
エンドポイントのファームウェアの直接

アップグレード

この章は、次の項で構成されています。

• エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレード, 1 ページ

• アダプタファームウェア, 5 ページ

• BIOSファームウェア, 8 ページ

• CIMCファームウェア, 10 ページ

• IOMファームウェア, 13 ページ

• ボードコントローラファームウェア, 16 ページ

• Cisco UCS Managerファームウェア, 23 ページ

• ファブリックインターコネクトのファームウェア, 24 ページ

エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレー

ド
正しい手順に従って、正しい順序でアップグレードを適用すれば、エンドポイントの直接のファー

ムウェアアップグレードと新しいファームウェアバージョンのアクティブ化による、Cisco UCS
ドメインのトラフィックの中断を最小限に留めることができます。

次のエンドポイントのファームウェアを直接アップグレードできます。

•アダプタ

• CIMC

• I/Oモジュール

•ボードコントローラ
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• Cisco UCS Manager

•ファブリックインターコネクト

アダプタおよびボードコントローラファームウェアも、サービスプロファイル内のホストファー

ムウェアパッケージによってアップグレードできます。ホストファームウェアパッケージを使

用して、このファームウェアをアップグレードする場合、ファームウェアのアップグレードプロ

セス中に、サーバをリブートする必要がある回数を削減できます。

管理ファームウェアパッケージによる CIMCのアップグレードまたは、サーバに関連付けら
れたサービスプロファイル内のファームウェアパッケージによるアダプタのアップグレード

は、直接のファームウェアアップグレードより優先されます。サーバに関連付けられたサー

ビスプロファイルにファームウェアパッケージが含まれる場合、エンドポイントを直接アッ

プグレードすることはできません。直接のアップグレードを実行するには、サービスプロファ

イルからファームウェアパッケージを削除する必要があります。

（注）

直接のファームウェアアップグレードのステージ

Cisco UCSManagerは直接アップグレードのプロセスを 2つのステージに分け、サーバやその他の
エンドポイントのアップタイムに影響を与えずに、システムの実行中にエンドポイントにファー

ムウェアをプッシュできるようにします。

アップデート

このステージでは、選択したファームウェアバージョンがプライマリファブリックインターコ

ネクトから、エンドポイントのバックアップパーティションにコピーされ、ファームウェアイ

メージが破損していないことが確認されます。アップデートプロセスでは、常にバックアップス

ロットのファームウェアが上書きされます。

アップデートステージは、次のエンドポイントにのみ適用されます。

•アダプタ

• CIMC

• I/Oモジュール

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ

り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗により、バックアップ

パーティションが破損する場合があります。バックアップパーティションが破損しているエ

ンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意
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アクティブ化

このステージでは、指定したイメージバージョン（通常はバックアップバージョン）がスタート

アップバージョンとして設定され、[Set Startup Version Only]を指定していない場合、エンドポイ
ントがただちにリブートされます。エンドポイントがリブートされると、バックアップパーティ

ションがアクティブなパーティションになり、アクティブなパーティションがバックアップパー

ティションになります。新しいアクティブなパーティションのファームウェアはスタートアップ

バージョンおよび実行されているバージョンになります。

指定したファームウェアイメージがすでにエンドポイントに存在するため、次のエンドポイント

のみアクティベーションが必要です。

• Cisco UCS Manager

•ファブリックインターコネクト

•それらをサポートするサーバ上のボードコントローラ

ファームウェアをアクティブにすると、エンドポイントがリブートされ、新しいファームウェア

がアクティブなカーネルバージョンおよびシステムバージョンになります。スタートアップ

ファームウェアからエンドポイントをブートできない場合、デフォルトがバックアップバージョ

ンに設定され、エラーが生成されます。

I/Oモジュールに対して [Set Startup Version Only]を設定した場合、そのデータパス内のファブ
リックインターコネクトがリブートされると、I/Oモジュールがリブートされます。I/Oモ
ジュールに対して、[Set StartupVersionOnly]を設定しない場合、I/Oモジュールがリブートし、
トラフィックが中断します。また、CiscoUCSManagerがファブリックインターコネクトと I/O
モジュールの間のプロトコルとファームウェアバージョンの不一致を検出した場合、Cisco
UCS Managerは、ファブリックインターコネクトのファームウェアに一致するファームウェ
アバージョンを使用して I/Oモジュールを自動的に更新し、ファームウェアをアクティブ化し
て、I/Oモジュールを再度リブートします。

注意

直接のファームウェアアップグレードの停止の影響

エンドポイントで、直接のファームウェアアップグレードを実行する場合、Cisco UCSドメイン
で、1つ以上のエンドポイントでトラフィックの中断や、停止が発生することがあります。

ファブリックインターコネクトファームウェアアップグレードの停止の影響

ファブリックインターコネクトのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響や

中断が発生します。

•ファブリックインターコネクトがリブートします。

•対応する I/Oモジュールがリブートします。
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Cisco UCS Managerファームウェアアップグレードの停止の影響

Cisco UCS Managerへのファームウェアアップグレードにより、次の中断が発生します。

• Cisco UCS Manager GUI：Cisco UCS Manager GUIにログインしているすべてのユーザがログ
アウトされ、それらのセッションが終了します。

