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自動インストールによるファームウェアアップグレード
自動インストールでは、次の 2つの段階によって、Cisco UCSドメインを 1つのパッケージに含
まれるファームウェアバージョンにアップグレードすることができます。

•インストールインフラストラクチャファームウェア：CiscoUCSインフラストラクチャソフ
トウェアバンドルを使用して、ファブリックインターコネクト、I/Oモジュール、CiscoUCS
Managerなどのインフラストラクチャコンポーネントをアップグレードすることができま
す。

•インストールサーバファームウェア：Cisco UCS Bシリーズブレードサーバソフトウェア
バンドルを使用してCisco UCSドメインのすべてのブレードサーバをアップグレードする、
または Cisco UCS Cシリーズラックマウント UCS管理対象サーバソフトウェアバンドルを
使用してすべてのラックサーバをアップグレードすることができます。
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この 2つの段階は独立したものであり、異なる時刻に実行することや、実行されるようにスケ
ジュールすることができます。

自動インストールを使用して、インフラストラクチャコンポーネントを Cisco UCSのあるバー
ジョンに、またサーバコンポーネントを異なるバージョンにアップグレードすることができま

す。

ドメイン内の Cisco UCS Managerが Cisco UCS 2.1(1)より前のリリースである場合は、自動イ
ンストールを使用して、Cisco UCSドメイン内のインフラストラクチャまたはサーバをアップ
グレードすることはできません。ただし、Cisco UCS Managerをリリース 2.1(1)以降にアップ
グレードすると、自動インストールを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を満たし

ているCiscoUCSドメイン内の他のコンポーネントをアップグレードできます。詳細について
は、「自動インストールによるアップグレードに関する注意、ガイドライン、および制約事

項」および該当する『Cisco UCSアップグレードガイド』を参照してください。

（注）

自動インストール後の直接アップグレード

自動インストール中、デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョンが

設定されます。自動インストール後に Cisco UCS Manager、ファブリックインターコネクト、お
よび IOMの直接アップグレードまたはアクティブ化を正常に完了するには、直接アップグレード
またはアクティブ化を開始する前に、スタートアップバージョンがクリアされていることを確認

します。デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョンが設定されてい

る場合、Cisco UCS Manager、ファブリックインターコネクト、および IOMを直接アップグレー
ドまたはアクティブ化することはできません。デフォルトインフラストラクチャパックのスター

トアップバージョンのクリア, （9ページ）には、スタートアップバージョンをクリアする詳
細な手順が掲載されています。

インストールインフラストラクチャファームウェア

インストールインフラストラクチャファームウェアでは、Cisco UCS Managerなど、Cisco UCS
ドメイン内のすべてのインフラストラクチャコンポーネントと、すべてのファブリックインター

コネクトおよび I/Oモジュールをアップグレードします。すべてのコンポーネントが、選択した
Cisco UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドルに含まれるファームウェアバージョンに
アップグレードされます。

インストールインフラストラクチャファームウェアでは、Cisco UCSドメインドメイン内の一
部のインフラストラクチャコンポーネントだけを対象とする部分アップグレードはサポートして

いません。

メンテナンスウィンドウに対応する特定の時刻にインフラストラクチャのアップグレードをスケ

ジュールできます。ただし、インフラストラクチャのアップグレードが進行中の場合、別のイン

フラストラクチャのアップグレードをスケジュールすることはできません。次のアップグレード

をスケジューリングするには、現在のアップグレードが完了するまで待つ必要があります。
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インフラストラクチャファームウェアアップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン

セルできます。ただし、インフラストラクチャファームウェアアップグレードがいったん開

始すると、キャンセルすることはできません。

（注）

インストールサーバファームウェア

インストールサーバファームウェアでは、ホストファームウェアパッケージを使用して、Cisco
UCSドメイン内のすべてのサーバおよびコンポーネントをアップグレードします。サービスプロ
ファイルに選択したホストファームウェアパッケージが含まれているサーバは、次のように、選

