
プラグインを使用したアクションの実行

この章は、次の項で構成されています。

•プラグインを使用したアクションの実行（1ページ）
• ESXiおよび ESXi以外のサーバのアクション：（2ページ）
•サービスプロファイルテンプレートのアクション（8ページ）
•サービスプロファイルのアクション（10ページ）
•ファームウェア管理のアクション（11ページ）
• UCSドメインのアクション（15ページ）

プラグインを使用したアクションの実行
Cisco UCS Managerプラグインを使用すると、サーバ、UCSドメイン、サービスプロファイ
ル、およびサービスプロファイルテンプレートに対してさまざまなアクションを実行できま

す。実行できるアクションは、サーバとユーザ権限の関連付けの状態に基づいて決まります。

アクションを実行する前に、影響分析が実行されます。分析結果に基づいて、アクションの

キャンセルまたは続行を促すプロンプトが表示されます。

プラグインを使用して管理できるさまざまなコンポーネントに対して、次のアクションを実行

できます。

• ESXiおよび ESXi以外のサーバ：

•サーバのサービスプロファイルの作成：ハードウェアまたはテンプレートベースの
サーバプロファイルを作成できます。

• BIOSポリシーの管理：サーバの BIOSポリシーを変更できます。
•サービスプロファイルの関連付け：サーバに対してサービスプロファイルを関連付
けることができます。

•ファームウェアホストパックの管理：サーバのホストファームウェアパックを変更
できます。

•サービスプロファイルの関連付け解除：サービスプロファイルとサーバの関連付け
を解除できます。

• ESXiサーバ：
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• KVMの起動：サーバの KVMコンソールを起動することができます。

• UCSMの起動：登録されているすべての UCSドメインに対して、Cisco UCS Manager
のユーザインターフェイスを起動することができます。

• UCSドメイン：UCSドメインのリロード：UCSドメインの物理インベントリをリロード
できます。

•サービスプロファイルテンプレート：

•ホストファームウェアパックの管理：サービスプロファイルテンプレートのホスト
ファームウェアパックを変更できます。

•サーバプールの管理：サーバプールを変更できます。
•テンプレートからのサービスプロファイルの作成：テンプレートを使用してサービス
プロファイルを作成できます。

•サービスプロファイル：ファームウェアホストパックの管理：サービスプロファイルの
ファームウェアホストパックを変更できます。

•ファームウェア：

•ファームウェアのアップロード：サーバのファームウェアバンドルをアップロードで
きます。

•パッケージバージョンの変更：ファームウェアパッケージのバージョンをアップグ
レードまたはダウングレードすることができます。

•アップロードタスクの削除：ファームウェアのアップロードタスクを削除できます。

•ファームウェアパッケージの削除：ファームウェアのパッケージバンドルを削除で
きます。

ここでは、利用可能なアクションの実行方法について説明します。

ESXiおよび ESXi以外のサーバのアクション：

ESXiまたは ESXi以外のサーバに対するサービスプロファイルの作成
サービスプロファイルを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。
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ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 [ラックマウント（Rack Mounts）]または [シャーシ（Chassis）]をクリックします。
UCSドメインに関連付けられたすべてのラックマウントまたはシャーシのリストが表示され
ます。

ステップ 6 ラックマウントまたはシャーシを選択します。

ステップ 7 [ESXiサーバ（ESXi Servers）]または [ESXi以外のサーバ（Non ESXi Servers）]をクリックしま
す。

ラックマウントまたはシャーシに関連付けられているすべての ESXiサーバまたは ESXi以外
のサーバのリストが表示されます。

ステップ 8 サーバを選択して右クリックします。

ESXiサーバの場合、右クリックして [すべてのCiscoUCSvCenterプラグインのアクション（All
Cisco UCS vCenter Plugin Actions）]を選択します。

ステップ 9 [サーバのサービスプロファイルの作成（Create Service Profile for Server）]をクリックします。
[サーバのサービスプロファイルの作成（Create Service Profile for Server）]画面が表示されま
す。