実行中の保存されていない作業が失われます。

• CiscoUCSManagerCLI：telnetによってログインしているすべてのユーザがログアウトされ、
それらのセッションが終了します。

I/O モジュールファームウェアアップグレードの停止の影響

I/Oモジュールのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響と中断が発生しま
す。

•単一のファブリックインターコネクトのスタンドアロン設定の場合、I/Oモジュールのリブー
ト時にデータトラフィックが中断されます。2つのファブリックインターコネクトのクラス
タ設定の場合、データトラフィックは他方の I/Oモジュールおよびそのデータパス内のファ
ブリックインターコネクトにフェールオーバーします。

•新しいファームウェアをスタートアップバージョンとしてのみアクティブにした場合、対応
するファブリックインターコネクトがリブートされると、I/Oモジュールがリブートします。

•新しいファームウェアを実行されているバージョンおよびスタートアップバージョンとして
アクティブにした場合、I/Oモジュールがただちにリブートします。

•ファームウェアのアップグレード後に、I/Oモジュールを使用できるようになるまで最大 10
分かかります。

CIMC ファームウェアアップグレードの停止の影響

サーバの CIMCのファームウェアをアップグレードした場合、CIMCと内部プロセスのみが影響
を受けます。サーバトラフィックは中断しません。このファームウェアアップグレードにより、

CIMCに次の停止の影響と中断が発生します。

• KVMコンソールおよび vMediaによってサーバで実行されているすべてのアクティビティが
中断されます。

•すべてのモニタリングおよび IPMIポーリングが中断されます。

アダプタファームウェアアップグレードの停止の影響

アダプタのファームウェアをアクティブにし、[Set Startup Version Only]オプションを設定してい
ない場合、次の停止の影響と中断が発生します。

•サーバがリブートします。

•サーバトラフィックが中断します。
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アダプタファームウェア

アダプタでのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ

り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗により、バックアップ

パーティションが破損する場合があります。バックアップパーティションが破損しているエ

ンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定したアダプタでシャーシサーバアダプタモードを開

始します。

UCS-A# scope adapter
chassis-id/blade-id/adapter-id

ステッ

プ 1   

アダプタの使用可能なソフトウェアイメージを表示しま

す。

UCS-A
/chassis/server/adapter # show
image

ステッ

プ 2   

アダプタの選択したファームウェアバージョンをアップ

デートします。

UCS-A
/chassis/server/adapter #
update firmwareversion-num

ステッ

プ 3   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A
/chassis/server/adapter #
commit-buffer

ステッ

プ 4   

ステップ6でファームウェアをアクティブにする前に、ス
テップ 5で show firmwareコマンドを使用してファーム
ウェアのアップデートが正常に完了したことを確認する場

合のみ、このステップを使用します。このステップをス

キップして、同じトランザクションで update-firmwareお
よび activate-firmwareコマンドをコミットできます。ただ
し、ファームウェアのアップデートが正常に完了していな

い場合は、ファームウェアのアクティブ化が開始されませ

ん。

Cisco UCS Managerによって、選択したファームウェアイ
メージがバックアップメモリパーティションにコピーさ

れ、そのイメージが破損していないことが確認されます。

イメージは、明示的にアクティブにするまで、バックアッ

プバージョンとして残されます。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

（任意）

ファームウェアのアップデートのステータスを表示しま

す。

UCS-A
/chassis/server/adapter # show
firmware

ステッ

プ 5   

ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを確

認する場合にのみ、このステップを使用します。アップ

デートステータスが Readyになったら、ファームウェア
のアップデートは完了です。CLIの表示は自動的には更新
されないため、タスクのステータスがUpdatingからReady
に変更されるまで何度も show firmwareコマンドを入力す
る必要がある場合があります。アップデートステータスが

Readyになったらステップ 6に進みます。

アダプタの選択したファームウェアバージョンをアクティ

ブにします。

UCS-A
/chassis/server/adapter #
activate firmware

ステッ

プ 6   

アクティブ化したファームウェアを pending-next-boot状態
にし、サーバをただちにリブートしない場合は、

version-num
[set-startup-only]

set-startup-onlyキーワードを使用します。アクティブ化さ
れたファームウェアは、サーバがリブートされるまで、ア

ダプタで実行されているバージョンのファームウェアにな

りません。ホストファームウェアパッケージのアダプタ

には set-startup-onlyキーワードは使用できません。

トランザクションをコミットします。UCS-A
/chassis/server/adapter #
commit-buffer

ステッ

プ 7   
サーバがサービスプロファイルに関連付けられない場合、

アクティブ化されたファームウェアは pending-next-boot状
態を維持します。Cisco UCS Managerは、サーバがサービ
スプロファイルに関連付けられるまで、エンドポイントを

リブートせず、ファームウェアをアクティブにしません。

必要に応じて、関連付けられていないサーバを手動でリ

ブートまたはリセットして、ファームウェアをアクティブ

にできます。

（任意）

ファームウェアのアクティベーションのステータスを表示

します。

UCS-A
/chassis/server/adapter # show
firmware

ステッ

プ 8   

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用します。

CLIの表示は自動的には更新されないため、タスクのス
テータスが Activatingから Readyに変更されるまで何度も
show firmwareコマンドを入力する必要がある場合があり
ます。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

次の例では、同じトランザクションでアダプタのファームウェアをバージョン 2.2(1b)にアップ
デートし、アクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが正常に

完了したかどうかについて確認は行いません。

UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name Type Version State
-------------------------------------------------- -------------------- ------------- -----
ucs-m81kr-vic.2.2.1b.bin Adapter 2.2(1b)
Active

UCS-A# /chassis/server/adapter # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/adapter* # activate firmware 2.2(1b) set-startup-only
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter #

次の例では、アダプタのファームウェアをバージョン2.2(1b)にアップデートし、アップデートが
正常に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、アダプタ

のファームウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認します。

UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name Type Version State
-------------------------------------------------- -------------------- ------------- -----
ucs-m81kr-vic.2.2.1b.bin Adapter 2.2(1b)
Active

UCS-A# /chassis/server/adapter # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Updating
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/adapter # activate firmware 2.2(1b)
Warning: When committed this command will reset the end-point
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Activating

UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 2.1(2a)
Package-Vers: 2.1(2a)B
Update-Status: Ready
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Activate-Status: Pending Next Boot

UCS-A# /chassis/server/adapter # exit
UCS-A# /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A# /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server # scope adapter 1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 2.2(1b)
Package-Vers: 2.2(1b)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/adapter #

BIOS ファームウェア

サーバの BIOS ファームウェアの更新とアクティブ化

すべてのM3世代サーバで、Cisco UCSManager CLIを使用し、サーバの BIOSファームウェア
を更新してアクティブ化できます。以前のサーバでは、Cisco UCS Manager CLIによる BIOS
ファームウェアの更新はサポートされていません。

重要

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ

り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗により、バックアップ

パーティションが破損する場合があります。バックアップパーティションが破損しているエ

ンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope
serverchassis-id/blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバ BIOSモードを開始します。UCS-A /chassis/server #
scope bios

ステップ 2   

使用可能なBIOSファームウェアイメージを表示します。UCS-A /chassis/server/bios
# show image

ステップ 3   

サーバの選択した BIOSファームウェアを更新します。UCS-A /chassis/server/bios
# update
firmwareversion-num

ステップ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/server/bios
# commit-buffer

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアク

ション

ステップ7でファームウェアをアクティブにする前に、ス
テップ 6で show firmwareコマンドを使用してファーム
ウェアのアップデートが正常に完了したことを確認する場

合のみ、このステップを使用します。このステップをス

キップして、同じトランザクションで update-firmwareお
よび activate-firmwareコマンドをコミットできます。た
だし、ファームウェアのアップデートが正常に完了してい

ない場合は、ファームウェアのアクティブ化が開始されま

せん。

Cisco UCSManagerによって、選択したファームウェアイ
メージがバックアップメモリパーティションにコピーさ

れ、そのイメージが破損していないことが確認されます。

イメージは、明示的にアクティブにするまで、バックアッ

プバージョンとして残されます。

（任意）

ファームウェアのアップデートのステータスを表示しま

す。

UCS-A /chassis/server/bios
# show firmware

ステップ 6   

ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを確

認する場合にのみ、このステップを使用します。アップ

デートステータスが Readyになったら、ファームウェア
のアップデートは完了です。CLIの表示は自動的には更新
されないため、タスクのステータスがUpdatingからReady
に変更されるまで何度も show firmwareコマンドを入力す
る必要がある場合があります。アップデートステータス

が Readyになったらステップ 7に進みます。

選択したサーバ BIOSファームウェアバージョンをアク
ティブにします。

UCS-A /chassis/server/bios
# activate
firmwareversion-num

ステップ 7   

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/server/bios
# commit-buffer

ステップ 8   

（任意）

ファームウェアのアクティベーションのステータスを表示

します。

UCS-A /chassis/bios #
show firmware

ステップ 9   

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用します。

CLIの表示は自動的には更新されないため、タスクのス
テータスがActivatingから Readyに変更されるまで何度も
show firmwareコマンドを入力する必要がある場合があり
ます。
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目的コマンドまたはアク

ション

次の例では、同じトランザクションで BIOSファームウェアの更新とアクティベーションを行い
ます。ファームウェアの更新とアクティベーションが正常に完了したことの確認は行いません。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope bios
UCS-A# /chassis/server/bios # show image
Name Type Version
------------------------------------- ------------ -------
ucs-b230-m1-bios.B230.2.0.1.1.49.gbin Server Bios B230.2.0.1.1.49
ucs-b230-m1-bios.B230.2.0.2.0.00.gbin Server Bios B230.2.0.2.0.00

UCS-A# /chassis/server/bios # update firmware B230.2.0.2.0.00
UCS-A# /chassis/server/bios* # activate firmware B230.2.0.2.0.00
UCS-A# /chassis/server/bios* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/bios #

CIMC ファームウェア

サーバの CIMC ファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
CIMCのファームウェアのアクティベーションによって、データトラフィックは中断しません。
ただし、すべてのKVMセッションに割り込み、サーバに接続しているすべての vMediaが切断さ
れます。

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ

り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗により、バックアップ

パーティションが破損する場合があります。バックアップパーティションが破損しているエ

ンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope
serverchassis-id /blade-id

ステップ 1   

シャーシサーバ CIMCモードを開始します。UCS-A /chassis/server #
scope cimc

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

アダプタの使用可能なソフトウェアイメージを表示しま

す。

UCS-A
/chassis/server/cimc # show
image

ステップ 3   

サーバの CIMCの選択したファームウェアバージョンを
アップデートします。

UCS-A
/chassis/server/cimc #
update firmware
version-num

ステップ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A
/chassis/server/cimc #
commit-buffer

ステップ 5   

ステップ7でファームウェアをアクティブにする前に、ス
テップ 6で show firmwareコマンドを使用してファーム
ウェアのアップデートが正常に完了したことを確認する場

合のみ、このステップを使用します。このステップをス

キップして、同じトランザクションで update-firmwareお
よび activate-firmwareコマンドをコミットできます。た
だし、ファームウェアのアップデートが正常に完了してい