択したソフトウェアバンドルのファームウェアバージョンにすべてアップグレードされます。

•シャーシ内のすべてのブレードサーバ用のCiscoUCSBシリーズブレードサーバソフトウェ
アバンドル。

• CiscoUCSドメインに統合されているすべてのラックマウントサーバ用のCiscoUCSCシリー
ズラックマウント UCS管理対象サーバソフトウェアバンドル。

Install Server Firmwareウィザードの設定が完了した後で、サーバファームウェアのアップグ
レードプロセスをキャンセルすることはできません。Cisco UCS Managerは、変更を即座に反
映します。ただし、サーバが実際にリブートされるタイミングは、サーバに関連付けられた

サービスプロファイル内のメンテナンスポリシーによって異なります。

（注）

自動内部バックアップ

インフラストラクチャファームウェアのアップグレード中に、完全な状態のバックアップファイ

ルが自動的に作成されます。CiscoUCSManagerリリース 2.2(4)では、FSMステータスで表示され
る 2つの新しいバックアップ段階が追加されています。これらを次に示します。

1 InternalBackup：設定をバックアップします。

2 PollInternalBackup：バックアップの完了を待ちます。

バックアップが正常に完了すると、「bkp.timestamp.tgz」という名前のバックアップファイルが、
ファブリックインターコネクトの /workspace/backupディレクトリに保存されます。ここに
は、最新のバックアップファイルのみが保存されます。

バックアップが失敗した場合は、「internal backup failed」というマイナーエラーがログに記録さ
れます。このエラーは、Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)より前のリリースにダウングレードし
た場合は記録されません。
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このバックアップファイルからファブリックインターコネクトの設定を復元する前に、local-mgmt
からcopyコマンドを使用して、バックアップファイルをファブリックインターコネクトからファ
イルサーバにコピーします。

次に、自動内部バックアップファイルをファイルサーバにコピーする方法の例を示します。

UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A (local-mgmt) # copy workspace:/backup/bkp.1429690478.tgz
scp://builds@10.190.120.2://home/builds/

『Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide, Release 2.2』には、ファブリックインターコネクト
の設定の復元方法の詳細が記されています。

自動インストールのための必要な手順

Cisco UCSドメインのすべてのコンポーネントを同じパッケージバージョンへアップグレードす
る場合は、自動インストールの各ステージを次の順序で実行する必要があります。

1 インストールインフラストラクチャファームウェア

2 インストールサーバファームウェア

この順序で実行すると、サーバのファームウェアアップグレードをインフラストラクチャのファー

ムウェアアップグレードとは異なるメンテナンスウィンドウにスケジュールすることができま

す。

インフラストラクチャファームウェアのアップグレード
Cisco UCS Manager CLIのリリースが 2.1(1)よりも古い場合、auto-installは使用できません。

ドメイン内の Cisco UCS Managerが Cisco UCS 2.1(1)より前のリリースである場合は、自動イ
ンストールを使用して、Cisco UCSドメイン内のインフラストラクチャまたはサーバをアップ
グレードすることはできません。ただし、Cisco UCS Managerをリリース 2.1(1)以降にアップ
グレードすると、自動インストールを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を満たし

ているCiscoUCSドメイン内の他のコンポーネントをアップグレードできます。詳細について
は、「自動インストールによるアップグレードに関する注意、ガイドライン、および制約事

項」および該当する『Cisco UCSアップグレードガイド』を参照してください。

（注）

はじめる前に

ファームウェアのアップグレードとダウングレードの前提条件に記載のすべての前提条件を満た

す必要があります。

Cisco UCSドメインがNTPサーバを使用して時間を設定しない場合、プライマリファブリックイ
ンターコネクトとセカンダリファブリックインターコネクトの時計が同期されていることを確認
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します。Cisco UCS Managerで NTPサーバを設定するか、時間を手動で同期することによってこ
れを行うことができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステッ

