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ファームウェア管理
グローバルファームウェアの管理を設定して、ドメイングループ内またはファームウェアおよび

ハードウェア機能カタログの一貫したバージョンを実行するメンテナンスグループ（v1.5以降）
のすべてのドメインにポリシーを適用します。ドメイングループまたはメンテナンスグループ内

のすべてのドメイン間で一貫したインフラストラクチャファームウェアのバージョンを適用する

場合、グローバルポリシーの解決を有効にします。

現在、CiscoUCSCentralには、ドメインを特定する2つの方法があります。v1.4前のファームウェ
アのアップデートメカニズムはドメインのドメイングループの割り当てに基づいていました。現

在、更新はドメインに割り当てられたタグに依存しています。すべてのドメインに同じメンテナ

ンスグループタグでタグを設定すると、それらはまとめてアップグレードされます。ドメイン

グループ内のすべてのドメインにタグを設定し、すべてのサブドメイングループを含めると、そ

れらはまとめてアップグレードされます。

ドメイングループまたはメンテナンスグループが複数のCisco UCSドメインで構成され、グロー
バルファームウェア管理の制御ポリシーに切り替えた場合、そのグループに対する運用（グロー

バル）ファームウェアポリシーの変更に注意します。Cisco UCS Centralは、そのドメイングルー
プまたはメンテナンスグループのメンバーであるすべてのドメインを、サブドメイングループと

ともにメンテナンスポリシーで定義されているとおりにアップグレードしようとします。メンテ

ナンスポリシーのデフォルトの動作では、更新が発生する前にユーザの確認応答が必要です。確
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認応答をスケジュールするか、すぐに確認応答を実行することで、この動作をオーバーライドで

きます。

Cisco UCSドメインのファームウェア管理
Cisco UCSファームウェアのアップグレードスクリプトを使用するまで、Cisco UCSドメインの
アップグレードは手動プロセスでした。

最新リリースの Cisco UCS Managerには、以前は手作業で行っていたタスクを自動で行えるよう
にファームウェアの自動インストール機能が含まれています。Cisco UCS Centralは、複数のCisco
UCSドメインでのファームウェアのアップグレードの自動化を支援するため、この新しい機能に
基づいて作成されています。

ファームウェアには、いくつかのタイプがあります。

•インフラストラクチャのファームウェア（Aパッケージ）：I/Oモジュール、ファブリック
インターコネクト、Cisco UCS Managerで実行されているイメージを参照します。

•サーバブレードのファームウェア（Bパッケージ）：物理的なCisco UCSブレードサーバの
BIOS、CIMC、アダプタ、およびコントローラで実行されているイメージを参照します。

現在、Cisco UCS Centralでは、ブレードサーバのエンドポイントの直接アッ
プグレードはサポートされていません。ホストファームウェアポリシーとグ

ローバルサービスプロファイルの関連付けを使用して、ブレードまたはサー

バファームウェアをアップグレードします。

（注）

•ラックマウントサーバのファームウェア（Cパッケージ）：物理的な Cisco UCSの管理対象
ラックマウントサーバのBIOS、CIMC、アダプタ、およびコントローラで実行されているイ
メージを参照します。

• CiscoUCSMiniのファームウェア（Eパッケージ）：CiscoUCSMiniの一部である物理ブレー
ドサーバのBIOS、CIMC、アダプタ、およびコントローラで実行されているイメージを参照
します。

•カタログファームウェア（Tパッケージ）：機能カタログの更新を参照します。

サーバファームウェアのベストプラクティスは、アプリケーションレベルでの設定の一貫性を

確保するためにサービスプロファイルの定義の一環として、ホストファームウェアパッケージ

を活用することです。

ファームウェア管理の推奨事項
サーバファームウェアの更新に関する暗黙的なメンテナンスポリシーはありません。そのため、

ベストプラクティスは、サーバファームウェアバンドルの更新を規定するメンテナンスポリシー

を明示的に定義することです。
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インフラストラクチャファームウェアの更新ではサーバが中断されます。したがって、グローバ

ルサービスプロファイルを作成する際に、必ずユーザの確認応答の設定を有効にします。メンテ

ナンスポリシーでユーザの確認応答を使用し、タイミングの良くないサービスの中断を防止しま

す。

ファームウェアの管理に関する次の問題を理解する必要があります。

サービスの低下と中断

各ファブリックインターコネクトが順番にリブートのサイクルを行わなければならないため、い

ずれの Cisco UCSインフラストラクチャファームウェアの更新でもサービスの低下が発生しま
す。サービスの中断を避けるには、適切なアプリケーションレベルの可用性スキーム（CiscoUCS
ファブリックフェールオーバー、高可用性（HA）、NICボンディング、ホストベースのストレー
ジマルチパス機能など）があることを確認します。

保留中の確認応答

ファブリックインターコネクトのリブートには、Cisco UCS Central管理者からの明示的な確認応
答が必要です。複数の UCSドメインのドメイン/メンテナンスグループには、アップグレードし
たくないドメインごとにポリシー解決の制御をローカルに切り替えることができます。これによ

