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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、Cisco UCS Central 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。

（注）

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。

• 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。
• Cisco UCS Mini のファームウェア（E パッケージ）：Cisco UCS Mini 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（Cisco UCS
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 UCS Manager 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/Life Migration）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、Cisco UCS Central 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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（注）

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。

• 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 Cisco UCS Central 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 Cisco UCS Central に互換性があるか
どうかが表示されます。

（注）

Cisco UCS Central 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。
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
Compatible Operating 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。

（注）

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