プ 1   

インフラストラクチャファームウェアのアップ

グレードの自動インストールモードを開始しま

す。

UCS-A /firmware # scope auto-installステッ

プ 2   

インフラストラクチャファームウェアを更新し

てアクティブにします。

UCS-A /firmware/auto-install # install
infrainfra-versinfrastructure-bundle-version
[starttimemonddyyyyhhminsec] [force]

ステッ

プ 3   

即座にアップグレードを開始したくない場合

は、starttimeを使用してインフラストラクチャ
ファームウェアのアップグレードをスケジュー

ルする必要があります。starttimeを使用する場
合は、アップグレードをいつスケジュールする

かを指定するために、次の情報を入力してくだ

さい。

• mon：janや febなど目的の月の名前の最初
の 3文字。

• dd：月の目的の日（1～ 31）。

• yyyy：2012などの目的の年（西暦）。

• hh：アップグレードを開始する時刻の時
（0～ 23）。

• min：アップグレードを開始する時刻の分
（0～ 60）。

• sec：アップグレードを開始する時刻の秒
（0～ 60）。

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クティブにする

には、forceキーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

アップグレードを続行する前に、表示

されたチェックリストを見直して、す

べての要件が満たされていることを確

認します。

ブートフラッシュに十分な空き領域が

ない場合、警告が表示され、アップグ

レードプロセスは停止します。

注意

次に、Cisco UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドルでインフラストラクチャをファー
ムウェアにアップグレードする例を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # install infra infra-vers 2.2(3d)A
This operation upgrades firmware on UCS Infrastructure Components
(UCS manager, Fabric Interconnects and IOMs).
Here is the checklist of things that are recommended before starting Auto-Install
(1) Review current critical/major faults
(2) Initiate a configuration backup
(3) Check if Management Interface Monitoring Policy is enabled
(4) Check if there is a pending Fabric Interconnect Reboot activitiy
(5) Ensure NTP is configured
Do you want to proceed? (yes/no): yes

Triggering Install-Infra with:
Infrastructure Pack Version: 2.2(3d)A

UCS-A /firmware/auto-install #

次の作業

プライマリファブリックインターコネクトのリブートを承認します。リブートを承認しない場

合、CiscoUCSManagerはインフラストラクチャのアップグレードを完了できず、アップグレード
は無期限に保留になります。
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プライマリファブリックインターコネクトのリブート

の確認

はじめる前に

アップグレード時の中断を最小限に抑えるには、次のことを確認する必要があります。注意

•ファブリックインターコネクトのリブートを確認する前に、ファブリックインターコネ
クトに接続されているすべての IOMが稼動状態であることを確認します。すべての IOM
が稼動状態ではない場合、ファブリックインターコネクトに接続されているすべてのサー

バがただちに再検出され、大規模な中断が発生します。

•ファブリックインターコネクトとサービスプロファイルの両方がフェールオーバー用に
設定されていることを確認します。

•プライマリファブリックインターコネクトのリブートを確認する前に、セカンダリファ
ブリックインターコネクトからデータパスが正常に復元されていることを確認します。

詳細については、データパスの準備が整っていることの確認を参照してください。

インフラストラクチャファームウェアをアップグレードした後、インストールインフラスト

ラクチャファームウェアは自動的にクラスタ設定内のセカンダリファブリックインターコネ

クトをリブートします。ただし、プライマリファブリックインターコネクトのリブートは、

ユーザが承認する必要があります。リブートを承認しなかった場合、インストールインフラ

ストラクチャファームウェアはアップグレードを完了するのではなく、その承認を無期限に

待ちます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

インフラストラクチャファームウェアのアップグ

レードの自動インストールモードを開始します。

UCS-A /firmware # scope
auto-install

ステップ 2   

プライマリファブリックインターコネクトの保

留中のリブートを確認します。

UCS-A /firmware/auto-install #
acknowledge primary
fabric-interconnect reboot

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A /firmware/auto-install #
commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Managerによって、即座にプライマリ
ファブリックインターコネクトがリブートされ
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目的コマンドまたはアクション

