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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から Cisco UCS Centralのローカルファ
イルシステムとリモートファイルシステム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。[SystemTools]アイコンを介してイメージライブラリにアクセスしま
す。

• [Packages]：すべてのファームウェアパッケージを表示します。

• [Downloads]：ダウンロードのステータスをモニタすることができます。

ファームウェアポリシーの作成時にファームウェアイメージを使用します。

[Image Library]では、以下の操作を実行できます。

•イメージを選択し、[Delete]をクリックして、ダウンロードしたイメージを削除する。
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削除しようとしているファームウェアイメージがスケジュールされたポリシー

から参照されている場合は、削除操作が失敗します。このポリシーはイメー

ジライブラリから削除できません。

（注）

•定期的なファームウェアイメージ同期をスケジュール設定する。

• Cisco.comのイメージとファームウェアイメージを同期する。

•ファームウェアバンドル（またはサービスパック）をインポートする。

•イメージのダウンロードの詳細については、Cisco.comからのファームウェアのダウンロー
ド, （2ページ）を参照してください。

Cisco.com からのファームウェアのダウンロード
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、Cisco UCS Central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

[Store Locally]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。

Cisco.comからのファームウェアイメージをダウンロードするには、次の操作を実行する必要が
あります。

1 ユーザクレデンシャルを使用して、Cisco.comのアカウントを設定します。

2 GUIを介して、EULAと K9を承認します。

3 同期の頻度を設定します（オンデマンド、毎日、毎週、隔週）。

4 メタデータをダウンロードします。

このプロセスはバックグラウンドで動作し、完了するまで約 15分かかります。ダウンロード
時間は、イメージの数によって異なります。

（注）

5 イメージをメタデータから選択し、ダウンロードします。

Cisco.comからCiscoUCSCentralにファームウェアをダウンロードするには、Cisco.comアカウ
ントを作成してください。

重要
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Cisco.comアカウントのユーザを変更すると、イメージライブラリが完全に同期されます。同
期中は、ダウンロード操作を実行できません。これは、ライブラリのサイズによって、最大

15分かかることがあります。

（注）

Cisco.Com アカウントの設定
ファームウェア管理とハードウェア互換性リストのクレデンシャルはともに cisco.comアカウント
を使用して管理されます。

手順

ステップ 1 [System Configuration]アイコンをクリックし、Cisco.comのアカウントを選択します。
ステップ 2 ユーザ名およびパスワードを入力します。

ステップ 3 HTTPを介して Cisco.comにアクセスする場合は、[HTTP Proxy To Access Cisco.com]フィールドで
[Enabled]を選択します。適切なフィールドに、HTTP接続情報を入力します。

この機能には、Cisco UCS Centralが Cisco.comへのネットワークアクセスを備えている
必要があります。必要に応じて、プロキシサーバ設定を有効にして適用してください。

（注）

ステップ 4 使用するシスコサービスを選択します。

• [Firmware Image Downloads]：Cisco.comからインフラストラクチャファームウェアの更新お
よびファームウェアイメージのダウンロードをダウンロードする場合に選択します。

• [HardwareCompatibilityCatalog]：ローカルリストをCisco.comと同期させ、使用しているハー
ドウェアに互換性があることを確認する場合に選択します。

ステップ 5 [Save]をクリックします。
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シスコからのインフラストラクチャファームウェアイ

メージのダウンロード

手順

ステップ 1 [System Tools]アイコンをクリックし、[Image Library]を選択します。
ステップ 2 [Packages]をクリックして使用可能なパッケージを表示します。
ステップ 3 パッケージ（1つまたは複数）を選択し、[Import Selected Image]アイコンをクリックします。
ステップ 4 [Download]をクリックします。

テーブルでダウンロードのステータスの情報を確認できます。

ステップ 5 [Transfer State]列で、[Launch]をクリックしてステータスのダイアログを表示します。
このダイアログにダウンロードステータスの詳細情報を表示します。

ファームウェアライブラリからのイメージの削除
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：イメージを選択して削除をクリックすると、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

イメージライブラリ上のイメージのメタデータの削除

CLIを使用してメタデータの削除のみできます。
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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

機能カタログ
機能カタログは調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセットです。Cisco UCSはカタ
ログを使用してサーバの新しく資格を持ったDIMMやディスクドライブなどのコンポーネントの
表示と設定可能性を更新します。

