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Cisco UCS S3260システムのファームウェア管理
Cisco UCSシスコから取得し、シスコによって認定されたファームウェアを使用して、Cisco
UCSdomainのエンドポイントをサポートします。各エンドポイントは、機能するためにファー
ムウェアが必要な Cisco UCSドメインのコンポーネントです。

『』『Cisco UCS Manager Firmware Management Guide, Release 3.2』には、完全なファームウェ
ア管理プロセスの詳細情報が記載されています。さらに、Cisco UCS Managerリリース 3.1(2)
以降では、シャーシのファームウェアポリシーを定義し、Cisco UCS S3260シャーシに関連付
けられたシャーシプロファイルに格納することで、Cisco UCS S3260シャーシコンポーネント
のファームウェアをアップグレードできます。

Cisco UCS Managerを通じて S3260シャーシとサーバを含む Cisco UCSドメインを次のように
アップグレードできます。

•自動インストールによるインフラストラクチャコンポーネントのアップグレード：自動
インストールを使用することで1つの手順で、CiscoUCSManagerソフトウェアおよびファ
ブリックインターコネクトなどのインフラストラクチャコンポーネントをアップグレー

ドできます。『』『Cisco UCS Manager Firmware Management Guide, Release 3.2』には、自
動インストールプロセスの詳細情報が記載されています。

•次のいずれかを使用してシャーシをアップグレードします。

•を介してシャーシコンポーネントをアップグレード自動インストール:で始まるCisco
UCSManagerリリース3.2(3)、CiscoUCSのファームウェアをアップグレードするS3260
シャーシコンポーネントを使用して 1つのステップで自動インストール。

•シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージを介したシャーシのアッ
プグレード：このオプションにより、1つの手順ですべてのシャーシエンドポイント
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をアップグレードできます。シャーシファームウェアパッケージを介してアップグ

レード可能なシャーシエンドポイントは次のとおりです。

•シャーシアダプタ

•シャーシ管理コントローラ

•シャーシボードコントローラ

•ローカルディスク

シャーシファームウェアパッケージを介してシャーシのローカ

ルディスクをアップグレードできます。ホストファームウェア

パッケージを介してサーバのローカルディスクをアップグレード

します。

（注）

• SASエクスパンダ

•サービスプロファイルのファームウェアパッケージを使用してサーバをアップグレード：
このオプションを使用すると1回のステップですべてのサーバのエンドポイントをアップ
グレードできるため、サーバのリブートによる中断時間を短くすることができます。サー

ビスプロファイルの更新の延期導入とこのオプションを組み合わせて、スケジュールされ

たメンテナンス時間中にサーバのリブートが行われるようにすることができます。ホスト

ファームウェアパッケージを介してアップグレード可能なサーバエンドポイントは次の

とおりです。

• CIMC

• BIOS

•ボードコントローラ

•ストレージコントローラ

•ローカルディスク

• SIOCの NVMe

• SIOCのサードパーティ製のアダプタ

『』『Cisco UCS Manager Firmware Management Guide, Release 3.2』には、ホストのファー
ムウェアパッケージを使用したサーバエンドポイントのアップグレードに関する詳細情

報が記載されています。

また、各インフラストラクチャ、シャーシとサーバエンドポイントでファームウェアを直接

アップグレードすることもできます。このオプションにより、ファブリックインターコネク

ト、SASエクスパンダ、CMC、シャーシアダプタ、ストレージコントローラ、ボードコント
ローラを含む、多くのインフラストラクチャ、シャーシ、サーバエンドポイントを直接アップ

グレードできます。ただし、直接アップグレードは、ストレージコントローラ、HBAファー
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ムウェア、HBAオプションROM、ローカルディスクなど、すべてのエンドポイントで利用で
きるわけではありません。

この章では、Cisco UCS S3260システム向けに新しく導入された次のファームウェア管理機能
について説明します。

•シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージを介したファームウェアの
アップグレード

• Cisco UCS S3260シャーシとサーバエンドポイントでのファームウェアの直接のアップグ
レード

シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッ

ケージによるファームウェアのアップグレード
Cisco UCS Managerリリース 3.1(2)では Cisco UCS S3260シャーシのシャーシプロファイルと
シャーシファームウェアパッケージのサポートが追加されています。シャーシファームウェ

アパッケージを定義し、シャーシに関連付けられたシャーシプロファイルに格納することで、

CiscoUCSS3260シャーシエンドポイントのファームウェアをアップグレードできます。シャー
シプロファイルに関連付けられたシャーシのファームウェアを手動でアップグレードすること

はできません。

いずれかのシャーシコンポーネントが障害状態になると、シャーシプロファイルの関連付け

は失敗します。シャーシプロファイルの関連付けを進める前に、シャーシコンポーネントを

バックアップすることをお勧めします。シャーシコンポーネントをバックアップせずに関連付

けを続行するには、関連付けの前にコンポーネントを除外します。

（注）

シャーシプロファイルでサーバのファームウェアをアップグレードすることはできません。

サービスプロファイルでサーバのファームウェアをアップグレードします。

シャーシのサーバは、シャーシのアップグレードプロセスが開始する前に、自動的に電源が切

断されます。

シャーシファームウェアパッケージ

このポリシーでは、シャーシファームウェアパッケージ（シャーシファームウェアパック）

を構成するファームウェアバージョンのセットを指定することができます。シャーシファー

ムウェアパッケージには、次のサシャーシエンドポイントのファームウェアが含まれていま

す。

•シャーシアダプタ

•シャーシ管理コントローラ
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•シャーシボードコントローラ

•ローカルディスク

[Local Disk]は、デフォルトでシャーシファームウェアパッケー
ジから除外されます。

（注）

• SASエクスパンダ

同じシャーシファームウェアパッケージに複数のタイプのファームウェアを含めることがで

きます。たとえば、1つのシャーシファームウェアパッケージに、異なる 2つのアダプタのモ
デル用のボードコントローラファームウェアとシャーシアダプタファームウェアの両方を含

めることができます。ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対しては 1つのファーム
ウェアバージョンしか使用できません。システムはエンドポイントで必要なファームウェア