り UCSドメインのアップグレードの同時要求を防止します。その後、ポリシー解決の制御をグ
ローバルに変更すると、アップグレードプロセスが続行されます。

デフォルトの動作では、続行する前に、すべてのファームウェアアップグレードを確認応答

（infra-fw）し、リブート（fi-reboot）する必要があります。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ページで、Cisco UCS Centralの進捗を確認します。

Cisco UCS Manager内の個々の Cisco UCSドメインで、[Operations] > [Firmware] > [FW Operations]
の順に選択します。

インフラストラクチャファームウェアのアップデートプ

ロセス
アップデートプロセスには複数の確認応答が必要です。

Cisco UCS Centralでは、複数のアップグレードが並行して実行されます。Cisco UCSManagerに接
続している場合、アップデート時に Cisco UCS Managerへのこれらの接続がリセットされます。
スタンドアロンの Cisco UCS Managerのアップデートと同様に、インフラストラクチャファーム
ウェアのアップデートが完了するまでには約 1時間かかりますが、複数のドメインで並行して実
行できます。ブレードサーバのアップデートには、関与するサーバの数に応じて、およびホスト

をアップデートする前に仮想ワークロードが移行（vMotion/LifeMigration）を必要とするかどうか
によって、さらに時間がかかる場合があります。

ファームウェアの管理はホストファームウェアポリシーを補完できます。新しいCisco UCSドメ
インを初めてロードする際に、インフラストラクチャとホストファームウェアの両方の自動イン
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ストールプロセスを使用します。新しいドメインがすべての下位レベルのホストファームウェア

により最新の状態になっていることを確認してから、実稼働にリリースします。

ホストファームウェアパッケージとメンテナンスポリ

シー
ホストファームウェアパッケージとメンテナンスポリシーはどちらもドメイングループと組織

から表示および設定できます。

Cisco UCS Centralで予期されている動作は以下のとおりです。

•グローバルサービスプロファイルは、ドメイングループではなく、組織で定義されたホス
トファームウェアポリシーを参照します。

•メンテナンスポリシーに確認応答すると、CiscoUCSCentralによって、ホストファームウェ
アパッケージ、メンテナンスポリシー、およびその他の参照されるポリシーが Cisco UCS
Managerから Cisco UCS Centralにプルされます。

•ローカルサービスプロファイルは、ローカルホストファームウェアポリシーとローカル
メンテナンスポリシー、グローバルホストファームウェアポリシー、またはグローバルメ

ンテナンスポリシーのいずれかを参照できます。

ベストプラクティスは、ホストファームウェアパッケージ、メンテナンスポリシー、およびス

ケジュールを組織からのみ設定および使用することです。

タグ
Cisco UCS Centralは、タグを使用してユーザが組織構造外またはドメイングループ構造外でオブ
ジェクトをグループ化できるようにします。次のようなさまざまなオブジェクトにタグを追加で

きます。

•ポリシー

•論理リソース

•物理インベントリコンポーネント

次の種類のタグを使用できます。

•システム定義のタグ：

•メンテナンスグループのタグ：インフラストラクチャファームウェアの更新に使用

• HCRのオペレーティングシステムのタグ：ハードウェア互換性レポートに使用

• HCRのアダプタドライバのタグ：ハードウェア互換性レポートに使用
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インフラストラクチャファームウェアの更新のためにメンテナンスグループ

タグをドメインに適用する場合は、1つのドメインに対して 1つのメンテナン
スグループタグのみを適用できます。また、HCRのオペレーティングシス
テムのタグの場合は、1つのサーバに対して 1つのタグのみを適用できます。
ただし、必要に応じて、HCR用の複数のアダプタドライバタグを複数のアダ
プタに追加できます。

（注）

•ユーザ定義のタグ：ユーザが作成し、特定のユーザ指定の値を持つタグ。これらは、[Tag
Management]ページの [Tag Types]タブに表示されます。

ユーザ定義のタグの種類に基づいてオブジェクトに追加されたすべてのタグは、[Tag
Management]ページの [Tags]タブに表示されます。また、[Add tags]ドロップダウンリスト
にも表示されます。これらのタグを作成して、ドメインと組織を管理します。

•基本のタグ：どのような値でも許可するフリーテキストのタグ。

API スクリプトでのドメインのタギング
ドメインをタギングする最良の方法は、Cisco XML APIスクリプトを使用してタグを適用するこ
とです。configConfMoメソッドは1つのサブツリーで指定の管理対象オブジェクトを設定します。
次に、インフラストラクチャファームウェアを更新するために、メンテナンスグループにドメイ

ンを組み込むようにドメインにタギングするスクリプトの例を示します。

<configConfMo
dn="holder/tag-ep"
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false">
<inConfig>

<tagInstance
defName="Maintenance Group"
taggedObjectDn="compute/sys-1009"
value="tagTest"
status="created"
/>