カタログは、シャーシ、CPU、ローカルディスク、I/Oモジュールなどのハードウェアコンポー
ネントによって分割されます。カタログを使用すると、該当するコンポーネントで利用可能なプ

ロバイダーのリストを表示できます。1つのハードウェアコンポーネントに対して 1つのプロバ
イダーが存在します。各プロバイダーは、ベンダー、モデル（PID）、およびリビジョンによって
識別されます。各プロバイダーに対して、装置の製造元とフォームファクタの詳細を表示するこ

ともできます。

特定のカタログのリリースに依存するハードウェアコンポーネントの詳細については、『Service
Notes for theB- Series server』のコンポーネントのサポートの表を参照してください。特定のリリー
スで導入されたコンポーネントの情報については、『Cisco UCSRelease Notes』を参照してくださ
い。

機能カタログの内容

機能カタログの内容は次のとおりです。
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実装固有の調整可能なパラメータ

•電力および熱に関する制約

•スロット範囲および番号

•アダプタ機能

ハードウェア固有のルール

• BIOS、CIMC、RAIDコントローラ、アダプタなどのコンポーネントのファームウェア
互換性

•診断

•ハードウェア固有のリブート

ユーザ表示文字列

• CPNや PID/VIDなどの部品番号

•コンポーネントの説明

•物理レイアウト/寸法

• OEM情報

機能カタログの更新

Cisco UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドルには、機能カタログの更新が含まれてい
ます。Cisco Technical Assistance Centerから特に指示された場合を除いて、Cisco UCSインフラス
トラクチャソフトウェアバンドルをダウンロード、更新、およびアクティブ化した後に、機能カ

タログの更新をアクティブ化する必要があるだけです。

機能カタログの更新をアクティブ化すると、Cisco UCSによってすぐに新しいベースラインカタ
ログに更新されます。それ以外の作業は行う必要がありません。機能カタログの更新では、Cisco
UCSドメイン内のコンポーネントをリブートまたは再インストールする必要はありません。

各 Cisco UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドルには、ベースラインカタログが含ま
れます。まれに、シスコが Cisco UCSリリースの間で機能カタログの更新をリリースし、ファー
ムウェアイメージをダウンロードするのと同じサイトで更新を入手できるようにする場合があり

ます。
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機能カタログのバージョンは、使用しているCiscoUCSのバージョンによって決まります。た
とえば、Cisco UCS 3.xリリースは、機能カタログのあらゆる 3.xリリースと一緒に使用できま
すが、2.xリリースと一緒に使用することはできません。特定の Cisco UCSリリースでサポー
トされている機能カタログのリリースについては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-docで入手可能な『CiscoUCS B-Series Servers Documentation Roadmap』にある『Release
Notes for Cisco UCS Software』を参照してください。

（注）

定期的なファームウェアイメージの同期のスケジューリ

ング

はじめる前に

Cisco.com上の最新のファームウェアバンドルにアクセスするには、有効なCisco.comユーザ名と
パスワードを持っている必要があります。「Cisco.Comアカウントの設定」を参照してください

手順

ステップ 1 [System Tools]アイコンをクリックし、[Image Library]を選択します。
ステップ 2 [Image Library]ページで、[Tools]をクリックし、[Schedule Periodic Firmware Image Syncs]を選択し

ます。

これにより [Periodic Firmware Image Sync]ダイアログボックスが起動します。

ステップ 3 www.cisco.comからのインフラストラクチャファームウェアのダウンロードの頻度を選択します。

• [On Demand]：ユーザが [Schedule]をクリックすると、ファームウェアイメージライブラリ
のリストをダウンロードします。

• [Daily]：1日に 1回ファームウェアイメージライブラリのリストをダウンロードします。

• [Weekly]：1週間に 1回ファームウェアイメージライブラリのリストをダウンロードしま
す。

• [Bi-weekly]：隔週でファームウェアイメージライブラリのリストをダウンロードします。

ステップ 4 [Cisco End User License Agreement]をクリックし、手順に従って EULAを許可します。
ステップ 5 [K9 TM]をクリックし、手順に従って利用規約に同意します。
ステップ 6 [Schedule]をクリックします。