バージョンを認識し、それ以外のファームウェアバージョンは無視します。

ヒント

また、新しいシャーシファームウェアパッケージを作成するとき、または既存のシャーシ

ファームウェアパッケージを変更するときに、シャーシファームウェアパッケージから特定

のコンポーネントのファームウェアを除外できます。たとえば、シャーシファームウェアパッ

ケージによってボードコントローラファームウェアをアップグレードしない場合は、ファー

ムウェアパッケージコンポーネントのリストからボードコントローラファームウェアを除外

できます。

各シャーシファームウェアパッケージは除外コンポーネントの 1つのリストと関連付けられ
ます。

重要

シャーシファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるシャーシプロファイルに関

連付けられたすべてのシャーシにプッシュされます。

このポリシーにより、同じポリシーを使用しているシャーシプロファイルに関連付けられてい

るすべてのシャーシでシャーシファームウェアが同一となります。したがって、シャーシプ

ロファイルをあるシャーシから別のシャーシに移動した場合でも、ファームウェアバージョン

はそのまま変わりません。さらに、シャーシファームウェアパッケージのエンドポイントの

ファームウェアバージョンを変更した場合、その影響を受けるシャーシプロファイルすべて

に新しいバージョンが即座に適用されます。

影響を受けるシャーシファームウェアパッケージに対し、このポリシーをシャーシプロファ

イルに含め、そのシャーシのプロファイルにシャーシを関連付けます。

このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。ファブリックインターコネクトに適

切なファームウェアがダウンロードされていることを確認します。Cisco UCS Managerにより
シャーシとシャーシプロファイルの関連付けが実行される際にファームウェアイメージが使
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用できない場合、Cisco UCS Managerはファームウェアのアップグレードを無視し、関連付け
を完了します。

シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージを使用

したファームウェアのアップグレードのステージ

シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージポリシーを使用して、シャーシ

ファームウェアをアップグレードすることができます。

エンドポイントを追加するか、既存のエンドポイントのファームウェアバージョンを変更する

ことにより、シャーシファームウェアパッケージを修正すると、CiscoUCSManagerは [Pending
Activities]をクリックして変更を確認した後で、エンドポイントをアップグレードします。こ
のプロセスにより、シャーシ間のデータトラフィックが中断されます。

注意

新しいシャーシプロファイル

新しいシャーシプロファイルの場合、このアップグレードは次のステージで行われます。

シャーシファームウェアパッケージポリシーの作成

このステージでは、シャーシファームウェアパッケージを作成します。

シャーシプロファイルの関連付け

このステージでは、シャーシプロファイルにシャーシファームウェアパッケージを含め、

シャーシプロファイルとシャーシとの関連付けを形成します。システムによって、選択し

たファームウェアバージョンがエンドポイントにプッシュされます。ファームウェアパッ

ケージで指定したバージョンがエンドポイントで確実に実行されるように、シャーシを再

認識させる必要があります。

既存のシャーシプロファイル

シャーシに関連付けられたシャーシプロファイルの場合、[Pending Activities]をクリックして
変更を確認した後で、Cisco UCS Managerがファームウェアをアップグレードします。

シャーシプロファイルのファームウェアパッケージに対するアップ

デートの影響

シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージを使用してファームウェアをアッ

プデートするには、パッケージ内のファームウェアをアップデートする必要があります。ファー

ムウェアパッケージへの変更を保存した後の動作は、CiscoUCSドメインの設定によって異な
ります。

次の表に、シャーシプロファイルのファームウェアパッケージを使用するシャーシのアップ

グレードに対する最も一般的なオプションを示します。
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アップグレード処理メンテナンスポリ

シー

シャーシプロファイル

シャーシファームウェアパッケージをアッ

プデートすると、次のようになります。

1. Cisco UCS変更を確認するように要求さ
れ、シャーシのユーザー確認が必要であ

ることが通知されます。

2. 点滅している [Pending Activities]ボタン
をクリックし、再認識するシャーシを選

択し、新しいファームウェアを適用しま

す。

3. Cisco UCSこのポリシーを含むシャーシ
プロファイルに関連付けられているすべ

てのシャーシが照合され、モデル番号と

ベンダーが検証されます。モデル番号と

ベンダーがポリシーのファームウェア

バージョンと一致する場合は、CiscoUCS
によりシャーシが再認識され、ファーム

ウェアがアップデートされます。

シャーシを手動で再認識しても、Cisco UCS
によってシャーシファームウェアパッケー

ジが適用されたり、保留中のアクティビティ

がキャンセルされることはありません。

[Pending Activities]ボタンを使用して、保留
中のアクティビティを確認応答するか、ま

たはキャンセルする必要があります。

ユーザ確認応答に関

して設定済み

シャーシのファームウェア

パッケージが 1つ以上の
シャーシプロファイルに含

まれており、各シャーシプ

ロファイルが、1つの
シャーシに関連付けられて

います。

または

シャーシファームウェア

パッケージがアップデート

中のシャーシプロファイル

テンプレートに含まれてお

り、このテンプレートから

作成されたシャーシプロ

ファイルが 1つのサーバに
関連付けられています。

シャーシファームウェアパッケージの作成または更新

同じシャーシファームウェアパッケージに複数のタイプのファームウェアを含めることがで

きます。たとえば、1つのシャーシファームウェアパッケージに、異なる 2つのアダプタのモ
デル用のボードコントローラファームウェアとシャーシアダプタファームウェアの両方を含

めることができます。ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対しては 1つのファーム
ウェアバージョンしか使用できません。システムはエンドポイントで必要なファームウェア

バージョンを認識し、それ以外のファームウェアバージョンは無視します。

ヒント

また、新しいシャーシファームウェアパッケージを作成するとき、または既存のシャーシ

ファームウェアパッケージを変更するときに、シャーシファームウェアパッケージから特定

のコンポーネントのファームウェアを除外できます。
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各シャーシファームウェアパッケージは、すべてのファームウェアパッケージに共通の除外

されたコンポーネントの 1つのリストに関連付けられます。
重要

始める前に

ファブリックインターコネクトに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認

します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードを開始するには、[org-name] に / を入力
します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1

シャーシファームウェアパッケージを選択したパッ

ケージ名で作成し、組織ファームウェアシャーシ

パッケージモードを開始します。

UCS A org/ # create fw-chassis-packパック名ステップ 2

パッケージイメージのバージョン番号を指定しま

す。この番号を変更すると、シャーシプロファイル

（任意） UCS-A org/fw-chassis-pack* # set
chassispack-versバージョン番号

ステップ 3

経由でファームウェアを使用して、すべてのコン

ポーネントのファームウェア更新が実行されます。

このステップは、シャーシファームウェアパッケー

ジ更新時にのみ使用し、作成時には使用しません。

サービスパックバージョン番号を指定します。基

本のシャーシパックを選択せずに直接サービスパッ

クにアップグレードすることはできません。

（任意） UCS-A org/fw-chassis-pack* # set
servicepack-vers servicepack-version-num

ステップ 4

サービスパックのイメージは、シャーシパッケージ

のイメージよりも優先されます。

シャーシファームウェアパッケージから指定され

たコンポーネントを除外します。

UCS-A org/fw-chassis-pack* # create
exclude-chassis-component {chassis-adaptor
|chassis-board-controller

