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Cisco UCS Manager でのファームウェアのダウンロードと
管理

ファームウェアイメージの管理

シスコでは、CiscoUCSコンポーネントに対するすべてのファームウェアのアップデートをイメー
ジのバンドルで配布します。各イメージは、1つのハードウェアコンポーネントに固有のファー
ムウェアパッケージを表します。たとえば、IOMイメージや Cisco UCS Managerイメージなどで
す。Cisco UCSファームウェアのアップデートは、Cisco UCS domainのファブリックインターコ
ネクトに次のバンドルでダウンロードできます。

Cisco UCS Manager ファームウェア管理（CLI 用）、リリース 3.1    
1



Cisco UCS Infrastructure Software Bundle

CiscoUCSManagerリリース 3.1以降のリリースには、3つの独立したインフラストラクチャ
バンドルが含まれています。

• Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクト：
ucs-k9-bundle-infra.3.1.x.xxx.A.bin

• Cisco UCS 6300シリーズファブリックインターコネクト：
ucs-6300-k9-bundle-infra.3.1.x.xxx.A.bin

• CiscoUCS 6324ファブリックインターコネクト：ucs-mini-k9-bundle-infra.3.1.x.xxx.A.bin

これらのバンドルには、次のコンポーネントをアップデートするために必要となるファーム

ウェアイメージなどがあります。

• Cisco UCS Managerソフトウェア

•ファブリックインターコネクトのカーネルファームウェアとシステムファームウェア

• I/Oモジュールのファームウェア

I/Oモジュールのファームウェアは、Mシリーズモジュラサーバではサポー
トされません。

（注）

あるプラットフォーム用の UCSインフラストラクチャバンドルは、
別のプラットフォームをアクティブ化するために使用できません。た

とえば、Cisco UCS 6200 Seriesのファブリックインターコネクトのイ
ンフラストラクチャバンドルを使用して Cisco UCS 6300 Seriesのファ
ブリックインターコネクトをアクティブ化することはできません。

（注）

Cisco UCS B-Series Blade Server Software Bundle

このバンドルには、CiscoUCSdomainのブレードサーバのファームウェアをアップデートす
るために必要な次のファームウェアイメージが含まれます。Cisco UCSManagerで最新のイ
ンフラストラクチャバンドルに含まれていないブレードサーバがサポートされるように、

リリースに対して作成されたバンドル以外に次のバンドルもインフラストラクチャバンド

ル間でリリースできます。

• CIMCファームウェア

• BIOSファームウェア

•アダプタファームウェア

•ボードコントローラファームウェア

•新規サーバで必要なサードパーティ製のファームウェアイメージ
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Cisco UCS C-Series Rack-Mount UCS-Managed Server Software Bundle

このバンドルには、Cisco UCS Managerに統合され、UCS Managerによって管理されるラッ
クマウントサーバのコンポーネントのアップデートに必要な次のファームウェアイメージ

が含まれます。

• CIMCファームウェア

• BIOSファームウェア

•アダプタファームウェア

•ストレージコントローラのファームウェア

このバンドルは、スタンドアロン Cシリーズサーバには使用できま
せん。このサーバのファームウェア管理システムでは、Cisco UCS
Managerに必要なヘッダーを解釈できません。スタンドアロン Cシ
リーズサーバのアップグレード方法については、Cシリーズのコン
フィギュレーションガイドを参照してください。

（注）

Cisco UCS Mシリーズモジュラサーバソフトウェアバンドル

このバンドルには、CiscoUCSdomain内のモジュラサーバのファームウェアをアップデート
するために必要となる、次のファームウェアイメージが含まれます。

•シャーシ：

◦ CMCファームウェア

◦共有アダプタファームウェア

◦ボードコントローラファームウェア

◦ストレージコントローラのファームウェア

◦サーバ：

◦ CIMCファームウェア

◦ BIOSファームウェア

◦ボードコントローラファームウェア

また、シスコではリリースノートも提供しており、バンドルを取得したのと同じWebサイトから
入手できます。

ファームウェアイメージヘッダー

すべてのファームウェアイメージに、次の情報を含むヘッダーがあります。
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•チェックサム