ない場合は、ファームウェアのアクティブ化が開始されま

せん。

Cisco UCSManagerによって、選択したファームウェアイ
メージがバックアップメモリパーティションにコピーさ

れ、そのイメージが破損していないことが確認されます。

イメージは、明示的にアクティブにするまで、バックアッ

プバージョンとして残されます。

（任意）

ファームウェアのアップデートのステータスを表示しま

す。

UCS-A
/chassis/server/cimc # show
firmware

ステップ 6   

ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを確

認する場合にのみ、このステップを使用します。アップ

デートステータスが Readyになったら、ファームウェア
のアップデートは完了です。CLIの表示は自動的には更新
されないため、タスクのステータスがUpdatingからReady
に変更されるまで何度も show firmwareコマンドを入力す
る必要がある場合があります。アップデートステータス

が Readyになったらステップ 7に進みます。

サーバの CIMCの選択したファームウェアバージョンを
アクティブにします。

UCS-A
/chassis/server/cimc #
activate firmware
version-num

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

トランザクションをコミットします。UCS-A
/chassis/server/cimc #
commit-buffer

ステップ 8   

（任意）

ファームウェアのアクティベーションのステータスを表示

します。

UCS-A
/chassis/server/cimc # show
firmware

ステップ 9   

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用します。

CLIの表示は自動的には更新されないため、タスクのス
テータスがActivatingから Readyに変更されるまで何度も
show firmwareコマンドを入力する必要がある場合があり
ます。

次の例では、同じトランザクションでCIMCファームウェアをバージョン 2.2(1b)にアップデート
し、アクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが正常に完了し

たかどうかについて確認は行いません。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- ----------------- -------------
ucs-b200-m1-k9-cimc.2.2.1b.bin CIMC 2.2(1b)
ucs-b200-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin CIMC 2.2(1b)
ucs-b22-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin CIMC 2.2(1b)
...

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # activate firmware 2.2(1b) set-startup-only
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc #

次の例では、CIMCファームウェアをバージョン 2.2(1b)にアップデートし、アップデートが正常
に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、CIMCファー
ムウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- ----------------- -------------
ucs-b200-m1-k9-cimc.2.2.1b.bin CIMC 2.2(1b)
ucs-b200-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin CIMC 2.2(1b)
ucs-b22-m3-k9-cimc.2.2.1b.bin CIMC 2.2(1b)
...

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
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--------------- --------------- ---------------
2.1(1) Updating Ready

UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.1(1) Ready Ready

UCS-A# /chassis/server/cimc # activate firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.1(1) Ready Activating

UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.2(1b) Ready Ready

IOM ファームウェア

IOM でのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
システムがハイアベイラビリティクラスタ設定で稼働している場合は、両方の I/Oモジュールを
アップデートし、アクティブにする必要があります。

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメンテナンス作業によ

り使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗により、バックアップ

パーティションが破損する場合があります。バックアップパーティションが破損しているエ

ンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順

目的コマンドまたはアク

ション

指定したシャーシでシャーシモードを開始します。UCS-A# scope chassis
chassis-id

ステップ 1   

選択した I/Oモジュールでシャーシ I/Oモジュールモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope
iom iom-id

ステップ 2   

I/Oモジュールの使用可能なソフトウェアイメージを表示し
ます。

UCS-A /chassis/iom #
show image

ステップ 3   

I/Oモジュールの選択したファームウェアバージョンをアッ
プデートします。

UCS-A /chassis/iom #
update firmware
version-num

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/iom #
commit-buffer

ステップ 5   

ステップ7でファームウェアをアクティブにする前に、ステッ
プ 6で show firmwareコマンドを使用してファームウェアの
アップデートが正常に完了したことを確認する場合のみ、こ

のステップを使用します。このステップをスキップして、同

じトランザクションで update-firmwareおよび
activate-firmwareコマンドをコミットできます。ただし、
ファームウェアのアップデートが正常に完了していない場合

は、ファームウェアのアクティブ化が開始されません。

CiscoUCSManagerによって、選択したファームウェアイメー
ジがバックアップメモリパーティションにコピーされ、その

イメージが破損していないことが確認されます。イメージは、

明示的にアクティブにするまで、バックアップバージョンと

して残されます。

（任意）

ファームウェアのアップデートのステータスを表示します。

UCS-A /chassis/iom #
show firmware

ステップ 6   

ファームウェアのアップデートが正常に完了したことを確認

する場合にのみ、このステップを使用します。アップデート

ステータスがReadyになったら、ファームウェアのアップデー
トは完了です。CLIの表示は自動的には更新されないため、
タスクのステータスが Updatingから Readyに変更されるまで
何度も show firmwareコマンドを入力する必要がある場合が
あります。アップデートステータスが Readyになったらス
テップ 7に進みます。

I/Oモジュールの選択したファームウェアバージョンをアク
ティブにします。

UCS-A /chassis/iom #
activate firmware
version-num
[set-startup-only]

ステップ 7   

ファブリックインターコネクトがそのデータパスでリブート

する場合にのみ I/Oモジュールをリブートする場合、
set-startup-onlyキーワードを使用します。set-startup-onlyキー
ワードを使用しない場合、I/Oモジュールがリブートし、トラ
フィックが中断します。さらに、Cisco UCSManagerは I/Oモ
ジュールとの間でプロトコルとファームウェアバージョンの