ステップ 5

ローカルディスクは、デフォルトでシャー

シファームウェアパッケージから除外さ

れます。

（注）|chassis-management-controller |local-disk
|sas-expander}

シャーシファームウェアパッケージから指定され

たコンポーネントを含めます

必須: UCS-A org/fw-chassis-pack* # delete
exclude-chassis-component {chassis-adapter
|chassis-board-controller

ステップ 6

|chassis-management-controller |local-disk
|sas-expander}
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをコミットします。UCS-A org/fw-chassis-pack* # commit-bufferステップ 7

例

次の例では、ローカルディスクコンポーネントを含む cp1シャーシファームウェア
パッケージを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # create fw-chassis-pack cp1
UCS-A /org/fw-chassis-pack* # delete exclude-chassis-component local-disk
UCS-A /org/fw-chassis-pack/exclude-chassis-component* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-chassis-pack/exclude-chassis-component #

次の例は、cp1シャーシファームウェアパッケージからシャーシボードコントロー
ラコンポーネントを除外し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter fw-chassis-pack cp1
UCS-A /org/fw-chassis-pack* # create exclude-chassis-component chassis-board
-controller
UCS-A /org/fw-chassis-pack/exclude-chassis-component* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-chassis-pack/exclude-chassis-component #

次の例では、cp1シャーシファームウェアパッケージにサービスパックを追加し、ト
ランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope fw-chassis-pack cp1
UCS-A /org/fw-chassis-pack # set servicepack-vers 3.1(3)SP1
UCS-A /org/fw-chassis-pack* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-chassis-pack #

Cisco UCS S3260サーバを使用した UCSドメインのアップグレード

始める前に

•すべてのサーバノードがシャットダウンされていることを確認します。

•シャーシファームウェアパッケージポリシーとシャーシメンテナンスポリシーを参照す
るシャーシポリシーが UCSドメインに割り当てられていることを確認します。
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手順の概要

1. 自動インストールによってインフラストラクチャファームウェアをアップグレードしま

す。「自動インストールを使用した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」を参照してください。

2. シャーシファームウェアパッケージポリシーを更新します。

3. ホストのファームウェアを更新します。「自動インストールによるサーバファームウェア

のアップグレード」を参照してください。

手順の詳細

ステップ 1 自動インストールによってインフラストラクチャファームウェアをアップグレードします。「自動インス
トールを使用した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」を参照してください。

ステップ 2 シャーシファームウェアパッケージポリシーを更新します。

•デフォルトのシャーシファームウェアパッケージポリシーを使用している場合は、新しいパッケー
ジバージョンでデフォルトシャーシファームウェアパッケージポリシーを更新します。シャーシ

ファームウェアパッケージの作成または更新（6ページ）を参照してください。

•新しいシャーシパッケージバージョンを使用して新しいシャーシファームウェアパッケージポリ
シーを作成し、既存または割り当て済みのシャーシプロファイル（すべてのUserAckを許可）を設定
します。新しいシャーシファームウェアパッケージポリシーの作成については、シャーシファーム

ウェアパッケージの作成または更新（6ページ）を参照してください。

このプロセスには 1～ 2時間かかることがあります。シャーシの [FSM]タブでステータスをモニタできま
す。

ステップ 3 ホストのファームウェアを更新します。「自動インストールによるサーバファームウェアのアップグレー
ド」を参照してください。

ホストファームウェアの更新は、Cisco UCS Manager GUIを通してのみ可能です。（注）

S3260シャーシおよびサーバエンドポイントのファーム
ウェアの直接のアップグレード

ここでは、S3260シャーシとサーバエンドポイントのアップグレードについて詳しく説明し
ます。

S3260シャーシエンドポイント

S3260シャーシのファームウェアのアップグレードをトリガーするには、次の順に実行しま
す。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_CLI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_2CBE24F1138541108D85DF68333D318C
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_CLI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_2CBE24F1138541108D85DF68333D318C
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_CLI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_2CBE24F1138541108D85DF68333D318C
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_CLI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_2CBE24F1138541108D85DF68333D318C
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9


1. CMC 1ファームウェアの更新

2. CMC 2ファームウェアの更新

3. シャーシアダプタ 1ファームウェアの更新

4. シャーシアダプタ 2ファームウェアの更新

5. SASエクスパンダ 1ファームウェアの更新

6. SASエクスパンダ 2ファームウェアの更新

7. SASエクスパンダ 1ファームウェアのアクティブ化

8. SASエクスパンダ 2ファームウェアのアクティブ化

9. CMC 1ファームウェアのアクティブ化

10. CMC 2ファームウェアのアクティブ化

11. シャーシアダプタ 1ファームウェアのアクティブ化

12. シャーシアダプタ 2ファームウェアのアクティブ化

13. シャーシボードコントローラのアクティブ化

シャーシのローカルディスクのファームウェアを手動で更新することはできません。ローカル

ディスクのファームウェアは、シャーシのファームウェアパッケージに明示的に含めた場合は

更新されます。

（注）

Cisco UCS S3260サーバノードのエンドポイント

サーバエンドポイントのファームウェアのアップグレードをトリガーするには、次の順に実行

します。

1. CIMCの更新

2. CIMCのアクティブ化

3. Update BIOS

4. BIOSのアクティブ化

5. ボードコントローラのアクティブ化

6. ストレージコントローラのアクティブ化

ファームウェアのアップグレード中は、次の順に実行することを推奨します。

1. インフラストラクチャのアップグレード：Cisco UCS Managerソフトウェアおよびファブ
リックインターコネクト

2. シャーシとサーバエンドポイントのアップグレード
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ファームウェアのダウングレード中は、次の順に実行することを推奨します。

1. シャーシとサーバエンドポイントのダウングレード

2. インフラストラクチャのダウングレード：Cisco UCS Managerソフトウェアおよびファブ
リックインターコネクト

シャーシエンドポイントのファームウェアの直接のアップグレード

シャーシ上の CMCファームウェアのアップデートとアクティブ化

更新プロセスが完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、そこでメ

ンテナンス作業を実行したりしないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメ

ンテナンス作業により使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗によ

り、バックアップパーティションが破損する場合があります。バックアップパーティション

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. UCS-A # scope chassis chassis-id
2. UCS-A /chassis # scope sioc {1 | 2}
3. UCS-A /chassis/sioc # scope cmc
4. UCS-A /chassis/sioc/cmc # update firmware バージョン番号