•バージョン情報

•コンポーネントイメージの互換性と依存関係を確認するためにシステムで使用される互換性
情報

ファームウェアイメージカタログ

CiscoUCSManagerは、使用できるすべてのイメージのインベントリを維持します。イメージカタ
ログには、イメージとパッケージのリストが含まれます。パッケージは、ダウンロードされたと

きに作成される読み取り専用オブジェクトです。これはディスク領域を占有せず、パッケージの

ダウンロードの一部として展開されたイメージのリストまたはコレクションを表します。個々の

イメージがダウンロードされるときに、パッケージ名はイメージ名と同じままです。

CiscoUCSManagerには、ファブリックインターコネクトにダウンロードされているファームウェ
アイメージとそのコンテンツのカタログを示す 2つのビューが用意されています。

パッケージ

このビューでは、ファブリックインターコネクトにダウンロードされているファームウェ

アバンドルが読み取り専用で表示されます。このビューは、イメージのコンテンツではな

く、イメージを基準にソートされます。パッケージについては、このビューを使用して、ダ

ウンロード済みの各ファームウェアバンドルに存在するコンポーネントイメージを確認で

きます。

イメージ

イメージビューには、システムで使用できるコンポーネントイメージが表示されます。こ

のビューを使用して、ファームウェアバンドル全体を表示したり、バンドルごとにイメー

ジをグループ化したりすることはできません。各コンポーネントイメージについて表示さ

れる情報には、コンポーネントの名前、イメージサイズ、イメージバージョン、およびコ

ンポーネントのベンダーとモデルが含まれます。

このビューを使用して、各コンポーネントに使用できるファームウェアアップデートを識

別できます。また、このビューを使用して、古くなったイメージや不要なイメージを削除す

ることもできます。パッケージ内のすべてのイメージを削除した後、Cisco UCS Managerは
パッケージ自体を削除します。

Cisco UCS Managerによって、ファブリックインターコネクトのブートフラッシュにイメージ
が保存されます。クラスタシステムでは、すべてのイメージが互いに同期されるので、両方

のファブリックインターコネクトにおけるブートフラッシュのスペース使用量は等しくなり

ます。ブートフラッシュパーティションが 70 %を超え、合計使用スペースが 90 %を超える
と、エラーが発生します。Cisco UCS Managerがこのような障害を生成した場合、領域を解放
するために古いイメージを削除します。

ヒント

   Cisco UCS Manager ファームウェア管理（CLI 用）、リリース 3.1
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シスコからのソフトウェアバンドルの入手

はじめる前に

CiscoUCSdomainを更新するために、次のどのソフトウェアバンドルが必要なのかを判定します。

• Cisco UCS 6300 Series、6200 Series、および 6324ファブリックインターコネクト用の Cisco
UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドル：すべての Cisco UCS domainsで必要で
す。

• Cisco UCS B-Series Blade Server Software Bundle：ブレードサーバが含まれるすべての Cisco
UCS domainsで必要です。

• Cisco UCS C-Series Rack-Mount UCS-Managed Server Software Bundle：統合されたラックマウ
ントサーバが含まれる Cisco UCS domainsのみで必要です。このバンドルには、Cisco UCS
Managerがそれらのサーバを管理できるようにするためのファームウェアが含まれており、
スタンドアロン Cシリーズラックマウントサーバには適用されません。

• CiscoUCSM-SeriesModular Server Software Bundle：モジュラサーバを含むすべてのCiscoUCS
domainsで必要です。

手順

ステップ 1 Webブラウザで、Cisco.comを参照します。

ステップ 2 [Support]で [All Downloads]をクリックします。

ステップ 3 中央のペインで、[Servers - Unified Computing]をクリックします。

ステップ 4 入力を求められたら、Cisco.comのユーザ名およびパスワードを入力して、ログインします。

ステップ 5 右側のペインで、次のように必要なソフトウェアバンドルのリンクをクリックします。

ナビゲーションパスBundle

[UCS Infrastructure and UCSManager Software] > [Unified
Computing System (UCS) Infrastructure Software Bundle]
をクリックします。