不一致を検出すると、一致するファームウェアバージョンで

I/Oモジュールをアップデートし、ファームウェアをアクティ
ブにし、再度 I/Oモジュールをリブートします。

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/iom #
commit-buffer

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアク

ション

（任意）

ファームウェアのアクティベーションのステータスを表示し

ます。

UCS-A /chassis/iom #
show firmware

ステップ 9   

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了したこと

を確認する場合にのみ、このステップを使用します。CLIの
表示は自動的には更新されないため、タスクのステータスが

Activatingから Readyに変更されるまで何度も show firmware
コマンドを入力する必要がある場合があります。

次の例では、同じトランザクションで I/Oモジュールのファームウェアをバージョン 2.2(1b)に
アップデートし、アクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが

正常に完了したかどうかについて確認は行いません。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope iom 1
UCS-A# /chassis/iom # show image
Name Type Version
-------------------------------------------------- -------------------- -------------
ucs-2100.2.2.1b.bin Iom 2.2(1b)
ucs-2200.2.2.1b.bin Iom 2.2(1b)

UCS-A# /chassis/iom # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/iom* # activate firmware 2.2(1b) set-startup-only
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom #

次の例では、I/Oモジュールのファームウェアをバージョン2.2(1b)にアップデートし、アップデー
トが正常に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、I/Oモ
ジュールのファームウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認

します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope iom 1
UCS-A# /chassis/iom # show image
Name Type Version
-------------------------------------------------- -------------------- -------------
ucs-2100.2.2.1b.bin Iom 2.2(1b)
ucs-2200.2.2.1b.bin Iom 2.2(1b)

UCS-A# /chassis/iom # update firmware 2.2(1b)
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 2.1(1) Updating Ready

UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 2.1(1) Ready Ready

UCS-A# /chassis/iom # activate firmware 2.2(1b) ignorecompcheck
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UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 2.1(1) Ready Activating

UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 2.2(1b) Ready Ready

ボードコントローラファームウェア
ボードコントローラは、すべての Bシリーズブレードサーバと Cシリーズラックサーバ用のさ
まざまなプログラマブルロジックおよび電源コントローラを管理します。ボードコントローラ更

新ユーティリティを使用すると、重要なハードウェアを更新することができます。

Cisco UCS Managerリリース 2.1(2a)で導入されたボードコントローラを使用すると、ボードコン
トローラ更新ユーティリティを使用してデジタルコントローラコンフィギュレーションファイ

ルを更新することにより、電圧レギュレータなどのコンポーネントを最適化できます。これより

前のリリースでは、電圧レギュレータを更新するには物理コンポーネントを変更する必要があり

ました。これらの更新はハードウェアレベルであり、下位互換性を保つように設計されていま

す。したがって、ボードコントローラのバージョンを最新に保つことが常に望まれます。

Cisco UCS B シリーズ M3 および M4 ブレードサーバのボードコントローラファームウェアのアク
ティブ化に関する注意事項

次の注意事項は、Cisco UCS BシリーズM3およびM4ブレードサーバのボードコントローラ
ファームウェアに適用されます。

•ボードコントローラファームウェアをダウングレードする必要はありません。

•ブレードサーバのボードコントローラファームウェアバージョンは、インストール済みソ
フトウェアバンドルと同じか、または新しいバージョンである必要があります。ボードコ

ントローラファームウェアのバージョンが、既存の Cisco UCS環境で実行されているバー
ジョンよりも新しい場合でも、ソフトウェアマトリックスまたは TACのサポート範囲には
違反しません。

•ボードコントローラファームウェアの更新は、他のコンポーネントのファームウェアと下
位互換性があります。

リリース 2.2(4b)より前のリリースで実行されている一部の Cisco UCS B200 M4ブレードサーバ
は、CSCuu15465に掲載されている誤った Cisco UCS Managerアラートを生成する場合がありま
す。この誤ったボードコントローラ不一致アラートは、Cisco UCSManager機能カタログ 2.2(4c)T
および 2.2(5b)Tで解決されました。機能カタログ 2.2(4c)Tまたは 2.2(5b)Tのいずれかを使用する
場合、このアラートは表示されなくなります。

詳細については、https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu15465を参照してください。（注）

機能カタログの更新は、次の手順で適用できます。
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1 2.2(4c) Infra/Catalogまたは 2.2(5b) Infra/Catalogソフトウェアバンドルをダウンロードします。
Cisco UCSManagerでのファームウェアのダウンロードと管理には、ソフトウェアバンドルの
ダウンロードに関する詳細情報が掲載されています。

2 カタログバージョン 2.2(4c)Tまたは 2.2(5b)T（または含まれているカタログバージョン）を
ロードしてカタログをアクティブにします。「機能カタログ更新のアクティブ化」には、Cisco
UCS Managerで機能カタログをアクティブ化する方法の詳細が掲載されています。

3 新しく挿入されたブレードサーバを停止します。

4 以前のボードコントローラバージョンがあるホストファームウェアパックポリシーにサービ

スプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルが更新されたホストファームウェアパックポリシーに関連付けられる

と、誤った不一致アラート（CSCuu15465のバグによるものなど）は発生しなくなります。

5 [Save（保存）]をクリックします。

6 ブレードサーバを再検出します。

Cisco UCS C シリーズ M3 および M4 ラックサーバのボードコントローラファームウェアのアク
ティブ化に関する注意事項

次の注意事項は、CiscoUCSCシリーズM3およびM4ラックサーバのボードコントローラファー
ムウェアに適用されます。

•ボードコントローラファームウェアと CIMCファームウェアは、同じパッケージバージョ
ンのものである必要があります。

• Cisco UCS C220 M4または C240 M4サーバの Cシリーズサーバファームウェアを Cisco UCS
Manager 2.2(6c)にアップグレードする場合は、次の重大なアラームが表示されます。
Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server x