5. （任意） UCS-A /chassis/sioc/cmc* # commit-buffer
6. （任意） UCS-A /chassis/sioc/cmc # show update status
7. UCS-A /chassis/sioc/cmc # activate firmware バージョン番号

8. UCS-A /chassis/sioc/cmc* # commit-buffer
9. （任意） UCS-A /chassis/sioc/cmc # show activate status
10. （任意） CS-A /chassis/sioc/cmc # show firmware

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

シャーシモードを開始します。UCS-A # scope chassis chassis-idステップ 1

指定した SIOCを入力します。UCS-A /chassis # scope sioc {1 | 2}ステップ 2

シャーシ CMCモードに入ります。UCS-A /chassis/sioc # scope cmcステップ 3

シャーシの CMCで、選択されたファームウェア
バージョンを更新します。

UCS-A /chassis/sioc/cmc # update firmware バージョ
ン番号

ステップ 4

トランザクションをコミットします。（任意） UCS-A /chassis/sioc/cmc* # commit-bufferステップ 5

ファームウェア管理
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目的コマンドまたはアクション

ステップ6でファームウェアをアクティブにする前
に、ステップ 5で show update status コマンドを
使用してファームウェアのアップデートが正常に完

了したことを確認する場合のみ、このステップを使

用します。このステップをスキップして、同じトラ

ンザクションで update firmware および activate
firmware コマンドをコミットできます。ただし、
ファームウェアのアップデートが正常に完了してい

ない場合は、ファームウェアのアクティブ化が開始

されません。

Cisco UCS Managerによって、選択したファーム
ウェアイメージがバックアップメモリパーティ

ションにコピーされ、そのイメージが破損していな

いことが確認されます。イメージは、明示的にアク

ティブにするまで、バックアップバージョンとし

て残されます。

ファームウェアのアップデートのステータスを表示

します。

（任意） UCS-A /chassis/sioc/cmc # show update
status

ステップ 6

ファームウェアのアップデートが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用しま

す。アップデートステータスがReadyになったら、
ファームウェアのアップデートは完了です。CLIの
表示は自動的には更新されないため、タスクのス

テータスが Updatingから Readyに変更されるまで
何度も show update status コマンドを入力する必
要がある場合があります。アップデートステータ

スが Readyになったらステップ 6に進みます。

サーバ内の CMCで、選択されたファームウェア
バージョンをアクティブにします。

UCS-A /chassis/sioc/cmc # activate firmware バー

ジョン番号

ステップ 7

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/sioc/cmc* # commit-bufferステップ 8

ファームウェアのアクティベーションのステータス

を表示します。

（任意） UCS-A /chassis/sioc/cmc # show activate
status

ステップ 9

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了

したことを確認する場合にのみ、このステップを使

用します。CLIの表示は自動的には更新されないた
め、タスクのステータスがActivatingからReadyに
変更されるまで何度も show activate status コマン
ドを入力する必要がある場合があります。

ファームウェア管理
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目的コマンドまたはアクション

実行中のファームウェアのバージョン、更新ステー

タス、およびアクティブ化ステータスを表示しま

す。

（任意） CS-A /chassis/sioc/cmc # show firmwareステップ 10

例

次の例では、ファームウェア更新とファームウェアアクティブ化が正常に完了したこ

とを確認せずに、同じトランザクション内でCMCファームウェアをバージョン2.0(8.13)
に更新してアクティブにします。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A# /chassis # scope sioc 1
UCS-A# /chassis/sioc # scope cmc
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # update firmware 2.0(8.13)
UCS-A# /chassis/sioc/cmc* # activate firmware 2.0(8.13)
UCS-A# /chassis/sioc/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # show firmware
CMC:

Running-Vers: 2.0(8.13)
Package Vers: 3.1(2.222)C
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

次の例では、CMCファームウェアをバージョン2.0(8.13)に更新して、ファームウェア
更新が正常に完了したことを確認してからファームウェアアクティブ化を開始し、

CMCファームウェアをアクティブにして、ファームウェアアクティブ化が正常に完
了したことを確認します。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A# /chassis # scope sioc 1
UCS-A# /chassis/sioc # scope cmc
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # update firmware 2.0(8.13)
UCS-A# /chassis/sioc/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # activate firmware 2.0(8.13)
UCS-A# /chassis/sioc/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # show activate status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/sioc/cmc # show firmware
CMC:

Running-Vers: 2.0(8.13)
Package Vers: 3.1(0.344)M
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

ファームウェア管理
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シャーシ上のシャーシアダプタファームウェアのアップデートおよびアクティブ化

シャーシアダプタファームウェアのアップデートおよびアクティブ化は、シャーシのすべて

のサーバに影響します。

始める前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順の概要

1. UCS-A # scope chassis chassis-id
2. UCS-A /chassis # scope sioc {1 | 2}
3. UCS-A /chassis/sioc # scope adapter
4. UCS A/chassis/sioc/adapter # show image
5. UCS-A /chassis/sioc/cmc # update firmware バージョン番号

6. （任意） UCS A/chassis/sioc/adapter* # commit-buffer
7. （任意） UCS A/chassis/sioc/adapter # show update status
8. UCS-A /chassis/sioc/adapter # activate firmware バージョン番号

9. UCS A/chassis/sioc/adapter* # commit-buffer
10. UCS A/chassis/sioc/adapter # show activate status
11. （任意） UCS A/chassis/sioc/adapter # show firmware

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始します。UCS-A # scope chassis chassis-idステップ 1

指定した SIOCを入力します。UCS-A /chassis # scope sioc {1 | 2}ステップ 2

シャーシアダプタモードを開始します。UCS-A /chassis/sioc # scope adapterステップ 3

シャーシアダプタの使用可能なソフトウェアイ

メージを表示します。

UCS A/chassis/sioc/adapter # show imageステップ 4

シャーシアダプタの選択したファームウェアバー

ジョンを更新します。

UCS-A /chassis/sioc/cmc # update firmware バー

ジョン番号

ステップ 5

トランザクションをコミットします。（任意）UCSA/chassis/sioc/adapter* # commit-bufferステップ 6

ステップ7でファームウェアをアクティブにする前
に、ステップ 6で show update status コマンドを
使用してファームウェアのアップデートが正常に完

了したことを確認する場合のみ、このステップを使

用します。このステップをスキップして、同じトラ

ンザクションで update firmware および activate
firmware コマンドをコミットできます。ただし、
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目的コマンドまたはアクション