Cisco UCS 6300 Series、6200 Series、およ
び 6324ファブリックインターコネクト用
の Cisco UCSインフラストラクチャソフ
トウェアバンドル

[UCS B-Series Blade Server Software] > [Unified
Computing System (UCS) Server Software Bundle]をク
リックします。

Cisco UCS B-Series Blade Server Software
Bundle

[UCSC-Series Rack-MountUCS-Managed Server Software]
> [Unified Computing System (UCS) Server Software
Bundle]をクリックします。

Cisco UCS C-Series Rack-Mount
UCS-Managed Server Software Bundle
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ナビゲーションパスBundle

[UCS M-Series Modular Server Software] > [Unified
Computing System (UCS) Server Software Bundle]をク
リックします。

Cisco UCSM-SeriesModular Server Software
Bundle

これらのパスからアクセスできるUnifiedComputing System (UCS)DocumentationRoadmap
Bundleは、Cisco UCSのすべてのドキュメントのダウンロード可能な ISOイメージで
す。

ヒント

ステップ 6 ソフトウェアバンドルをダウンロードする最初のページで、[ReleaseNotes]リンクをクリックして
リリースノートの最新版をダウンロードします。

ステップ 7 ダウンロードする各ソフトウェアバンドルについて、次の手順を実行します。

a) 最新リリース 3.1ソフトウェアバンドルのリンクをクリックします。
リリース番号の後には、数字と文字が括弧内に続きます。数字はメンテナンスリリースレベ

ルを表し、文字はそのメンテナンスリリースのパッチを区別します。各メンテナンスリリー

スとパッチの内容の詳細については、最新版のリースノートを参照してください。

b) 次のいずれかのボタンをクリックして、表示される指示に従います。

• [Download Now]：ソフトウェアバンドルをすぐにダウンロードできます。

• [Add toCart]：後でダウンロードするソフトウェアバンドルをカートに追加します。

c) メッセージに従ってソフトウェアバンドルのダウンロードを完了します。

ステップ 8 Cisco UCS domainをアップグレードする前に、リリースノートを参照してください。

次の作業

ソフトウェアバンドルをファブリックインターコネクトにダウンロードします。

離れた場所からのファブリックインターコネクトへのファームウェア

イメージのダウンロード

クラスタセットアップでは、ダウンロードの開始に使用されたファブリックインターコネク

トに関係なく、ファームウェアバンドルのイメージファイルは両方のファブリックインター

コネクトにダウンロードされます。Cisco UCSManagerは、両方のファブリックインターコネ
クトにあるすべてのファームウェアパッケージとイメージを同期状態にします。ファブリッ

クインターコネクトの 1つがダウンした場合でも、ダウンロードは正常に終了します。オン
ラインに復帰したときに、イメージがもう片方のファブリックインターコネクトに同期され

ます。

（注）
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はじめる前に

必要なファームウェアバンドルをシスコから入手します。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

ファームウェアバンドルをダウンロードします。シスコ

から提供されたダウンロードパスを使用し、次のいずれ

かの構文で URLを指定します。

UCS-A /firmware #
download image URL

ステップ 2   

• ftp://server-ip-addr/path

• scp://username@server-ip-addr/path

• sftp://username@server-ip-addr/path

• tftp://server-ip-addr:port-num/path

[TFTP]ではファイルサイズが 32 MBに制
限されます。ファームウェアバンドルは

それよりも大幅にサイズが大きい可能性が

あるため、ファームウェアのダウンロード

にTFTPを選択しないことを推奨します。

（注）

• usbA:/path

• usbB:/path

USBAおよびUSB Bは、Cisco UCS 6324（UCS
Mini）および Cisco UCS 6300 Seriesファブリッ
クインターコネクトにのみ適用されます。

