ファームウェア アップグレードの管理
この章では、次のトピックについて説明します。
• ラック サーバのファームウェアのアップグレードについて, 1 ページ
• ローカル サーバへのイメージの追加, 2 ページ
• ローカル ファイル システムからのイメージのアップロード, 3 ページ
• ネットワーク サーバからのイメージの追加, 5 ページ
• ファームウェア イメージのアップグレード, 6 ページ
• ファームウェア イメージの削除, 7 ページ
• ファームウェア アップグレード用に作成されたプロファイルの削除, 8 ページ
• ファームウェア アップグレード ステータス メッセージのクリア, 8 ページ

ラックサーバのファームウェアのアップグレードについ
て
Cisco UCS Director では、ファームウェア アップグレード用プロファイルを作成し、これらを使用
してラック サーバのファームウェアをアップグレードできます。次のタイプのファームウェア
アップグレード用プロファイルを作成できます。
• ローカルに保存されたファームウェア イメージのプロファイル。
このプロファイルの作成の詳細については、次を参照してください。 ローカル サーバへの
イメージの追加, （2 ページ）
• ネットワーク上に保存されたファームウェア イメージのプロファイル。
このプロファイルの作成の詳細については、次を参照してください。 ネットワーク サーバ
からのイメージの追加, （5 ページ）

ラック サーバ向け Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.5
1

ファームウェア アップグレードの管理
ローカル サーバへのイメージの追加

ローカル サーバへのイメージの追加
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[イメージ - ローカル（Images - Local）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ファームウェアイメージの追加 - ローカル（Add Firmware Image - Local）] ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[プロファイル名（Profile
Name）] フィールド

プロファイルの一意の記述名を入力します。
プロファイル名は、ローカル イメージとネットワーク イメー
ジの両方のプロファイルで一意である必要があります。

[ユーザ名（cisco.com）（User シスコのログイン ユーザ名を入力します。
Name (cisco.com)）] フィールド
[パスワード（cisco.com）
シスコのログイン パスワードを入力します。
（Password (cisco.com)）] フィー
ルド
[プロキシ設定の有効化（Enable （任意）このチェックボックスをオンにしてプロキシ設定を有
Proxy Configuration）] チェック 効化し、以下を実行します。
ボックス
• [ホスト名（Host Name）] フィールド：プロキシ設定用の
ホスト名を入力します。
• [ポート（Port）] フィールド：プロキシ設定用のポートを
入力します。
[プロキシ認証の有効化（Enable （任意）このチェックボックスをオンにしてプロキシ認証を有
Proxy Authentication）] チェック 効化し、以下を実行します。
ボックス
• [プロキシユーザ名（Proxy User Name）] フィールド：プロ
キシ認証用のプロキシ ユーザ名を入力します。
• [プロキシパスワード（Proxy Password）] フィールド：プ
ロキシ ユーザ名のパスワードを入力します。
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フィールド

説明

[プラットフォーム（Platform）] ドロップダウン リストからプラットフォームを選択します。こ
ドロップダウン リスト
のリストには、少なくとも 1 台のサーバを管理するプラット
フォームのみが表示されます。
[使用可能なイメージ（Available ドロップダウン リストから .iso イメージを選択します。
Image）] ドロップダウン リスト
[今すぐダウンロード（Download プロファイルの追加直後に .iso イメージをダウンロードするに
Now）] チェックボックス
は、このチェックボックスをオンにします。直後にダウンロー
ドしない場合は、[イメージのダウンロード（Download Image）]
をクリックして後でイメージをダウンロードできます。
[使用許諾契約書に同意（Accept ライセンス契約書に同意するには、このチェック ボックスをオ
License Agreement）] チェック ンにします。
ボックス
エンド ユーザ ライセンス契約を確認するには、[条件（Terms
and Conditions）] リンクをクリックします。
（注）