ファームウェアのアップデートが正常に完了してい

ない場合は、ファームウェアのアクティブ化が開始

されません。

ファームウェアのアップデートのステータスを表示

します。

（任意） UCS A/chassis/sioc/adapter # show update
status

ステップ 7

ファームウェアのアップデートが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用しま

す。アップデートステータスがReadyになったら、
ファームウェアのアップデートは完了です。CLIの
表示は自動的には更新されないため、タスクのス

テータスがUpdatingからReadyに変更されるまで、
何度も show update status コマンドを入力する必
要があります。アップデートステータスが Ready
になったらステップ 7に進みます。

シャーシアダプタの選択したファームウェアバー

ジョンをアクティブにします。

UCS-A /chassis/sioc/adapter # activate firmware バー
ジョン番号

ステップ 8

トランザクションをコミットします。UCS A/chassis/sioc/adapter* # commit-bufferステップ 9

ファームウェアのアクティベーションのステータス

を表示します。

UCS A/chassis/sioc/adapter # show activate statusステップ 10

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了

したことを確認する場合にのみ、このステップを使

用します。CLIの表示は自動的には更新されないた
め、タスクのステータスがActivatingからReadyに
変更されるまで、何度も show activate status コマ
ンドを入力する必要があります。

実行中のファームウェアのバージョン、Updateス
テータスと Activateステータスを表示します。

（任意）UCSA/chassis/sioc/adapter # show firmwareステップ 11

例

次の例では、同じトランザクションでシャーシアダプタのファームウェアをアップ

デートしてアクティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーショ

ンが正常に完了したかどうかについて確認は行いません。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope sioc 2
UCS-A# /chassis/sioc # scope adapter
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
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ucs-2200.3.1.2.222.gbin Chassis Adaptor 3.1(2b)
ucs-2200.3.1.300.102.gbin Chassis Adaptor 3.1(300.102)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.1.58.gbin Chassis Adaptor 4.1(1.58)
ucs-pcie-c40q-03.4.1.1.58.gbin Chassis Adaptor 4.1(1.58)

UCS-A# /chassis/sioc/adapter # update firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sioc/adapter* # activate firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sioc/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # show firmware
Adapter:

Running-Vers: 3.1(2b)
Package-Vers:
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

次の例では、シャーシアダプタのファームウェアをアップデートし、アップデートが

正常に完了したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、

シャーシアダプタのファームウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に

完了したことを確認します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope sioc 2
UCS-A# /chassis/sioc # scope adapter
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-2200.3.1.2.222.gbin Chassis Adaptor 3.1(2b)
ucs-2200.3.1.300.102.gbin Chassis Adaptor 3.1(300.102)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.1.58.gbin Chassis Adaptor 4.1(1.58)
ucs-pcie-c40q-03.4.1.1.58.gbin Chassis Adaptor 4.1(1.58)

UCS-A# /chassis/sioc/adapter # update firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sioc/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # activate firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sioc/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # show activate status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/sioc/adapter # show firmware
Adapter:

Running-Vers: 3.1(2b)
Package-Vers:
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready
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シャーシの SASエクスパンダのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化

更新プロセスが完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、そこでメ

ンテナンス作業を実行したりしないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメ

ンテナンス作業により使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗によ

り、バックアップパーティションが破損する場合があります。バックアップパーティション

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. UCS-A # scope chassis chassis-id
2. UCS-A /chassis # scope sas-expander sas-id
3. UCS-A /chassis/sas-expander # update firmware バージョン番号

4. （任意） UCS-A /chassis/sas-expander* # commit-buffer
5. （任意） UCS-A /chassis/sas-expander # show update status
6. UCS-A /chassis/sas-expander # activate firmware バージョン番号

7. UCS-A /chassis/sas-expander* # commit-buffer
8. （任意） UCS-A /chassis/sas-expander # show activate status
9. （任意） UCS-A /chassis/sas-expander # show firmware

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

シャーシモードを開始します。UCS-A # scope chassis chassis-idステップ 1

指定された SASエクスパンダのシャーシ SASエク
スパンダモードを開始します。

UCS-A /chassis # scope sas-expander sas-idステップ 2

シャーシ内の指定されたSASエクスパンダで、選択
したファームウェアバージョンをアップデートしま

す。

UCS-A /chassis/sas-expander # update firmware バー

ジョン番号

ステップ 3

トランザクションをコミットします。（任意）UCS-A /chassis/sas-expander* # commit-bufferステップ 4

ステップ 6でファームウェアをアクティブにする前
に、ステップ 5で show update status コマンドを使
用してファームウェアのアップデートが正常に完了

したことを確認する場合のみ、このステップを使用

します。このステップをスキップして、同じトラン

ザクションで update firmware および activate
firmware コマンドをコミットできます。ただし、
ファームウェアのアップデートが正常に完了してい

ない場合は、ファームウェアのアクティブ化が開始

されません。

ファームウェア管理
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目的コマンドまたはアクション

CiscoUCSManagerによって、選択したファームウェ
アイメージがバックアップメモリパーティション

にコピーされ、そのイメージが破損していないこと

が確認されます。イメージは、明示的にアクティブ

にするまで、バックアップバージョンとして残され

ます。

ファームウェアのアップデートのステータスを表示

します。

（任意） UCS-A /chassis/sas-expander # show update
status

ステップ 5

ファームウェアのアップデートが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用しま

す。アップデートステータスがReadyになったら、
ファームウェアのアップデートは完了です。CLIの
表示は自動的には更新されないため、タスクのス

テータスがUpdatingからReadyに変更されるまで、
何度も show update status コマンドを入力する必要
があります。アップデートステータスが Readyに
なったらステップ 6に進みます。

シャーシ内の指定されたSASエクスパンダで、選択
したファームウェアバージョンをアクティブ化しま

す。

UCS-A /chassis/sas-expander # activate firmware
バージョン番号

ステップ 6

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/sas-expander* # commit-bufferステップ 7

ファームウェアのアクティベーションのステータス

を表示します。

（任意） UCS-A /chassis/sas-expander # show activate
status

ステップ 8

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了

したことを確認する場合にのみ、このステップを使

用します。CLIの表示は自動的には更新されないた
め、タスクのステータスが Activatingから Readyに
変更されるまで何度も show activate status コマン
ドを入力する必要がある場合があります。