CSCuv45173に記載されているとおり、このアラームは誤って重大なアラームとして分類さ
れています。このアラームはサーバの機能に影響を与えないため、無視しても構いません。

このアラームが表示されないようにするには、次のいずれかを行います。

◦ Cisco UCS Managerでカスタムホストファームウェアパッケージを作成して、ボード
コントローラファームウェアを Cisco UCS Manager 2.2(6c)への更新から除外し、古い
バージョンを保持します。

◦ Cisco UCS Managerインフラストラクチャ（Aバンドル）をリリース 2.2(6c)にアップグ
レードし、『Release Notes for CiscoUCSManager, Release 2.2』の表 2の混在ファームウェ
アサポートマトリックスに従って、すべての Cisco UCS C220 M4または C240 M4サー
バ上でホストファームウェア（Cバンドル）を引き続き古いバージョンで実行します。

詳細については、次を参照してください。 https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
CSCuv45173

（注）
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•ボードコントローラのアップグレード後に、ボードコントローラのアクティブ化ステータ
スに [Pending Power Cycle] が表示される場合、手動による電源の再投入が必要です。また、
エラーも生成されます。電源の再投入後、エラーはクリアされ、ボードコントローラのアク

ティブ化ステータスに [Ready]が表示されます。

Cisco UCS B シリーズ M2 ブレードサーバのボードコントローラファー
ムウェアのアクティブ化

ボードコントローラファームウェアは、eUSB、LED、I/Oコネクタなど、サーバの多くの機能を
制御します。

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。サーバに関連付けられて

いる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るかどうかに応じて、リブー

トはただちに行われることがあります。アップグレードプロセスの最中にサーバのリブート

が必要になる回数を減らすために、ボードコントローラファームウェアは、サービスプロ

ファイル中のホストファームウェアパッケージを通じて、サーバ BIOSと共に、Cisco UCSド
メインをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
chassis-id/server-id

ステップ 1   

サーバのボードコントローラモードを開

始します。

UCS-A /chassis/server # scope
boardcontroller

ステップ 2   

（任意）

ボードコントローラの利用可能なソフト

ウェアイメージを表示します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# show image

ステップ 3   

（任意）

ボードコントローラの現在実行中のソフト

ウェアイメージを表示します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# show firmware

ステップ 4   

サーバのボードコントローラの選択された

ファームウェアバージョンをアクティブ化

します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# activate firmware version-num

ステップ 5   

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 /chassis/server/boardcontroller
# commit-buffer

ステップ 6   
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次の例では、ボードコントローラのファームウェアをアクティブ化します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope boardcontroller
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show image
Name Type Version State
-------------------------------------- ----------------- ------------------ -----
ucs-b440-m1-pld.B440100C-B4402006.bin Board Controller B440100C-B4402006 Active

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show firmware
BoardController:

Running-Vers: B440100C-B4402006
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # activate firmware B440100C-B4402006
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer

Cisco UCS B シリーズ M3 および M4 ブレードサーバのボードコント
ローラファームウェアのアクティブ化

ボードコントローラファームウェアは、eUSB、LED、I/Oコネクタなど、サーバの多くの機能を
制御します。

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。サーバに関連付けられて

いる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るかどうかに応じて、リブー

トはただちに行われることがあります。アップグレードプロセスの最中にサーバのリブート

が必要になる回数を減らすために、ボードコントローラファームウェアは、サービスプロ

ファイル中のホストファームウェアパッケージを通じて、サーバ BIOSと共に、Cisco UCSド
メインをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。

（注）

M3およびM4ボードコントローラファームウェアには次のような制限があります。

•アップグレード完了後はファームウェアをダウングレードできない。

• Cisco UCS Managerリリース 2.1(2a)以降を使用している必要がある。

•ブレードサーバのボードコントローラファームウェアバージョンが、インストール済みソ
フトウェアバンドルと同じ、または新しいバージョンである必要がある。

M3およびM4ブレードサーバのボードコントローラのファームウェアをアクティブ化する前に、
次の注意事項を確認してください。

•ボードコントローラファームウェアのバージョンが、既存のCiscoUCS環境で実行されてい
るバージョンよりも新しい場合でも、ソフトウェアマトリックスまたは TACのサポート範
囲には違反しません。

•ボードコントローラファームウェアの更新は、常に他のコンポーネントのファームウェア
と下位互換性があります。ただし、CiscoUCSManagerでボードコントローラのファームウェ
アをダウングレードすることはできません。
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• CIMCやアダプタなどのブレードサーバコンポーネントが、ボードコントローラのファー
ムウェアバージョンより前のファームウェアバージョンを実行している場合、ボードコン

トローラで実行されているファームウェアバージョンに合わせてブレードのコンポーネント

をアップグレードする必要はありません。

また、CSCuu15465に記述されている、ボードコントローラの「不一致」アラートが生成される
不具合の影響を受ける可能性があります。これは誤ったアラートで、UCSM機能カタログ2.2(4c)T
および 2.2(5b)Tで解決されています。

詳細については、https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu15465を参照してください。（注）

機能カタログの更新は、次の手順で適用できます。

1 2.2(4c) Infra/Catalogまたは 2.2(5b) Infra/Catalogソフトウェアバンドルをダウンロードします。
Cisco UCSManagerでのファームウェアのダウンロードと管理には、ソフトウェアバンドルの
ダウンロードに関する詳細情報が掲載されています。