ステップ 10 [サーバのサービスプロファイルの作成（Create Service Profile for Server）]で、次を実行しま
す。

• [組織のサービスプロファイルの作成（Create Service Profile in Organization）]：ドロップダ
ウンメニューから組織を選択します。

• [ハードウェアベースのサービスプロファイル（HardwareBased Service Profile）]または [テ
ンプレートベースのサービスプロファイル（Template Based Service Profile）]を選択しま
す。

• [ハードウェアベースのサービスプロファイル（Hardware Based Service Profile）]を選択し
た場合、次を入力します。

•サービスプロファイルの名前。

• [デフォルトvNICの作成（Create Default vNICs）]または [デフォルトvHBAの作成
（Create Default vHBAs）]を選択します。

• [OK]をクリックします。

• [テンプレートベースのサービスプロファイル（Template Based Service Profile）]を選択し
た場合、次を入力します。

•サービスプロファイルの名前。

•ドロップダウンメニューからサービスプロファイルテンプレートを選択します。

• [OK]をクリックします。

これにより、サービスプロファイルが作成され、選択したサーバに関連付けられます。
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BIOSポリシーの管理
サーバの BIOSポリシーを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 [ラックマウント（Rack Mounts）]または [シャーシ（Chassis）]をクリックします。
UCSドメインに関連付けられたすべてのラックマウントまたはシャーシのリストが表示され
ます。

ステップ 6 ラックマウントまたはシャーシを選択します。

ステップ 7 [ESXiサーバ（ESXi Servers）]または [ESXi以外のサーバ（Non ESXi Servers）]をクリックしま
す。

ラックマウントまたはシャーシに関連付けられているすべての ESXiサーバまたは ESXi以外
のサーバのリストが表示されます。

ステップ 8 サーバを選択して右クリックします。

ステップ 9 [BIOSポリシーの管理（Manage BIOS Policy）]をクリックします。
[BIOSポリシーの管理（Manage BIOS Policy）]画面が表示されます。

ステップ 10 [BIOSポリシーの管理（Manage BIOS Policy）]画面で、ドロップダウンメニューから BIOSポ
リシーを選択します。

ステップ 11 [変更の保存（Save Changes）]をクリックします。

ステップ 12 BIOSパラメータを変更するには、[BIOSポリシーのインスタンス（BIOS Policy Instance）]リ
ンクをクリックします。

[BIOSポリシー（BIOS Policy）]画面が表示されます。

ステップ 13 BIOSパラメータに必要な変更を加えて、[変更の保存（Save Changes）]をクリックします。

BIOSポリシーを複数のサーバに関連付けることができます。ポリシーを変更した場
合、その変更は関連付けられたすべてのサーバに適用されます。

（注）

サービスプロファイルとサーバとの関連付け

サービスプロファイルとサーバを関連付けるには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 [ラックマウント（Rack Mounts）]または [シャーシ（Chassis）]をクリックします。
UCSドメインに関連付けられたすべてのラックマウントまたはシャーシのリストが表示され
ます。

ステップ 6 ラックマウントまたはシャーシを選択します。

ステップ 7 [ESXiサーバ（ESXi Servers）]または [ESXi以外のサーバ（Non ESXi Servers）]をクリックしま
す。

ラックマウントまたはシャーシに関連付けられているすべての ESXiサーバまたは ESXi以外
のサーバのリストが表示されます。

ステップ 8 サーバを選択して右クリックします。

ステップ 9 [サービスプロファイルの関連付け（Associate Service Profile）]をクリックします。
[サービスプロファイルの関連付け（Associate Service Profile）]画面が表示されます。

ステップ 10 [サービスプロファイルの関連付け（Associate Service Profile）]画面で、[使用可能なサービス
プロファイル（Available Service Profiles）]または [すべてのサービスプロファイル（All Service
Profiles）]を選択します。
サービスプロファイルのリストが表示されます。