実行中のファームウェアのバージョン、更新ステー

タス、およびアクティブ化ステータスを表示しま

す。

（任意）UCS-A /chassis/sas-expander # show firmwareステップ 9

例

次の例では、ファームウェア更新とファームウェアアクティブ化が正常に完了したこ

とを確認せずに、同じトランザクションで SASファームウェアをバージョン 3.1(2b)
に更新してアクティブにします。
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UCS-A# scope chassis 2
UCS-A# /chassis # scope sas-expander
UCS-A# /chassis/sas-expander # update firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sas-expander* # activate firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sas-expander* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sas-expander # show firmware
Running-Vers Package-Vers Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
3.1(2b) Ready

次の例では、SASエキスパンダファームウェアをバージョン3.1(2b)に更新し、ファー
ムウェア更新が正常に完了したことを確認してからファームウェアアクティブ化を開

始し、SASエキスパンダファームウェアをアクティブにして、ファームウェアアク
ティブ化が正常に完了したことを確認します。

UCS-A# scope chassis 2
UCS-A# /chassis # scope sas-expander
UCS-A# /chassis/sas-expander # update firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sas-expander* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sas-expander # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/sas-expander # activate firmware 3.1(2b)
UCS-A# /chassis/sas-expander* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/sas-expander # show activate status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/sas-expander # show firmware

Running-Vers: 3.1(2b)
Package Vers: 3.1(2b)
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

シャーシのボードコントローラファームウェアのアクティブ化

Cisco UCSManager以前のバージョンへのボードコントローラファームウェアのアクティブ化
をサポートしません。

（注）

始める前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順の概要

1. UCS-A # scope chassis chassis-id
2. UCS-A /chassis # scope sioc {1 | 2}
3. UCS-A /chassis/sioc # scope boardcontroller
4. UCS-A /chassis/sioc/boardcontroller # activate firmware バージョン番号
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5. UCS A/chassis/sioc/boardcontroller * # commit-buffer
6. UCS A/chassis/sioc/boardcontroller # show firmware

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始します。UCS-A # scope chassis chassis-idステップ 1

シャーシで指定した SIOCを入力します。UCS-A /chassis # scope sioc {1 | 2}ステップ 2

シャーシのボードコントローラモードに入ります。UCS-A /chassis/sioc # scope boardcontrollerステップ 3

シャーシのボードコントローラ上で選択された

ファームウェアバージョンをアクティブにします。

UCS-A /chassis/sioc/boardcontroller # activate firmware
バージョン番号

ステップ 4

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS A/chassis/sioc/boardcontroller * # commit-bufferステップ 5

実行中のファームウェアのバージョンとそのactivate
ステータスを表示します。

UCS A/chassis/sioc/boardcontroller # show firmwareステップ 6

例

次に、シャーシ上のボードコントローラファームウェアをアクティブにする例を示し

ます。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope sioc 1
UCS-A /chassis/sioc # scope boardcontroller
UCS-A /chassis/sioc/boardcontroller # activate firmware 3.1.211
Warning: When committed, this command will soft shutdown the servers and may power cycle
the chassis while activating the board controller.
Associated servers power state will be restored after chassis power cycle.
UCS-A# /chassis/sioc/boardcontroller* # commit-buffer
UCS-A /chassis/sioc/boardcontroller # show firmware
Board Controller:

Running-Vers: NA
Package-Vers: 3.1(2b)C
Activate-Status: Ready

UCS-A /chassis/boardcontroller* #
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サーバエンドポイントのファームウェアの直接のアップグレード

CIMCファームウェアのアップデートおよびアクティブ化CiscoUCSS3260ストレージサー
バ

CIMCのファームウェアのアクティベーションによって、データトラフィックは中断しませ
ん。ただし、すべての KVMセッションに割り込み、サーバに接続しているすべての vMedia
が切断されます。

更新プロセスが完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、そこでメ

ンテナンス作業を実行したりしないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメ

ンテナンス作業により使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗によ

り、バックアップパーティションが破損する場合があります。バックアップパーティション

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-id / server-id
2. UCS-A /chassis/server # scope cimc
3. UCS-A /chassis/server/cimc # show image
4. UCS-A /chassis/server/cimc # update firmware バージョン番号

5. （任意） UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
6. （任意） UCS-A /chassis/server/cimc # show firmware
7. UCS-A /chassis/server/cimc # activate firmware バージョン番号

8. UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-buffer
9. （任意） UCS-A /chassis/server/cimc # show firmware

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope server chassis-id / server-idステップ 1

シャーシサーバ CIMCモードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope cimcステップ 2

アダプタの使用可能なソフトウェアイメージを表示

します。

UCS-A /chassis/server/cimc # show imageステップ 3

サーバのCIMCの選択したファームウェアバージョ
ンをアップデートします。

UCS-A /chassis/server/cimc # update firmware バー

ジョン番号

ステップ 4

トランザクションをコミットします。（任意）UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-bufferステップ 5

ステップ 7でファームウェアをアクティブにする前
に、ステップ 6で show firmware コマンドを使用し
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目的コマンドまたはアクション

てファームウェアのアップデートが正常に完了した

ことを確認する場合のみ、このステップを使用しま

す。このステップをスキップして、同じトランザク

ションで update-firmware および activate-firmware
コマンドをコミットできます。ただし、ファーム

ウェアのアップデートが正常に完了していない場合

は、ファームウェアのアクティブ化が開始されませ

ん。

CiscoUCSManagerによって、選択したファームウェ
アイメージがバックアップメモリパーティション

にコピーされ、そのイメージが破損していないこと

が確認されます。イメージは、明示的にアクティブ

にするまで、バックアップバージョンとして残され

ます。

ファームウェアのアップデートのステータスを表示

します。

（任意）UCS-A /chassis/server/cimc # show firmwareステップ 6

ファームウェアのアップデートが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用しま

す。アップデートステータスがReadyになったら、
ファームウェアのアップデートは完了です。CLIの
表示は自動的には更新されないため、タスクのス

テータスがUpdatingからReadyに変更されるまで何
度も show firmware コマンドを入力する必要がある
場合があります。アップデートステータスが Ready
になったらステップ 7に進みます。

サーバのCIMCの選択したファームウェアバージョ
ンをアクティブにします。

UCS-A /chassis/server/cimc # activate firmware バー

ジョン番号

ステップ 7

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/server/cimc* # commit-bufferステップ 8

ファームウェアのアクティベーションのステータス

を表示します。

（任意）UCS-A /chassis/server/cimc # show firmwareステップ 9

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了

したことを確認する場合にのみ、このステップを使

用します。CLIの表示は自動的には更新されないた
め、タスクのステータスが Activatingから Readyに
変更されるまで何度も show firmware コマンドを入
力する必要がある場合があります。
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例

次の例では、同じトランザクションで CIMCのファームウェアをアップデートしてア
クティブ化します。ファームウェアのアップデートとアクティベーションが正常に完

了したかどうかについて確認は行いません。

UCS-A# scope server 3/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b200-m3-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b200-m4-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b22-m3-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b230-m2-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b250-m1-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b420-m3-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b420-m4-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b440-m2-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-c22-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c220-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c220-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c240-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c240-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c3260-m3-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c3260-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c460-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-EXM4-1-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-EXM4-2-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)

...