</inConfig>
</configConfMo>

• <cookie>変数は実際のクッキー用です。APIスクリプトを使用してセッションにログインす
ると、そのセッションに対するクッキーを要求が返します。その47文字の文字列をクッキー
のスクリプトにペーストします。

• <defname>変数でタグのタイプを指定します。これは必須フィールドです。上記の例では、
<defname>はメンテナンスグループであるため、インフラストラクチャファームウェアの
更新用にメンテナンスグループにドメインを組み込むためのタグ設定にこれらのタグが使用

されます。

• <taggedObjectDN>変数は、タグを設定するオブジェクトを定義します。上記の例では、
taggedObjectDnはタグを設定するドメインの識別名です。これは、メンテナンスグループタ
グを、「compute/sys-1009」という識別名のドメインに追加することを示します。
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• <value>変数はタグの名前または値です。

詳細については、『Cisco UCS Central XML API Programmer's Guide』を参照してください。

ハードウェア互換性リスト
ハードウェア互換性リスト（HCL）ツールを使用すると、ユーザはすべてのサードパーティ製ド
ライバやハードウェアなどにCiscoUCSCentralシステムとの互換性があるかどうかを確認します。
ハードウェア互換性リストを実行する前に、次の手順を実行する必要があります。

• HCLはグローバルサービスプロファイルに関連付けられているサーバ上でのみ実行するた
め、関連するサーバをグローバルサービスプロファイルと関連付けます。

• HCRのオペレーティングシステムと、HCRのアダプタドライバをサーバとアダプタに適用
します。これを行うには、APIスクリプトの使用が最適です。

•最新バージョンのハードウェア互換性リストを Cisco.comからダウンロードします。定期的
なハードウェア互換性リストをスケジュールする、オンデマンドでリストを同期化する、ま

たはこのリストを外部にダウンロードして、それをインポートすることによって、ハード

ウェア互換性リストを取得します。

HCLレポートには、オペレーティングシステムやアダプタがCiscoUCSCentralに互換性があるか
どうかが表示されます。

CiscoUCSCentralがオペレーティングシステムに互換性がないことを検出した場合は生成を停
止します。

（注）

現在のセットアップと互換性のあるオペレーティングシステムのリストを表示するには、[View
CompatibleOperating systems]をクリックします。オペレーティングシステムを変更した後、レポー
トをもう一度実行し、[Refresh]アイコンをクリックして新しいステータスを表示します。

また、ホストファームウェアパッケージポリシーを使用して HCLレポートを実行することもで
きます。詳細については、『Cisco UCS Central Server Management Guide, Release 1.5』を参照して
ください。

HCL OS とアダプタのタグ
次に、OSタグとアダプタタグを追加するスクリプトの例を示します。
<configConfMo
dn="holder/tag-ep"
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false">
<inConfig>
<tagSoftwareInst
defName="Operating System for HCR"
taggedObjectDn="compute/sys1/ch1/bl3"
value=""
vendor="CentOS"
version="CentOS 6.6"
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status="created"
/>
</inConfig>

</configConfMo>

<configConfMo
dn="holder/tag-ep"
cookie="<real_cookie>"
inHierarchical="false">
<inConfig>
<tagDriver

defName='Adapter Driver for HCR'
taggedObjectDn='compute/sys1/ch1/bl4/ad1'
protocol='Ethernet'
vendor='Cisco'
version='2.3.0.20'
value=''
status='created'
/>

</inConfig>
</configConfMo>

• <cookie>変数は実際のクッキー用です。APIスクリプトを使用してセッションにログインす
ると、そのセッションに対するクッキーを要求が返します。その47文字の文字列をクッキー
のスクリプトにペーストします。

• <defname>変数でタグのタイプを指定します。これは必須フィールドです。上記の例では、
<defname>は、最初の例の HCR用のオペレーティングシステムと 2番目の例のアダプタド
ライバです。これらのタグを使用して、サーバとアダプタにタグを設定して HCLレポート
に組み込みます。

• <taggedObjectDN>変数はデバイスの名前または IDを定義します。このフィールドは必須で
す。

• <vendor>変数と<version>変数はベンダーとソフトウェアバージョンの名前を反映します。
これらは必須フィールドです。

さまざまなドライバの種類を確認する必要がある場合は、複数の tagDriverタグを作成しま

す。

（注）

詳細については、『Cisco UCS Central XML API Programmer's Guide』を参照してください。

Cisco UCS Central 運用ガイド、リリース 1.5    
7

ファームウェア管理

HCL OS とアダプタのタグ

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-programming-reference-guides-list.html


   Cisco UCS Central 運用ガイド、リリース 1.5
8

ファームウェア管理

HCL OS とアダプタのタグ


	ファームウェア管理
	ファームウェア管理
	Cisco UCS ドメインのファームウェア管理
	ファームウェア管理の推奨事項
	サービスの低下と中断
	保留中の確認応答

	インフラストラクチャファームウェアのアップデート プロセス
	ホスト ファームウェア パッケージとメンテナンス ポリシー
	タグ
	API スクリプトでのドメインのタギング

	ハードウェア互換性リスト
	HCL OS とアダプタのタグ