ステップ 11 リストからサービスプロファイルを選択し、[OK]をクリックします。
選択したサービスプロファイルがサーバに関連付けられます。

ホストファームウェアパックの管理

サーバのファームウェアホストパックを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 [ラックマウント（Rack Mounts）]または [シャーシ（Chassis）]をクリックします。
UCSドメインに関連付けられたすべてのラックマウントまたはシャーシのリストが表示され
ます。
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ステップ 6 ラックマウントまたはシャーシを選択します。

ステップ 7 [ESXiサーバ（ESXi Servers）]または [ESXi以外のサーバ（Non ESXi Servers）]をクリックしま
す。

ラックマウントまたはシャーシに関連付けられているすべての ESXiサーバまたは ESXi以外
のサーバのリストが表示されます。

ステップ 8 サーバを選択して右クリックします。

ステップ 9 [ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]を選択します。
[ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]ウィザードが表示されま
す。

ステップ 10 [ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]ウィザードで、ドロップ
ダウンメニューからファームウェアホストパックを選択します。

ステップ 11 [Save Changes]をクリックします。

ESXiまたは ESXi以外のサーバからのサービスプロファイルの関連付
け解除

サーバからサーバプロファイルの関連付けを解除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 [ラックマウント（Rack Mounts）]または [シャーシ（Chassis）]をクリックします。
UCSドメインに関連付けられたすべてのラックマウントまたはシャーシのリストが表示され
ます。

ステップ 6 ラックマウントまたはシャーシを選択します。

ステップ 7 [ESXiサーバ（ESXi Servers）]または [ESXi以外のサーバ（Non ESXi Servers）]をクリックしま
す。

ラックマウントまたはシャーシに関連付けられているすべての ESXiサーバまたは ESXi以外
のサーバのリストが表示されます。

ステップ 8 サーバを選択して右クリックします。

ステップ 9 [サービスプロファイルの関連付け解除（Disassociate Service Profile）]をクリックします。

ステップ 10 [サービスプロファイルの関連付け解除（Disassociate Service Profile）]画面で、サービスプロ
ファイルを選択し、[OK]をクリックします。
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サービスプロファイルがサーバから関連付け解除されます。

ESXiサーバの KVMコンソールの起動

次の手順はリリース 3.0(x)に対して有効です。（注）

KVM Launch Managerでは、Cisco UCSManagerにログインせずに KVMコンソールからサーバ
にアクセスできます。

サーバの KVMコンソールを起動するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 KVMを起動するサーバに移動します。

ステップ 4 サーバを選択し、[KVMの起動（Launch KVM）]をクリックします。

設定されているインバンド管理とアウトオブバンド管理の IPアドレスのリストが表示されま
す。

ステップ 5 KVMの起動に使用する IPアドレスを選択し、[OK]をクリックします。

ESXiサーバの UCSMユーザインターフェイスの起動
Cisco UCS Managerのユーザインターフェイスを起動するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 左ペインで、[ホストおよびクラスタ（Hosts and Clusters）]をクリックします。
すべてのホストのリストが表示されます。

ステップ 4 登録済みの UCSMドメインを持つホストを選択します。

ステップ 5 左ペインでサーバを選択し、右クリックして [すべてのCiscoUCSvCenterプラグインのアクショ
ン（All Cisco UCS vCenter Plug-in Actions）]を選択します。
使用可能なすべてのアクションのリストが表示されます。
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ステップ 6 [UCSMの起動（Launch UCSM）]をクリックします。

サービスプロファイルテンプレートのアクション

サービスプロファイルテンプレートのホストファームウェアパック

の管理

サーバのファームウェアホストパックを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右パネルで、[設定 (Configure)] [サービスプロファイルテンプレート(Service Profile
Templates)]の順にクリックします。

ステップ 6 サービスプロファイルテンプレートを選択します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]をクリックし、[ファームウェアホストパックの管理（ManageFirmware
Host Pack）]を選択します。
[ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]ウィザードが表示されま
す。

ステップ 8 [ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]ウィザードで、ドロップ
ダウンメニューからファームウェアホストパックを選択します。

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

サーバプールの管理

サーバプールを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

プラグインを使用したアクションの実行
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ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右パネルで、[設定 (Configure)] [サービスプロファイルテンプレート(Service Profile
Templates)]の順にクリックします。 >