Cisco UCS 6300 Seriesファブリックインターコ
ネクトでは、2個のポートのうちの最初のポー
トのみ検出されます。

（注）

IPアドレスではなくホスト名を使用する場合、
Cisco UCS Managerで DNSサーバを設定しま
す。

（注）

リモートサーバのユーザ名のパスワード。プロトコルが

tfptの場合、このフィールドは適用されません。
リモートサーバのパス

ワードを入力します。

ステップ 3   

ダウンロードタスクのステータスを表示します。イメー

ジのダウンロードが完了すると、タスク状態が

UCS-A /firmware # show
download-task

ステップ 4   

Downloadingから Downloadedに変更されます。CLIの表
示は自動的には更新されないので、タスクのステータス
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目的コマンドまたはアクショ

ン

にDownloadedが表示されるまで何度も showdownload-task
コマンドを入力する必要があります。

すべてのファームウェア

バンドルがファブリック

ステップ 5   

インターコネクトにダウ

ンロードされるまで、こ

のタスクを繰り返します。

次に、SCPを使用してファームウェアパッケージをダウンロードする例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # download image scp://user1@192.168.10.10/images/ucs-k9-bundle.1.0.0.988.bin
OR
download image usbB:/username/ucs-k9-bundle-b-series.3.0.1a.B.bin
UCS-A /firmware # show download-task
UCS-A /firmware #

次の作業

ファームウェアバンドルのイメージファイルが完全にダウンロードされたら、エンドポイント上

でファームウェアを更新します。

ファームウェアパッケージのダウンロードステータスの表示

ファームウェアのダウンロード操作が開始された後、パッケージがまだダウンロード中か、また

は完了したか判別するために、ダウンロードステータスを確認できます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

ダウンロードタスクのステータスを表示します。イメー

ジのダウンロードが完了すると、タスク状態が

UCS-A /firmware # show
download-task

ステップ 2   

Downloadingから Downloadedに変更されます。CLIの
表示は自動的には更新されないので、タスクのステー

タスに Downloadedが表示されるまで何度も show
download-taskコマンドを入力する必要があります。
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次に、ファームウェアパッケージのダウンロードステータスを表示する例を示します。ダウン

ロード状態によりファームウェアパッケージのダウンロードが完了したことが示されるまで、

show download-taskコマンドの入力を続けます。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show download-task

Download task:
File Name Protocol Server Userid State
--------- -------- --------------- --------- -----
ucs-mini-k9-bundle-infra.3.1.1a.A.bin Scp 209.165.201.15 user1 Downloading

UCS-A /firmware # show download-task

Download task:
File Name Protocol Server Userid State
--------- -------- --------------- --------- -----
ucs-mini-k9-bundle-infra.3.1.1a.A.bin Scp 209.165.201.15 user1 Downloading

UCS-A /firmware # show download-task

Download task:
File Name Protocol Server Userid State
--------- -------- --------------- --------- -----
ucs-mini-k9-bundle-infra.3.1.1a.A.bin Scp 209.165.201.15 user1 Downloaded

イメージダウンロードのキャンセル

イメージのダウンロードタスクは、タスクの進行中にのみキャンセルできます。イメージのダウ

ンロードの完了後に、ダウンロードタスクを削除しても、ダウンロード済みのイメージは削除さ

れません。イメージダウンロードタスクに関係する FSMはキャンセルできません。

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

指定されたイメージファイルを削除し

ます。

UCS-A /firmware # delete
download-task image_filename

ステップ 2   

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 /firmware # commit-bufferステップ 3   

次の例は、イメージのダウンロードを取り消します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # delete download-task ucs-k9-bundle-b-series.3.1.1a.B.bin
UCS-A /firmware* # commit-buffer
UCS-A /firmware* #
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ファブリックインターコネクトの利用可能なすべてのソフトウェア

イメージの表示

この手順は任意で、すべてのエンドポイントのファブリックインターコネクトの使用可能なソフ

トウェアイメージを表示します。各エンドポイントモードでのshowimageコマンドの使用によっ
ても、エンドポイントの使用可能なソフトウェアイメージを表示できます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