2 カタログバージョン 2.2(4c)Tまたは 2.2(5b)T（または含まれているカタログバージョン）を
ロードしてカタログをアクティブにします。機能カタログ更新のアクティブ化には、Cisco
UCS Managerによる機能カタログのアクティブ化に関する情報が詳細に説明されています。

3 新しく挿入されたブレードサーバを停止します。

4 以前のボードコントローラバージョンがあるホストファームウェアパックポリシーにブレー

ドサーバを関連付けます。

誤った不一致アラートは、CSCuu15465に対する修正がカタログに行われているため発生しま
せん。

これはカタログのみの修正です。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開

始します。

UCS-A# scope server
chassis-id/server-id

ステップ 1   

サーバのボードコントローラモードを開

始します。

UCS-A /chassis/server # scope
boardcontroller

ステップ 2   

（任意）

ボードコントローラの利用可能なソフト

ウェアイメージを表示します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# show image

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

ボードコントローラの現在実行中のソフト

ウェアイメージを表示します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# show firmware

ステップ 4   

サーバのボードコントローラの選択された

ファームウェアバージョンをアクティブ化

します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# activate firmware version-num

ステップ 5   

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 /chassis/server/boardcontroller
# commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、M3ボードコントローラのファームウェアをアクティブ化します。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope boardcontroller
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show image
Name Type Version State
-------------------------------------- ----------------- --------- -----
ucs-b200-m3-brdprog.11.0.bin Board Controller 11.0 Active
ucs-b22-m3-brdprog.8.0.bin Board Controller 8.0 Active

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show firmware
BoardController:

Running-Vers: 11.0
Package-Vers:
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # activate firmware 11.0
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer

Cisco UCS C シリーズ M3 および M4 ラックサーバのボードコントロー
ラファームウェアのアクティブ化

ボードコントローラファームウェアは、eUSB、LED、I/Oコネクタなど、サーバの多くの機能を
制御します。

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。サーバに関連付けられて

いる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るかどうかに応じて、リブー

トはただちに行われることがあります。アップグレードプロセスの最中にサーバのリブート

が必要になる回数を減らすために、ボードコントローラファームウェアは、サービスプロ

ファイル中のホストファームウェアパッケージを通じて、サーバ BIOSと共に、Cisco UCSド
メインをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。

（注）

M3およびM4ボードコントローラファームウェアには次のような制限があります。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(1a)以降を使用している必要がある。
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•ボードコントローラファームウェアと CIMCファームウェアは、同じパッケージバージョ
ンのものである必要があります。

•ボードコントローラのアップグレード後に、ボードコントローラのアクティブ化ステータ
スに [Pending Power Cycle] が表示される場合、手動による電源の再投入が必要です。また、
エラーも生成されます。電源の再投入後、エラーはクリアされ、ボードコントローラのアク

ティブ化ステータスに [Ready]が表示されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始

します。

UCS-A# scope serverserver-idステップ 1   

サーバのボードコントローラモードを開始

します。

UCS-A /server #scope
boardcontroller

ステップ 2   

（任意）

ボードコントローラの利用可能なソフトウェ

アイメージを表示します。

UCS-A /server/boardcontroller #
show image

ステップ 3   

（任意）

ボードコントローラの現在実行中のソフト

ウェアイメージを表示します。

UCS-A /server/boardcontroller #
show firmware

ステップ 4   

サーバのボードコントローラの選択された

ファームウェアバージョンをアクティブ化

します。

UCS-A /server/boardcontroller #
activate firmwareversion-num

ステップ 5   

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 /server/boardcontroller #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、M3ボードコントローラのファームウェアをアクティブ化します。

UCS-A# scope server 7
UCS-A# /server # scope boardcontroller
UCS-A# /server/boardcontroller # show image
Name Type Version State
-------------------------------------- ----------------- --------- -----
ucs-c220-m3-brdprog.3.0.bin Board Controller 3.0 Active
ucs-c220-m3-brdprog.3.0.bin Board Controller 3.0 Active

UCS-A# /server/boardcontroller # show firmware
BoardController:

Running-Vers: N/A
Package-Vers:
Activate-Status: Ready

UCS-A# /server/boardcontroller # activate firmware 3.0 force
Warning: When committed this command will reset the end-point.

UCS-A# /server/boardcontroller* # commit-buffer
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Cisco UCS Managerファームウェア
CiscoUCSManagerソフトウェアでファームウェアをアクティブ化するときには、次のガイドライ
ンとベストプラクティスを考慮してください。

•クラスタ設定の場合、両方のファブリックインターコネクトの Cisco UCS Managerは同じ
バージョンを実行する必要があります。

• Cisco UCS Managerのアクティブ化により、管理機能が短期間にわたってダウンします。す
べての仮想シェル（VSH）接続が切断されます。

•クラスタ設定の場合、両方のファブリックインターコネクトの Cisco UCS Managerがアク
ティブ化されます。

•ファブリックインターコネクトをリセットする必要がないため、Cisco UCS Managerの更新
はサーバアプリケーション I/Oに影響を与えません。

•従属ファブリックインターコネクトがダウンしている間に Cisco UCS Managerが更新された
場合、従属ファブリックインターコネクトは復帰時に自動的に更新されます。