ステップ 6 サービスプロファイルテンプレートを選択します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]をクリックし、[サーバプールの管理（Manage Server Pools）]を選択
します。

[関連するサーバプール（Associated Server Pools）]ポップアップが表示されます。

ステップ 8 [サーバプールとの関連付け（Associate with Server Pool）]をクリックします。
[サーバプールとの関連付け（Associate with Server Pool）]ポップアップが表示されます。

ステップ 9 それぞれのドロップダウンメニューから、[プールの割り当て（PoolAssignment）]および [サー
バプールの資格情報（Server Pool Qualification）]を選択します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

テンプレートからのサービスプロファイルの作成

テンプレートからサービスプロファイルを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右パネルで、[設定 (Configure)] [サービスプロファイルテンプレート(Service Profile
Templates)]の順にクリックします。 >

ステップ 6 サービスプロファイルテンプレートを選択します。

ステップ 7 [アクション (Actions）]をクリックし、サービスプロファイルの作成に使用する [テンプレー
トからのサービスプロファイルの作成（Create Service Profiles FromTemplate）]を選択します。
[テンプレートからのサービスプロファイルの作成（Create Service Profiles FromTemplate）]ポッ
プアップが表示されます。

ステップ 8 プレフィックス、サフィックス、作成するサービスプロファイルのインスタンス数をそれぞれ
のフィールドに入力します。

ステップ 9 [OK]をクリックします。
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サービスプロファイルのアクション

サービスプロファイルのホストファームウェアパックの管理

サーバのファームウェアホストパックを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右ペインで、[設定（Configure][サービスプロファイル（Service Profile）]の順にクリッ
クします。 >

ステップ 6 サービスプロファイルを選択します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]をクリックし、[ファームウェアホストパックの管理（ManageFirmware
Host Pack）]を選択します。
[ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]ウィザードが表示されま
す。

ステップ 8 [ファームウェアホストパックの管理（Manage Firmware Host Pack）]ウィザードで、ドロップ
ダウンメニューからファームウェアホストパックを選択します。

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

保留アクティビティの確認

サーバの保留アクティビティを確認するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右ペインで、[設定（Configure] > [サービスプロファイル（ServiceProfile）]の順にクリッ
クします。

プラグインを使用したアクションの実行
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ステップ 6 [保留アクティビティ（Pending Activities）]をクリックします。
[保留アクティビティ（Pending Activities）]ウィザードが表示されます。

ステップ 7 [保留アクティビティ（Pending Activities）]ウィザードで、再起動をトリガーするサーバに対
して [今すぐ再起動（Reboot now）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ファームウェア管理のアクション

ファームウェアパッケージのアップロード

サーバのファームウェアホストパックをアップロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右ペインで、[設定（Configure）] > [ファームウェア（Firmware）] > [ファームウェア
のアップロードタスク（Firmware Upload Tasks）]の順にクリックします。