イメージをいつダウンロードするかにかかわらず、
ファームウェア プロファイルを作成するにはライセ
ンス契約書に同意する必要があります。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[送信結果（Submit Result）] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
• [ロケーションの詳細の表示（View Location Details）] をクリックすると、プロファ
（注）
イル設定の詳細を確認できます。ファームウェアイメージの詳細を変更するには、
[変更（Modify）] をクリックし、イメージ プロファイルを削除するには、[プロファ
イルの削除（Delete Profile）] をクリックします。同時に複数のプロファイルを選
択して削除できます。
• E シリーズのファームウェア イメージをダウンロードするには、Cisco.com アカウ
ントに契約アクセスを関連付ける必要があります。

ローカルファイルシステムからのイメージのアップロー
ド
ローカル ファイル システムからシステムへ ISO イメージをアップロードするには、この手順に従
います。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[システム（Systems）] > [ファームウェア管理（Firmware Management）] を選択
します。

ステップ 2

[イメージ - ローカル（Images - Local）] タブをクリックし、[アップロード（Upload）] をクリック
してイメージを追加します。

ステップ 3

[ファームウェアイメージの追加 - ローカル（Add Firmware Image - Local）] ダイアログボックス
で、次の手順を実行します。
フィールド

説明

[プロファイル名（Profile
Name）] フィールド

プロファイルの一意の記述名を入力します。

[プラットフォーム（Platform）] C シリーズまたは E シリーズ プラットフォームを選択します。
ドロップダウン リスト
[ファイル名（File Name）]
フィールド

[参照（Browse）] を選択して、ローカルのファイル システムに
アップロードするファイルを検索し、選択します。

ステップ 4

[アップロード（Upload）] をクリックします。

ステップ 5

アップロードが完了したら、[ファイルのアップロード（File Upload）] 確認ボックスで [OK] をク
リックします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
• プロファイル設定の詳細の表示、ファームウェア イメージの詳細の変更、イメー
（注）
ジ プロファイルの選択を行うことができます。同時に複数のプロファイルを選択
して削除することもできます。
• [プロファイルの削除（Delete Profile）] オプションは、プロファイルに関連付けら
れたイメージを削除します。誤ったイメージがアップロードされた場合や、ファイ
ルがプロファイルに関連付けられなくなった場合は、定期的（1 ヵ月に 1 回）に実
行されるシステムの消去タスクによって、それらのファイルがシステムから削除さ
れます。
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ネットワーク サーバからのイメージの追加
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[イメージ - ネットワーク（Images - Network）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[ファームウェアイメージの追加 - ネットワーク（Add Firmware Image - Network）] ダイアログボッ
クスで、次のフィールドに値を入力します。
フィールド

説明

[プロファイル名（Profile
Name）] フィールド

プロファイルの一意の記述名。
プロファイル名は、ローカル イメージとネットワーク イメー
ジの両方のプロファイルで一意である必要があります。

[プラットフォーム（Platform）] ドロップダウン リストからプラットフォームを選択します。こ
ドロップダウン リスト
のリストには、少なくとも 1 台のサーバを管理するプラット
フォームのみが表示されます。
[サーバタイプ（Server Type）]
ドロップダウン リスト

[ネットワーク ファイル システム（NFS）（Network File System
(NFS)）] または [Common Internet File System (CIFS)] のいずれ
かのサーバ タイプを選択します。

[リモート IP（Remote IP）]
フィールド

リモート IP アドレスを入力します。

[リモート共有（Remote Share）] リモート共有パスを入力します。
フィールド
[リモートファイル名（Remote
File Name）] フィールド

リモート ファイル名を入力します。
（注）

リモート ファイル名は、Unified Computing System
（UCS）Server Configuration Utility ISO ファイルで
す。