UCS Centralのインストール後、または UCS Central v1.4から v1.5へのアップグレード
後、最初にファームウェアイメージの同期を実行すると、Cisco.comからのイメージカ
タログのダウンロードに 15分かかります。

（注）
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ファームウェアバンドルのインポート

はじめる前に

Cisco.comからファームウェアバンドルをダウンロードして、ローカルデスクトップまたはサポー
トされているリモートファイルシステムに保存されていることを確認してください。Cisco.Com
アカウントの設定

手順

ステップ 1 [System Tools]アイコンをクリックし、[Image Library]を選択します。
ステップ 2 [Image Library]ページで、[Tools]アイコンをクリックして、[Import Firmware Bundle]を選択しま

す。

これにより [Firmware Bundle Import]ダイアログボックスが開きます。

ステップ 3 ローカルシステムにファームウェアバンドルを含む BINファイルが存在する場合は、
a) [FW Bundle Location]で、[Local]をクリックします。
b) [File Name]フィールドで、ファイルアイコンをクリックしてローカルブラウザを開きます。
c) ファイルの場所から、BINファイルを選択して、[Open]をクリックします。
d) [Firmware Bundle Import]ダイアログボックスで、[Import]をクリックします。

ステップ 4 リモートファイルシステムにファームウェアバンドルが存在する場合は、

リモートファイルシステムのホスト名、ユーザ名、およびパスワードがわかっている

ことを確認してください。

（注）

a) [FW Bundle Location]で、[Remote]をクリックします。
これにより、サポートされているファイル転送プロトコルが表示されます。

b) 転送プロトコルを選択します。
c) ファイルをインポートするオプションのいずれかを選択して、フィールドに必要な情報を入力
し、[Import]をクリックします。
たとえば、リモートサーバ上のBINファイルucs-k9-bundle-infra.2.2.3a.A.binを使
用する場合は、絶対パス /home/cisco-ucs-central/firmware/ucs-k9-bundle-infra.2.2.3a.A.binを入力
します。

次の作業

ファームウェアバンドルを適切なポリシーに追加して、アップグレードを実行します。

アップグレードが完了したら、Cisco UCS Centralからファームウェアバンドルを削除します。

これを削除する前に関連付けられたすべてのポリシーからファームウェアバンドルを削除し

ます。

（注）
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ホストファームウェアパッケージポリシーの作成また

は編集

手順

ステップ 1 [Actions]バーで次のように入力します。 [Create Host Firmware Package Policy]で Enterキーを押し
ます。

ステップ 2 [Host Firmware Package Policy]ダイアログボックスで、[Basic]をクリックし、ポリシーを作成す
る [Organization]を選択します。

ステップ 3 [Name]とオプションの [Description]を入力します。
ポリシー名では、大文字と小文字が区別されます。

ステップ 4 環境の要件に応じて、ファームウェアの [Blade Version]および [Rack Version]を選択します。
ステップ 5 ファームウェアに必要な [Service Pack Version]を選択します。

サービスパックはリリースの基本バージョンにのみ適用でき、そのバージョンと互換性がなけれ

ばなりません。サービスパックが基本バージョンと互換性がない場合、次のエラーメッセージが

表示されます。

パックのすべてのバンドルのパッケージバージョンが一致する必要があります。

適切なサービスパックの詳細については、「サービスパックについて」を参照してください。

サービスパックのバージョンは、ドロップダウンから選択を削除するときにデフォルト設定に

ロールバックします。イメージのダウンロードの詳細については、『CiscoUCSCentralAdministration
Guide』の「Downloading Firmware from Cisco.com」を参照してください。

ステップ 6 [Components]タブで、[Add]をクリックしてファームウェア更新から除外するコンポーネントを選
択します。

含まれるコンポーネントと除外されたコンポーネントが表示されます。

ステップ 7 すべてのコンポーネントを除外するには、[Excluded Components]をクリックします。
ステップ 8 除外コンポーネントを削除するには、それを選択して [Delete]をクリックします。
ステップ 9 [Create]をクリックします。

ポリシーの影響を確認するには、[Evaluate]をクリックしま
す。

（注）

ホストファームウェアパッケージポリシーを作成して、それをサービスプロファイルテンプ

レートに関連付けた後は、サービスパックイメージが優先され、それが解決されるときにファー

ムウェアイメージが適宜コンポーネントに適用されます。
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