ステップ 6 [アクション（Actions）]をクリックし、[ファームウェアのアップロード（Upload Firmware）]
を選択します。

[ファームウェアバンドルのアップロード（UploadFirmwareBundle）]ダイアログボックスが表
示されます。

ステップ 7 [ファームウェアバンドルのアップロード（UploadFirmwareBundle）]ダイアログボックスで、
次を入力します。

説明アクション

プロトコルタイプ。次のいずれかになります。

• FTP

• TFTP

• SCP

• SFTP

[Protocol]フィールド

プラグインを使用したアクションの実行
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説明アクション

ファームウェアバンドルが存在するサーバの

IPアドレスまたはホスト名。[プロトコル
（Protocol）]フィールドの設定に応じて、サー
バ名は異なる場合があります。

[サーバ（Server）]フィールド

サーバ上のファームウェアバンドルの名前。[ファイル名（Filename）]フィールド

リモートサーバ上のファイルへの絶対パス。

SCPを使用する場合、絶対パスは常に必要で
す。他のプロトコルを使用する場合は、ファ

イルがデフォルトのダウンロードフォルダに

あれば、リモートパスを指定する必要はあり

ません。ファイルサーバの設定方法の詳細に

ついては、システム管理者に問い合わせてく

ださい。

[リモートパス（Remote Path）]フィールド

システムがサーバへのログインに使用する必

要のあるユーザ名。プロトコルが TFTPの場
合、このフィールドは適用されません。

[User]フィールド

サーバのパスワード。プロトコルが TFTPの
場合、このフィールドは適用されません。

[Password]フィールド

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ファームウェアパッケージをアップロードし、アップロードされたパッケージが [ファーム
ウェアパッケージ（Firmware Packages）]タブに表示されます。

ステップ 9 （任意）ファームウェアパッケージを削除するには、ファームウェアパッケージを選択して、

[アクション (Action)]、 [アップロードタスクの削除（Delete Upload Task）] > をクリックしま
す。

ステップ 10 （任意）削除の確認プロンプトで、[OK]をクリックします。

ホストファームウェアパックのパッケージバージョンの変更

サーバのファームウェアホストパックを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

プラグインを使用したアクションの実行
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ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右ペインで、[設定（Configure）] > [ファームウェア（Firmware）] > [ホストファーム
ウェアパッケージ（Host Firmware Packages）]の順にクリックします。

ステップ 6 [組織（Org）]を展開します。

ステップ 7 ファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする必要があるサービスプロファイル

またはサーバに関連付けられているホストファームウェアパッケージを選択します。

[パッケージバージョンの変更（Modify Package Version）]をクリックすることで、ホ
ストファームウェアパッケージに対して現在関連付けられているサービスプロファ

イルを表示できます。これにより既存のパッケージが表示されます。

（注）

サービスプロファイルが関連付けられていないサーバ上のファームウェアをアップグ

レードする場合は、[デフォルト（default）]ホストファームウェアパッケージを選択
します。このオプションを選択すると、関連付けられていないすべてのサーバ上の

ファームウェア、またはデフォルトのホストファームウェアパッケージに関連付け

られているサービスプロファイルがアップグレードされます。

（注）

ステップ 8 [アクション (Actions)] > [パッケージバージョンの変更 (Modify Package Versions)]をクリック
します。

[パッケージバージョンの変更（Modify package Versions）]ウィザードが表示されます。

ステップ 9 BシリーズおよびCシリーズのサーバに対しては、アップグレードしたいファームウェアバー
ジョンをそれぞれの [ブレードパッケージ（Blade Package）]および [ラックパッケージ（Rack
Package）]ドロップダウンリストから選択します。

ステップ 10 [ホストファームウェアパッケージの依存関係（Host Firmware Package Dependencies）]領域に
は、関連付けられているすべてのサービスプロファイル、影響を受ける ESXiホストとその
VMがリストされます。

ステップ 11 [次へ（Next）]をクリックします。

影響を受けるエンドポイントとそのステータスの概要が表示されます。

ステップ 12 （任意）特定の影響を表示するには、利用可能なフィルタオプションを使用します。

ステップ 13 影響を受けるサーバでESXiが実行されている場合は、[実行中のすべてのホストをメンテナン
スモードに移行（Move all the running hosts to maintenance mode）]がデフォルトで有効になって
います。ホストをメンテナンスモードに移行せずにファームウェアパッケージをアップグレー

ドする必要がある場合は、[サーバが実行中でもアップグレード（Upgradeeven with running
server）]をオンにします。

ホストがメンテナンスモードに正常に移行しなかった場合、ファームウェアアップ

グレードプロセスは終了します。

（注）

アップグレード後、ホストのメンテナンスモードを手動で終了させるまで、すべての

ホストがメンテナンスモードのままになります。

（注）

プラグインを使用したアクションの実行
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ステップ 14 [更新（Update）]をクリックします。