アップグレードの検証

CiscoUCSManagerは、アップグレードまたはダウングレードプロセスを検証し、すべてのファー
ムウェアアップグレードの検証エラー（非推奨のハードウェアなど）を [Upgrade Validation]タブ
に表示します。アップグレードの検証エラーがある場合、アップグレードは失敗し、Cisco UCS
Managerは以前のリリースにロールバックします。アップグレードを続ける前に、これらの障害
を解決する必要があります。

自動インストールメソッドで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またはダウ

ングレードを実行する場合、Cisco UCS Managerでアップグレードまたはダウングレードプロセ
スの問題を報告する必要がなければ [Skip Validation]チェックボックスをオンにします。逆に、
アップグレードまたはダウングレードプロセスの問題を報告するには、[Skip Validation]チェック
ボックスをオフにします。デフォルトでは、[Skip Validation]チェックボックスはオフになってい
ます。

Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

Cisco UCS Manager（システム）の使用可能なイメージ
を表示します。

UCS-A /system # show
image

ステップ 2   

システムの選択されたファームウェアバージョンをア

クティブにします。

UCS-A /system # activate
firmware version-num

ステップ 3   

Cisco UCS Managerのアクティブ化にファブ
リックインターコネクトのリブートは必要あ

りません。ただし、アクティブ化の一環とし

て、管理サービスは短時間ダウンし、すべて

の VSHシェルが終了します。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A /system #
commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Managerによって、選択したバージョンがス
タートアップバージョンに指定され、ファブリックイ

ンターコネクトがアップグレードされたときにアクティ

ベーションを実行するようにスケジュールされます。

次の例では、Cisco UCS Managerをバージョン 2.2(1b)にアップグレードし、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A# /system # show image
Name Type Version State
-------------------------------------------------- ---------------- ----------- -----
ucs-manager-k9.2.2.1b.bin System 2.2(1b) Active

UCS-A# /system # activate firmware 2.2(1b)
UCS-A# /system* # commit-buffer
UCS-A# /system #

ファブリックインターコネクトのファームウェア

ファブリックインターコネクトでのファームウェアのアクティブ化

ハイアベイラビリティクラスタ設定の 2台のファブリックインターコネクトのファームウェア
を更新する場合、プライマリファブリックインターコネクトをアクティブ化する前に、従属ファ

ブリックインターコネクトをアクティブにする必要があります。各ファブリックインターコネク

トの役割の決定の詳細については、クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認を参照し

てください。

単一のファブリックインターコネクトのスタンドアロン設定の場合、エンドポイントの直接の

ファームウェアアップグレードを実行すると、データトラフィックの中断を最小にできます。た
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だし、アップグレードを完了するために、ファブリックインターコネクトをリブートする必要が

あるため、トラフィックの中断は避けられません。

パスワードをCisco UCSドメインのファブリックインターコネクトの設定時に作成した admin
アカウントに復旧する場合、実行中のカーネルのバージョンと実行中のシステムのバージョン

を把握しておく必要があります。他のアカウントを作成しない場合、これらのファームウェ

アのバージョンのパスをテキストファイルに保存し、必要なときに参照できるようにしてお

くことを推奨します。

ヒント

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトのファブ

リックインターコネクトモードを開始します。

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a | b}

ステップ 1   

ファブリックインターコネクトの利用可能なソフ

トウェアイメージを表示します。

UCS-A /fabric-interconnect #
show image

ステップ 2   

ファブリックインターコネクトの選択されたファー

ムウェアバージョンをアクティブにします。

UCS-A /fabric-interconnect #
activate firmware
{kernel-versionkernel-ver-num |
system-version system-ver-num}

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Managerはファームウェアの更新とアク
ティベーションを実行してから、ファブリックイ

ンターコネクトと、そのファブリックインターコ

ネクトへのデータパスにある、ファブリックイン

ターコネクトへのデータトラフィックを中断する

すべての I/Oモジュールをリブートします。

次の例では、ファブリックインターコネクトをバージョン5.2(3)N2(2.21.92)にアップグレードし、
トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -----------------
ucs-6100-k9-kickstart.5.2.3.N2.2.21b.bin Fabric Interconnect 5.2(3)N2(2.21.92)
ucs-6100-k9-system.5.2.3.N2.2.21b.bin Fabric Interconnect 5.2(3)N2(2.21.92)

UCS-A /fabric-interconnect # activate firmware kernel-version 5.2(3)N2(2.21.92) system-version
5.2(3)N2(2.21.92)
UCS-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
UCS-A /fabric-interconnect #
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ファブリックインターコネクトフェールオーバーの強制

この操作は、Cisco UCS Manager CLIでのみ実行できます。

プライマリファブリックインターコネクトからフェールオーバーを強制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

クラスタ内のファブリックインターコネクトの状態

と、クラスタが HAレディであるかどうかを表示し
ます。

UCS-A# show cluster stateステップ 1   

クラスタのローカル管理モードを開始します。UCS-A# connect local-mgmtステップ 2   

次のいずれかのコマンドを使用して、従属ファブリッ

クインターコネクトをプライマリに変更します。

UCS-A (local-mgmt) # cluster
{forceprimary | lead {a | b}}

ステップ 3   

force

ローカルファブリックインターコネクトがプ

ライマリになるように強制します。

lead

指定した従属ファブリックインターコネクト

をプライマリにします。

次に、ファブリックインターコネクト bを従属からプライマリに変更する例を示します。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0xfc436fa8b88511e0-0xa370000573cb6c04

A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE

HA READY
UCS-A# connect local-mgmt
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

UCS-A(local-mgmt)# cluster lead b
UCS-A(local-mgmt)#
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