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 2.0(12.73)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # activate firmware 2.0(12.73)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc #

次の例では、CIMCのファームウェアをアップデートし、アップデートが正常に完了
したことを確認してからファームウェアのアクティベーションを開始して、CIMCの
ファームウェアをアクティブ化し、アクティベーションが正常に完了したことを確認

します。

UCS-A# scope server 3/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b200-m3-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b200-m4-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b22-m3-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b230-m2-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b250-m1-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b420-m3-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
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ucs-b420-m4-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-b440-m2-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-c22-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c220-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c220-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c240-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c240-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c3260-m3-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c3260-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-c460-m4-k9-cimc.2.0.12.73.gbin CIMC 2.0(12.73)
ucs-EXM4-1-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
ucs-EXM4-2-k9-cimc.3.1.20.26.gbin CIMC 3.1(20.26)
...

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 2.0(12.73)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(12.73) Updating Ready

UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(12.73) Ready Ready

UCS-A# /chassis/server/cimc # activate firmware 2.0(12.73)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(12.73) Ready Activating

UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
2.0(12.73) Ready Ready

BIOSファームウェアのアップデートおよびアクティブ化CiscoUCSS3260ストレージサー
バ

Cisco UCSManager CLIを使用して、サーバ上のBIOSファームウェアを更新してアクティブに
することができます。

重要

更新プロセスが完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、そこでメ

ンテナンス作業を実行したりしないでください。ハードウェアが取り外されたり、その他のメ

ンテナンス作業により使用できない場合、ファームウェアの更新は失敗します。この失敗によ

り、バックアップパーティションが破損する場合があります。バックアップパーティション

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意
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手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-id / server-id
2. UCS-A /chassis/server # scope bios
3. UCS-A /chassis/server/bios # show image
4. UCS-A /chassis/server/bios # update firmwareバージョン番号
5. （任意） UCS-A /chassis/server/bios* # commit-buffer
6. （任意） UCS-A /chassis/server/bios # show firmware
7. UCS-A /chassis/server/bios # activate firmwareバージョン番号
8. UCS-A /chassis/server/bios* # commit-buffer
9. （任意） UCS-A /chassis/bios # show firmware

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope server chassis-id / server-idステップ 1

シャーシサーバ BIOSモードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope biosステップ 2

使用可能な BIOSファームウェアイメージを表示し
ます。

UCS-A /chassis/server/bios # show imageステップ 3

サーバの選択した BIOSファームウェアを更新しま
す。

UCS-A /chassis/server/bios # update firmwareバージョ
ン番号

ステップ 4

トランザクションをコミットします。（任意） UCS-A /chassis/server/bios* # commit-bufferステップ 5

ステップ 7でファームウェアをアクティブにする前
に、ステップ 6で show firmwareコマンドを使用し
てファームウェアのアップデートが正常に完了した

ことを確認する場合のみ、このステップを使用しま

す。このステップをスキップして、同じトランザク

ションで update-firmwareおよび activate-firmware
コマンドをコミットできます。ただし、ファーム

ウェアのアップデートが正常に完了していない場合

は、ファームウェアのアクティブ化が開始されませ

ん。

CiscoUCSManagerによって、選択したファームウェ
アイメージがバックアップメモリパーティション

にコピーされ、そのイメージが破損していないこと

が確認されます。イメージは、明示的にアクティブ

にするまで、バックアップバージョンとして残され

ます。

ファームウェアのアップデートのステータスを表示

します。

（任意） UCS-A /chassis/server/bios # show firmwareステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

ファームウェアのアップデートが正常に完了したこ

とを確認する場合にのみ、このステップを使用しま

す。アップデートステータスがReadyになったら、
ファームウェアのアップデートは完了です。CLIの
表示は自動的には更新されないため、タスクのス

テータスがUpdatingからReadyに変更されるまで何
度も show firmwareコマンドを入力する必要がある
場合があります。アップデートステータスが Ready
になったらステップ 7に進みます。

選択したサーバ BIOSファームウェアバージョンを
アクティブにします。

UCS-A /chassis/server/bios # activate firmwareバージョ
ン番号

ステップ 7

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/server/bios* # commit-bufferステップ 8

ファームウェアのアクティベーションのステータス

を表示します。

（任意） UCS-A /chassis/bios # show firmwareステップ 9

ファームウェアのアクティベーションが正常に完了

したことを確認する場合にのみ、このステップを使

用します。CLIの表示は自動的には更新されないた
め、タスクのステータスが Activatingから Readyに
変更されるまで何度も show firmwareコマンドを入
力する必要がある場合があります。

例

次の例では、同じトランザクションでBIOSファームウェアの更新とアクティベーショ
ンを行います。ファームウェアの更新とアクティベーションが正常に完了したことの

確認は行いません。

UCS-A# scope server 3/1
UCS-A# /chassis/server # scope bios
UCS-A# /chassis/server/bios # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- ------------- -------
ucs-b200-m2-bios.S5500.2.1.3c.0.0151437.bin Server BIOS S5500.2.1.3c.

0.081120151437
ucs-b200-m3-bios.B200M3.2.2.6d.0.160055.bin Server BIOS B200M3.2.2.6d

.0.062220160055
ucs-b200-m4-bios.B200M4.3.1.3c.0.161459.bin Server BIOS B200M4.3.1.3c

.0.080120161459
ucs-b200-m4-bios.B200M4.3.1.3e.0.161737.bin Server BIOS B200M4.3.1.3e

.0.081120161737
ucs-b22-m3-bios.B22M3.2.2.6d.0.20160114.bin Server BIOS B22M3.2.2.6d.
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0.062220160114
ucs-b230-m2-bios.B230.2.1.3a.0.20151410.bin Server BIOS B230.2.1.3a.0

.022420151410
ucs-b250-m2-bios.S5500.2.1.3d.0.0161035.bin Server BIOS S5500.2.1.3d.