アップグレードプロセスを開始します。

何らかの障害が原因でアップグレードプロセスが中断した場合、ホストのステータス

を手動でチェックして、ホストのいずれかが保留中になっていたり、メンテナンス

モードに移行していたりしていないかどうか確認します。

（注）

アップグレードプロセス中にタイムアウトエラーが発生した場合、ホストをメンテ

ナンスモードに手動で移行させてから、[パッケージバージョンの変更（ModifyPackage
Versions）]ウィザードを再実行してファームウェアアップグレードをトリガーしま
す。

（注）

ステップ 15 ファームウェアが正常にアップグレードされたら、[アラート（Alert）]メッセージダイアログ
ボックスが表示されます。メッセージを確認し、[OK]をクリックして終了します。

一部またはすべてのサーバに対して即時に再起動をトリガーする場合、[保留アクティビティ
（Pending Activities）]をクリックします。

関連付けられたサービスプロファイルに関して UCSメンテナンスポリシーが [ユー
ザ確認（User Acknowledge）]または [メンテナンスウィンドウでスケジュール済み
（Scheduled for maintenance window）]に設定されている場合、[保留アクティビティ
（Pending Activities）]オプションが表示されます。

（注）

ステップ 16 （任意） [保留アクティビティ（Pending Activities）]ページでは、次の操作を実行できます。

a) [スケジュールされたアクティビティ（ScheduledActivities）]タブでは、スケジュールの状
態を上書きし、リスト内のサーバに対して即時再起動をトリガーできます。即時に再起動

するには、それぞれのサービスプロファイルに対して [今すぐ再起動（Reboot Now）]
チェックボックスをオンにして [OK]をクリックします。

b) [ユーザ確認アクティビティ（UserAcknowledgedActivities）]タブで、アクティビティを確
認したり、リスト内のサーバに対して即時再起動をトリガーしたりできます。即時に再起

動するには、それぞれのサービスプロファイルに対して [今すぐ再起動（Reboot Now）]
チェックボックスをオンにして [OK]をクリックします。

アップロードしたタスクの削除

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

プラグインを使用したアクションの実行
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ステップ 5 画面の右ペインで、[設定（Configure）] > [ファームウェア（Firmware）] > [ファームウェア
のアップロードタスク（Firmware Upload Tasks）]の順にクリックします。

ステップ 6 削除するタスクを選択します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]をクリックし、[アップロードタスクの削除（Delete Upload Task）]を
選択します。

ステップ 8 削除の確認ボックスで [OK]をクリックします。

削除の成功ボックスで [OK]をクリックします。

ファームウェアパッケージの削除

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 画面の右ペインで、[管理（Manage）] [ファームウェア（Firmware）] [ファームウェアパッケー
ジ（Firmware Packages）] > > の順にクリックします。

ステップ 6 削除するファームウェアパッケージを選択します。

ステップ 7 [アクション（Actions）]をクリックし、[ファームウェアパッケージの削除（Delete Firmware
Package）]を選択します。

ステップ 8 削除の確認ボックスで [OK]をクリックします。

削除の成功ボックスで [OK]をクリックします。

UCSドメインのアクション

UCSドメインインベントリのリロード
UCSドメインインベントリをリロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 vSphere HTMLクライアントを起動します。

プラグインを使用したアクションの実行
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ステップ 2 [ショートカット（Shortcuts）]ページに移動し、Cisco UCSプラグインを起動します。

ステップ 3 [ホーム（Home）]タブの [Cisco UCS Management Center]ページで、登録されたすべての UCS
ドメインのリストを表示できます。

ステップ 4 ドメインをダブルクリックします。

ステップ 5 [UCSドメインのリロード（Reload UCS Domain）]を選択します。

アクションが動作していない場合には、以下の手順を実行します。

1. [その他のオブジェクト (More Objects)] > [ファブリックインターコネクト (Fabric
Interconnects)]をクリックします。

2. リストから、任意のファブリックインターコネクトをクリックします。

3. [その他のオブジェクト (More Objects)]タブを選択します。

4. [ドメイン (Domain)]を右クリックし、[UCSドメインのリロード (Reload UCS Domain)]を
選択します。

UCSドメインのインベントリをリロードします。

プラグインを使用したアクションの実行
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