネントを除外します。
board-controller | cimc |
（注）
デフォルトで、local-disk はホスト
flexflash-controller | graphics-card |
ファームウェア パッケージから除外さ
host-hba | host-hba-optionrom | host-nic
| host-nic-optionrom | local-disk | psu |
れます。
raid-controller | sas-expander |
server-bios |
storage-controller-onboard-device |
storage-controller-onboard-device-cpld
| storage-device-bridge | unspecified

ステッ
プ6

UCS-A org/fw-host-pack/pack-image #
set versionversion-num

（任意）
パッケージ イメージのバージョン番号を指定しま
す。この番号を変更すると、サービス プロファイ
ル経由でファームウェアを使用して、すべてのコ
ンポーネントのファームウェア更新が実行されま
す。このステップは、ホストファームウェアパッ
ケージ更新時にのみ使用し、作成時には使用しま
せん。
（注）

ホスト ファームウェア パッケージには
複数のパッケージ イメージを含めるこ
とができます。その他のコンポーネン
トについて、追加パッケージ イメージ
を作成するには、ステップ 4 と ステッ
プ 5 を繰り返します。
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サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェアのアップグレード
管理ファームウェア パッケージのアップデート

ステッ
プ7

コマンドまたはアクション

目的

UCS-A org/fw-host-pack/pack-image #
commit-buffer

トランザクションをコミットします。
Cisco UCS Manager はモデル番号とベンダーを、
このポリシーが含まれているサービス プロファイ
ルに関連付けられているすべてのサーバと照合し
ます。 モデル番号とベンダーがポリシー内の
ファームウェアバージョンに一致する場合、Cisco
UCS Manager により、サービス プロファイルに含
まれているメンテナンス ポリシー内の設定に従っ
てファームウェアが更新されます。

次に、app1 ホスト ファームウェア パッケージを作成して、バージョン 02.00.77 ファームウェアで
アダプタ パッケージ イメージを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # create fw-host-pack app1
UCS-A /org/fw-host-pack* # set descr "This is a host firmware package example."
UCS-A /org/fw-host-pack* # create pack-image "Cisco Systems Inc" "N20-AQ0102" adapter
"02.00.77"
UCS-A /org/fw-host-pack/pack-image* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-host-pack/pack-image #

次に、app1 ホスト ファームウェア パッケージからサーバ BIOS コンポーネントを除外し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter fw-host-pack app1
UCS-A /org/fw-host-pack* # create exclude-server-component server-bios
UCS-A /org/fw-host-pack/exclude-server-component* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-host-pack/exclude-server-component #

次の作業
ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

管理ファームウェア パッケージのアップデート
（注）

Cisco UCS は、新しい管理ファームウェア パッケージの作成をサポートしなくなりました。必
要な場合は、既存の管理ファームウェア パッケージを変更および更新することができます。
ただし、管理ファームウェア パッケージをすべてのサービス プロファイルから削除し、ホス
ト ファームウェア パッケージを使用してサーバ上の Cisco Integrated Management Controller
（CIMC）を更新することをお勧めします。
ポリシーが、サーバに関連付けられている 1 つ以上のサービス プロファイルに含まれており、そ
れらのサービス プロファイルにメンテナンス ポリシーが含まれていない場合、メンテナンス ウィ
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サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェアのアップグレード
管理ファームウェア パッケージのアップデート

ンドウを設定およびスケジュールしていないと、管理ファームウェアパッケージポリシーを保存
するとすぐに、Cisco UCS Manager によってサーバの管理ファームウェアが新しいバージョンで更
新およびアクティブ化され、サーバがリブートされます。

はじめる前に
ファブリック インターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認し
ます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ1

UCS-A# scope org org-name 指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織モー
ドを開始するには、org-name として / を入力します。

ステッ
プ2

UCS-A org/ # scope
fw-mgmt-packpack-name

ステッ
プ3

UCS-A /org/fw-mgmt-pack # （任意）
set descr description
管理ファームウェア パッケージの説明を記入します。

指定したパッケージ名で管理ファームウェア パッケージ
を作成し、組織ファームウェア管理パッケージ モードを
開始します。

（注）

ステッ
プ4

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含
まれている場合、説明を引用符で括る必要があ
ります。引用符は、show コマンド出力の説明
フィールドには表示されません。

UCS-A org/fw-mgmt-pack # 管理ファームウェア パッケージのパッケージ イメージを
create pack-image
作成し、組織ファームウェア管理パッケージ イメージ
"hw-vendor-name" "hw-model" モードを開始します。hw-vendor-name および hw-model 値
cimc "version-num"
は、show image detail コマンド入力時にパッケージ イメー
ジの判別を容易にするラベルです。version-num 値は、
パッケージのイメージに使用されているファームウェア
のバージョン番号を指定します。
モデルとモデル番号（PID）は、このファームウェアパッ
ケージに関連付けられているサーバに一致する必要があ
ります。 誤ったモデルまたはモデル番号を選択すると、
Cisco UCS Manager はファームウェア更新ファイルをイン
ストールできません。

ステッ
プ5

UCS-A
（任意）
org/fw-mgmt-pack/pack-image パッケージ イメージのバージョン番号を指定します。こ
# set versionversion-num
の番号を変更すると、サービスプロファイル経由でファー
ムウェアを使用して、すべてのコンポーネントのファー
ムウェア更新が実行されます。このステップは、ファー
ムウェア パッケージ更新時にのみ使用し、作成時には使
用しません。
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サービス プロファイルのファームウェア パッケージによるファームウェアのアップグレード
管理ファームウェア パッケージのアップデート

コマンドまたはアクション 目的
ステッ
プ6

UCS-A
トランザクションをコミットします。
org/fw-mgmt-pack/pack-image
Cisco UCS Manager はモデル番号とベンダーを、このポリ
# commit-buffer
シーが含まれているサービス プロファイルに関連付けら
れているすべてのサーバと照合します。 モデル番号とベ
ンダーがポリシー内のファームウェア バージョンに一致
する場合、Cisco UCS Manager により、サービス プロファ
イルに含まれているメンテナンス ポリシー内の設定に
従ってファームウェアが更新されます。

次に、cimc1 ホスト ファームウェア パッケージを更新して、バージョン 1.0(0.988) のファームウェ
アを持つ CIMC パッケージ イメージを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope fw-mgmt-pack cimc1
UCS-A /org/fw-mgmt-pack* # set descr "This is a management firmware package example."
UCS-A /org/fw-mgmt-pack* # create pack-image "Cisco Systems Inc" "SB-1600-CTRL" cimc
"2.3(200.166)"
UCS-A /org/fw-mgmt-pack/pack-image* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-mgmt-pack/pack-image #

次の作業
ポリシーをサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。
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