[ユーザ名（User Name）] フィー ネットワーク パス ユーザ名を入力します。
ルド
[パスワード（Password）]
フィールド

ネットワーク パス パスワードを入力します。
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ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[送信結果（Submit Result）] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
（注）
[ロケーションの詳細の表示（View Location Details）] をクリックすると、プロファイル
設定の詳細を確認できます。ファームウェア イメージの詳細を変更するには、[変更
（Modify）] をクリックし、イメージ プロファイルを削除するには、[プロファイルの削
除（Delete Profile）] をクリックします。同時に複数のプロファイルを選択して削除する
こともできます。

ファームウェア イメージのアップグレード
ラック サーバのファームウェアをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[ファームウェア アップグレード（Firmware Upgrades）] タブを選択します。

ステップ 3

[アップグレードの実行（Run Upgrade）] をクリックします。
警告メッセージが表示され、選択したサーバのアップグレードを実行すると、ホストがリブート
してファームウェア更新ツールが起動すること、およびファームウェア更新の完了後にサーバが
リブートして元のホスト OS が起動することが通知されます。

ステップ 4

[OK] をクリックして確認します。

ステップ 5

[ファームウェアのアップグレード（Upgrade Firmware）] ダイアログボックスで、次の手順を実行
します。
フィールド

説明

[プロファイルの選択（Select
Profile）] ドロップダウン リス
ト

ドロップダウン リストからプロファイルを選択します。

[サーバ（Server(s)）] ボタン

[選択（Select）] をクリックして、リストからサーバを選択し
ます。選択したプロファイルで設定されているプラットフォー
ムに一致するサーバだけがリストに表示されます。
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フィールド

説明

[後にスケジュール（Schedule
Later）] チェックボックス

このチェックボックスをオンにして、アップグレードを実行す
る既存のスケジュールを選択します。
[+] アイコンをクリックして、新しいスケジュールを作成する
こともできます。スケジュールの作成の詳細については、スケ
ジュールの作成を参照してください。[ポリシー（Policies）] >
[スケジュールの管理（Manage Schedules）] に移動し、スケ
ジュールを選択して [スケジュール タスクを表示する（View
Scheduled Tasks）] をクリックしてスケジュール済みのタスクと
その進捗を検証できます。スケジュール済みのタスクを選択
し、[スケジュール済みのタスクの削除（Remove Scheduled
Tasks）] をクリックして関連付けられたスケジュールを削除す
ることもできます。

ステップ 6

[ファームウェアのアップグレード（Upgrade Firmware）] ダイアログ ボックスで、[送信（Submit）]
をクリックします。

ステップ 7

確認ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

ファームウェア イメージの削除
ファームウェアイメージのみを削除して、ファームウェアイメージのダウンロード用に使用した
プロファイルを残す場合は、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[イメージ - ローカル（Images - Local）] タブを選択します。

ステップ 3

テーブルからプロファイルを選択します。

ステップ 4

[イメージの削除（Delete Image）] をクリックします。

ステップ 5

[イメージの削除（Delete Image(s)）] ダイアログボックスで、[削除（Delete）] をクリックします。
システムからファームウェア イメージが削除されます。後から、[イメージのダウンロード
（Download Image）] オプションを使用してこのファームウェア イメージをダウンロードできま
す。
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ファームウェアアップグレード用に作成されたプロファ
イルの削除
ファームウェア アップグレード用に作成されたプロファイルを削除する場合は、次の手順を実行
します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[イメージ - ローカル（Images - Local）] タブまたは [イメージ - ネットワーク（Images - Network）]
タブを選択します。

ステップ 3

テーブルからプロファイルを選択します。

ステップ 4

[プロファイルの削除（Delete Profile）] をクリックします。

ステップ 5

確認のダイアログボックスで [削除（Delete）] をクリックします。

ファームウェア アップグレード ステータス メッセージ
のクリア
Cisco UCS Director システムに記録されているすべてのファームウェア関連ステータス メッセージ
をクリアするには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[ファームウェア アップグレード（Firmware Upgrades）] タブをクリックします。

ステップ 3

[アップグレード ステータスの削除（Delete Upgrade Status）] をクリックします。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
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