0.032520161035
ucs-b420-m3-bios.B420M3.2.2.6e.0.160138.bin Server BIOS B420M3.2.2.6e.0.062220160138
ucs-b420-m4-bios.B420M4.3.1.2a.0.161234.bin Server BIOS B420M4.3.1.2a.0.072520161234
ucs-b420-m4-bios.B420M4.3.1.2d.0.161622.bin Server BIOS B420M4.3.1.2d.0.081120161622
ucs-b440-m2-bios.B440.2.1.3a.0.20151142.bin Server BIOS B440.2.1.3a.0.022420151142
ucs-c22-bios.C22M3.2.0.13a.0.0713160955.bin Server BIOS C22M3.2.0.13a.0.0713160955
ucs-c220-bios.C220M3.2.0.13a.0.13160937.bin Server BIOS C220M3.2.0.13a.0.0713160937
ucs-c220-m4-bios.C220M4.2.0.13a.0.62332.bin Server BIOS C220M4.2.0.13a.0.0725162332
ucs-c220-m4-bios.C220M4.2.0.13b.0.61705.bin Server BIOS C220M4.2.0.13b.0.0805161705
ucs-c240-bios.C240M3.2.0.13a.0.13160947.bin Server BIOS C240M3.2.0.13a.0.0713160947
ucs-c240-m4-bios.C240M4.2.0.13a.0.62345.bin Server BIOS C240M4.2.0.13a.0.0725162345
ucs-c240-m4-bios.C240M4.2.0.13b.0.61722.bin Server BIOS C240M4.2.0.13b.0.0805161722
ucs-c3260-m3-bios.C3X60M3.2.0.13a.0.044.bin Server BIOS C3X60M3.2.0.13a.0.0722160044
ucs-c3260-m4-bios.C3X60M4.2.0.13a.0.350.bin Server BIOS C3X60M4.2.0.13a.0.0801162350
ucs-c460-m4-bios.C460M4.2.0.13a.0.60447.bin Server BIOS C460M4.2.0.13a.0.072720160447
ucs-c460-m4-bios.C460M4.2.0.13b.0.62321.bin Server BIOS C460M4.2.0.13b.0.080320162321
ucs-EXM4-1-bios.EXM4.2.2.7.0.1520161539.bin Server BIOS EXM4.2.2.7.0.021520161539
ucs-EXM4-2-bios.EXM4.2.2.7.0.1520161539.bin Server BIOS EXM4.2.2.7.0.021520161539
ucs-EXM4-3-bios.EXM4.3.1.2b.0.020161506.bin Server BIOS EXM4.3.1.2b.0.062020161506

UCS-A# /chassis/server/bios # update firmware C3X60M4.2.0.12.11.041320162312
UCS-A# /chassis/server/bios* # activate firmware C3X60M4.2.0.12.11.041320162312
UCS-A# /chassis/server/bios* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/bios #

ボードコントローラファームウェアのアクティブ化 Cisco UCS S3260ストレージサーバ

ボードコントローラファームウェアは、eUSB、LED、I/Oコネクタなど、サーバの多くの機
能を制御します。

このアクティブ化手順を実行すると、サーバはリブートされます。サーバに関連付けられてい

るサービスプロファイルにメンテナンスポリシーが含まれているかどうかに応じて、リブー

トはただちに行われることがあります。ボードコントローラファームウェアは、CiscoUCSド
メインのアップグレードの最後の手順として、サーバBIOSのアップグレードと同時に、サー
ビスプロファイル内のホストファームウェアパッケージからアップグレードすることをお勧

めします。これによって、アップグレードプロセス中にサーバをリブートする回数を低減でき

ます。

（注）

手順の概要

1. UCS-A# scope server chassis-id / server-id
2. UCS-A /chassis/server # scope boardcontroller
3. （任意） UCS-A /chassis/server/boardcontroller # show image
4. （任意） UCS-A /chassis/server/boardcontroller # show firmware
5. UCS-A /chassis/server/boardcontroller # activate firmware バージョン番号
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6. UCS-A /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモードを開始します。UCS-A# scope server chassis-id / server-idステップ 1

サーバのボードコントローラモードを開始します。UCS-A /chassis/server # scope boardcontrollerステップ 2

ボードコントローラの利用可能なソフトウェアイ

メージを表示します。

（任意）UCS-A /chassis/server/boardcontroller # show
image

ステップ 3

ボードコントローラの現在実行中のソフトウェア

イメージを表示します。

（任意）UCS-A /chassis/server/boardcontroller # show
firmware

ステップ 4

サーバのボードコントローラの選択されたファーム

ウェアバージョンをアクティブ化します。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller # activate
firmware バージョン番号

ステップ 5

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller* # commit-bufferステップ 6

例

次の例では、ボードコントローラのファームウェアをアクティブ化します。

UCS-A# scope server 3/1
UCS-A# /chassis/server # scope boardcontroller
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-4308-brdprog.1.0.12.gbin Chassis Board Controller

1.0.12
ucs-b200-m3-brdprog.15.0.gbin Board Controller 15.0
ucs-b200-m4-brdprog.12.0.gbin Board Controller 12.0
ucs-b22-m3-brdprog.17.0.gbin Board Controller 17.0
ucs-b230-m2-pld.B230100D.gbin Board Controller B230100D
ucs-b250-m1-pld.111026-111026.gbin Board Controller 111026-111026

ucs-b420-m3-brdprog.12.0.gbin Board Controller 12.0
ucs-b420-m4-brdprog.6.0.gbin Board Controller 6.0
ucs-b440-m2-pld.B440100C-B4402008.gbin Board Controller B440100C-B440

2008
ucs-c22-m3-brdprog.5.0.gbin Board Controller 5.0
ucs-c220-m3-brdprog.5.0.gbin Board Controller 5.0
ucs-c220-m4-brdprog.27.0.gbin Board Controller 27.0
ucs-c240-m3-brdprog.5.0.gbin Board Controller 5.0
ucs-c240-m4-brdprog.24.0.gbin Board Controller 24.0
ucs-c3260-brdprog.1.0.11.gbin Board Controller 1.0.11
ucs-c3260-m3-brdprog.2.0.gbin Board Controller 2.0
ucs-c460-m4-brdprog.16.0.gbin Board Controller 16.0
ucs-EXM4-1-brdprog.7.0.gbin Board Controller 7.0
ucs-EXM4-2-brdprog.5.0.gbin Board Controller 5.0
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UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show firmware
BoardController:

Running-Vers: 1.0.11
Package-Vers: 3.1(2)B
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # activate firmware 1.0.11
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer
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