
Cisco UCS Central でのファームウェアのダウ
ンロードと管理

この章は、次の項で構成されています。

• シスコからのファームウェアのダウンロード, 1 ページ

• ファームウェアのイメージライブラリ, 2 ページ

• シスコからのファームウェアイメージのダウンロード設定, 3 ページ

• シスコからのファームウェアイメージのダウンロード, 4 ページ

• イメージダウンロードのステータスの表示, 4 ページ

• ダウンロードされたファームウェアイメージバンドルの表示, 5 ページ

• リモートファイルシステムからのファームウェアイメージのダウンロード設定, 6 ペー
ジ

• イメージライブラリ上のイメージのメタデータの削除, 7 ページ

シスコからのファームウェアのダウンロード
Cisco UCS Centralでは、指定された間隔でシスコのWebサイトと通信してファームウェアイメー
ジのリストを取得するように、ファームウェアのダウンロードを設定できます。イメージのダウ

ンロード用にシスコのクレデンシャルを設定した後に、リフレッシュを行うと、CiscoUCSCentral
によってCisco.comから使用可能なイメージデータが取得され、ファームウェアイメージライブ
ラリにファームウェアイメージが表示されます。ファームウェアイメージのバージョンを使用し

てポリシーを作成する場合、または [StoreLocally]オプションを使用してイメージをダウンロード
する場合には、実際のファームウェアイメージをダウンロードできます。
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シスコからファームウェアをCiscoUCSCentralにダウンロードするには、次の作業を行ってく
ださい。

重要

• Cisco UCSCentralからCisco.comに直接またはプロキシサーバ経由でアクセスできるよう
にする必要があります。

•有効なシスコのユーザクレデンシャルを設定して、Cisco UCS Centralでダウンロード状
態をイネーブルにする必要があります。

ファームウェアのイメージライブラリ
Cisco UCS Centralのイメージライブラリには、Cisco.com、ローカルファイルシステム、および
リモートファイルシステムからCiscoUCSCentralにダウンロードされたすべてのファームウェア
イメージのリストが表示されます。

Cisco.comからダウンロードされたイメージのソースはシスコであり、ローカルまたはリモートの
ファイルシステムからダウンロードされたイメージのソースはローカルです。これらのファーム

ウェアイメージは、ファームウェアポリシーの作成に使用できます。

ライブラリからファームウェアイメージを削除するオプションを次に示します。

•ファームウェアイメージの削除：削除オプションを使用すると、ファームウェアライブラ
リ内のダウンロードされたイメージを削除できます。

•ファームウェアイメージのメタデータのパージ：パージオプションを使用すると、イメー
ジのメタデータを削除できます。ライブラリからファームウェアイメージを削除した後で

も、メタデータは引き続き存在しています。このメタデータ情報を使用すると、イメージを

削除した後でも Cisco.comから実際のファームウェアイメージをいつでもダウンロードする
ことができます。ファームウェアイメージライブラリからファームウェアイメージと関連

するメタデータを完全に削除する場合は、実際のファームウェアイメージを削除し、ライブ

ラリからメタデータをパージしてください。

メタデータに対応するイメージがファームウェアイメージライブラリにすで

にダウンロードされている場合は、イメージを削除しないでメタデータをパー

ジすることはできません。

重要
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シスコからのファームウェアイメージのダウンロード設

定

手順

目的コマンドまたはアクション

Operations Managerモードを開始します。UCSC# connect operation-mgrステップ 1   

オペレーションマネージャモードからポリシー

管理モードを開始します。

UCSC(ops-mgr)# connect
policy-mgr

ステップ 2   

ドメイングループルートモードを開始し、（任

意で）ドメイングループルート下のドメイン

UCSC(policy-mgr) # scope
domain-groupdomain-group

ステップ 3   

グループを開始します。ドメイングループルー

トモードを開始するには、/を domain-groupと
して入力します。

コンフィギュレーションモードを開始します。UCSC(policy-mgr) /domain-group
# scope download-policy cisco

ステップ 4   

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/download-policy #
set

ステップ 5   1 set admin-state

2 set downloadintervaldayweekon-demand

3 set http-proxyserver:port

4 usernameusername

5 set passwordpassword

6 set proxy-passwordpassword

7 set proxy-usernameusername

システムに設定の詳細を入力します。

トランザクションをシステムにコミットしま

す。

UCSC(policy-mgr)
/domain-group/download-policy/set
# commit-buffer

ステップ 6   

次に、シスコからCiscoUCSCentralへのファームウェアのダウンロードを設定する例を示します。
UCSC# (ops-mgr)# connect policy-mgr
UCSC(policy-mgr)# scope domain-group /
UCSC(policy-mgr) /domain-group # scope download-policy cisco
UCSC(policy-mgr) /domain-group/download-policy # set
admin-state enable
downloadinterval 1 day
http-proxy Server[:Port]
username Username
password Password
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proxy-password HTTP Proxy Password
proxy-username HTTP Proxy Username
UCSC(policy-mgr) /domain-group/download-policy # commit-buffer
UCSC(policy-mgr) /domain-group/download-policy* #