ます。トランザクションをコミットした後でこの

リブートを停止することはできません。

次に、プライマリファブリックインターコネクトのリブートを確認し、トランザクションをコ

ミットする例を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # acknowledge primary fabric-interconnect reboot
UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #

インフラストラクチャファームウェアのアップグレード

のキャンセル

インフラストラクチャファームウェアアップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン

セルできます。ただし、インフラストラクチャファームウェアアップグレードがいったん開

始すると、キャンセルすることはできません。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

インフラストラクチャファームウェアのアッ

プグレードの自動インストールモードを開始

します。

UCS-A /firmware # scope
auto-install

ステップ 2   

スケジュールされたインフラストラクチャ

ファームウェアのアップグレードをキャンセ

ルします。

UCS-A /firmware/auto-install #
cancel install infra

ステップ 3   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /firmware/auto-install #
commit-buffer

ステップ 4   
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次に、スケジュールされたインフラストラクチャファームウェアのアップグレードをキャンセル

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 firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # cancel install infra
UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #

デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアッ

プバージョンのクリア
Cisco UCS Manager、ファブリックインターコネクト、および IOMを直接アップグレードまたは
アクティブ化する前に、デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョン

をクリアする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の設定モードに入ります。ルート

組織モードを開始するには、/を org-nameとし
て入力します。

UCS-A# scope orgorg-nameステップ 1   

組織インフラストラクチャファームウェアポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
fw-infra-packname

ステップ 2   

更新するインフラストラクチャポリシーバー

ジョンを指定します。スタートアップバージョ

UCS-A /org/fw-infra-pack # set
infra-bundle-version "version"

ステップ 3   

ンをクリアするには、スタートアップバージョ

ンとして ""を指定します。

トランザクションをコミットします。UCS-A /org/fw-infra-pack* #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例では、デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョンをクリアす

る方法を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope fw-infra-pack default
UCS-A /org/fw-infra-pack # set infra-bundle-version ""
UCS-A /org/fw-infra-pack* # commit-buffer
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インフラストラクチャファームウェアのアップグレード

中の FSM ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

インフラストラクチャファームウェアの

アップグレードの自動インストールモー

ドを開始します。

UCS-A /firmware # scope auto-installステップ 2   

FSMのステータスを表示します。UCS-A /firmware/auto-install # show
fsm status expand

ステップ 3   

次に、FSMのステータスを表示する例を示します。
UCS-A /firmware/auto-install # show fsm status expand

FSM Status:

Affected Object: sys/fw-system/fsm
Current FSM: Deploy
Status: In Progress
Completion Time:
Progress (%): 92

FSM Stage:

Order Stage Name Status Try
------ ---------------------------------------- ------------ ---
1 DeployWaitForDeploy Success 0
2 DeployResolveDistributableNames Skip 0
3 DeployResolveDistributable Skip 0
4 DeployResolveImages Skip 0
5 DeployInternalBackup Skip 0
6 DeployPollInternalBackup Success 0
7 DeployActivateUCSM Skip 0
8 DeployPollActivateOfUCSM Success 0
9 DeployUpdateIOM Success 0
10 DeployPollUpdateOfIOM Success 0
11 DeployActivateIOM Success 0
12 DeployPollActivateOfIOM Success 0
13 DeployActivateRemoteFI Success 0
14 DeployPollActivateOfRemoteFI In Progress 1
15 DeployWaitForUserAck Pending 0
16 DeployPollWaitForUserAck Pending 0
17 DeployActivateLocalFI Pending 0
18 DeployPollActivateOfLocalFI Pending 0
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自動インストールによるファームウェアのアップグレード

インフラストラクチャファームウェアのアップグレード中の FSM ステータスの表示
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