シスコからのファームウェアイメージのダウンロード

手順

目的コマンドまたはアクション

Operations Managerモードを開始します。UCSC# connect operation-mgrステップ 1   

ファームウェア管理モードを開始します。UCSC(ops-mgr)# scope firmwareステップ 2   

Cisco Webサイトからダウンロードしたイ
メージのメタデータにアクセスします。

UCSC(ops-mgr) /firmware# scope
download-source cisco

ステップ 3   

Cisco.comから使用可能なファームウェア
イメージのメタデータをダウンロードしま

す。

UCSC(ops-mgr)
/firmware/download-source#download
list

ステップ 4   

次に、Cisco.comから Cisco UCS Centralへ使用可能なファームウェアイメージのメタデータをダ
ウンロードする例を示します。

UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # scope download-source cisco
UCSC(ops-mgr) /firmware/download-source # download list

イメージダウンロードのステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Operations Managerモードを開始しま
す。

UCSC# connect operation-mgrステップ 1   

ファームウェア管理モードを開始しま

す。

UCSC(ops-mgr)# scope firmwareステップ 2   

ダウンロードタスクの詳細を表示しま

す。

UCSC (ops-mgr)/firmware# show
download-task detail

ステップ 3   
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次に、Cisco UCS Centralでダウンロードタスクの詳細を表示する例を示します。
UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # show download-task detail
Download task:
File Name: ucs-catalog.2.1.0.475.T.bin
Protocol: Ftp
Server:
Userid: User
Path: /automation/delmar/catalog
Downloaded Image Size (KB): 0
Image Url:
Image Url:
Proxy Userid:
State: Downloaded
Owner: Management
Current Task:

ダウンロードされたファームウェアイメージバンドルの

表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Operations Managerモードを開始します。UCSC# connect operation-mgrステップ 1   

ファームウェア管理モードを開始します。UCSC(ops-mgr)# scope
firmware

ステップ 2   

ダウンロードされたファームウェアイメージバン

ドルを表示します。Cisco UCS Managerと Cisco
UCS Centralのバンドルを表示できます。

UCSC(ops-mgr) /firmware #
show package

ステップ 3   

標準的な UCSインフラバンドルは自動
インストールのオプションとしては提供

されていません。

（注）

次に、ダウンロードされたファームウェアイメージバンドルをCiscoUCSCentralで表示する例を
示します。

UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # show package

Name Version Download Status
---------------------------------------- ---------- ---------------
ucs-catalog.2.1.0.489.T.gbin 2.1(0.489)T Downloaded
ucs-k9-bundle-b-series.2.1.0.489.B.gbin 2.1(0.489)B Downloaded
ucs-k9-bundle-infra.2.1.0.489.A.gbin 2.1(0.489)A Downloaded
ucsCENTRAL-bundle.1.0.0.361.bin 1.0(0.361) Downloaded
update.bin 1.0(0.376) Downloaded
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UCSC(ops-mgr) /firmware #

リモートファイルシステムからのファームウェアイメー

ジのダウンロード設定
次のリモートファイルシステムの 1つからファームウェアイメージをダウンロードできます。

• ftp

• scp

• sftp

• tftp

手順

目的コマンドまたはアクション

Operations Managerモードを開始します。UCSC# connect operation-mgrステップ 1   

ファームウェア管理モードを開始します。UCSC(ops-mgr)# scope firmwareステップ 2   

ファームウェアイメージダウンロードの

コンフィギュレーションモードを開始し、

UCSC (ops-mgr)/firmware# download
imageftpscpsftptftpimage file location

ステップ 3   

ファームウェアイメージのリモートの場

所を指定します。

リモートファイルシステムへのアクセス

を認証します。

UCSC(ops-mgr) /firmware # download
image ftp: image file location
/Password:

ステップ 4   

次に、リモートファイルシステムからCiscoUCSCentralへのファームウェアのダウンロードを設
定する例を示します。

UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # download image ftp: Enter URL ftp:[//[username@]server][/path]
UCSC(ops-mgr) /firmware # download image ftp://image download path/Password:
UCSC(ops-mgr) /firmware #
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イメージライブラリ上のイメージのメタデータの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

Operations Managerモードを開始します。UCSC# connect operation-mgrステップ 1   

ファームウェア管理モードを開始します。UCSC(ops-mgr)# scope firmwareステップ 2   

Cisco Webサイトからダウンロードしたイ
メージのメタデータにアクセスします。

UCSC(ops-mgr) /firmware# scope
download-source cisco

ステップ 3   

イメージライブラリからファームウェア

イメージのメタデータを削除します。

UCSC(ops-mgr)
/firmware/download-source# purge list

ステップ 4   

次に、イメージライブラリからイメージのメタデータを削除する例を示します。

UCSC# connect operation-mgr
UCSC(ops-mgr)# scope firmware
UCSC(ops-mgr) /firmware # scope download-source cisco
UCSC(ops-mgr) /firmware/download-source # purge list
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