ファブリックインターコネクトにダウンロードされたす

べてのソフトウェアイメージが表示されます。

UCS-A /firmware # show
image

ステップ 2   

エンドポイントを直接アップデートする場合、

ソフトウェアバージョン番号を指定する必要

があります。エンドポイントでファームウェア

を直接アップデートする場合、右の列のバー

ジョン番号に注意してください。

（注）

次に、ファブリックインターコネクトの使用可能なすべてのソフトウェアイメージを表示する例

を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show image

Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
cmc-psuDV-Delta.02.08.06.bin PSU 02.08.06
cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin PSU 03.00.00
cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin PSU 05.0b
ucs-2200-6300.3.1.0.332.bin IOM 3.1(0.332)
ucs-2200-6300.3.1.0.333.bin IOM 3.1(0.333)
ucs-2200-6300.3.1.0.340.bin IOM 3.1(0.340)
ucs-2300-6300.3.1.0.332.bin IOM 3.1(0.332)
ucs-2300-6300.3.1.0.333.bin IOM 3.1(0.333)
ucs-2300-6300.3.1.0.340.bin IOM 3.1(0.340)
ucs-6300-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.10.332.bin Fabric Interconnect Kernel

5.0(3)N2(3.10.332)
ucs-6300-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.10.333.bin Fabric Interconnect Kernel

5.0(3)N2(3.10.333)
ucs-6300-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.10.340.bin Fabric Interconnect Kernel

5.0(3)N2(3.10.340)
ucs-6300-k9-system.5.0.3.N2.3.10.332.bin Fabric Interconnect System

5.0(3)N2(3.10.332)
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ファブリックインターコネクトの利用可能なすべてのパッケージの表

示

この手順は任意で、すべてのエンドポイントのファブリックインターコネクトの使用可能なソフ

トウェアパッケージを表示します。各エンドポイントモードでのshowpackageコマンドの使用に
よっても、エンドポイントの使用可能なソフトウェアイメージを表示できます。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

ファブリックインターコネクトにダウンロードされたす

べてのソフトウェアパッケージが表示されます。

UCS-A /firmware # show
package

ステップ 2   

エンドポイントを直接アップデートする場合、

ソフトウェアバージョン番号を指定する必要

があります。エンドポイントでファームウェア

を直接アップデートする場合、右の列のバー

ジョン番号に注意してください。

（注）

次に、ファブリックインターコネクトの使用可能なすべてのソフトウェアパッケージを表示する

例を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show package
Name Version
--------------------------------------------- -------
ucs-6300-k9-bundle-infra.3.1.0.332.A.bin 3.1(1a)A
ucs-6300-k9-bundle-infra.3.1.0.333.A.bin.1 3.1(1a)A
ucs-6300-k9-bundle-infra.3.1.0.340.A.bin 3.1(1a)A
ucs-catalog.3.1.0.331d.T.bin 3.1(1a)T
ucs-catalog.3.1.0.332d.T.bin 3.1(1a)T
ucs-catalog.3.1.0.335c.T.bin 3.1(1a)T
ucs-k9-bundle-b-series.3.1.0.333.B.bin 3.1(1a)B
ucs-k9-bundle-b-series.3.1.0.340.B.bin 3.1(1a)B
ucs-k9-bundle-b-series.3.1.0.344.B.bin 3.1(1a)B
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ファームウェアパッケージの内容の判断

手順

目的コマンドまたはアクション

ファームウェアモードを開始します。UCS-A# scope firmwareステップ 1   

指定したファームウェアパッケージの

内容を表示します。

UCS-A /firmware # show package
package-name expand

ステップ 2   

次に、ファームウェアパッケージの内容を表示する例を示します。
UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # show package ucs-6300-k9-bundle-infra.3.1.1a.A.bin expand
Package ucs-6300-k9-bundle-infra.3.1.1a.A.bin:

Images:
ucs-2200-6300.3.1.0.123.bin
ucs-2300-6300.3.1.0.123.bin
ucs-6300-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.10.123.bin
ucs-6300-k9-system.5.0.3.N2.3.10.123.bin
ucs-manager-k9.3.1.0.331d.bin

ファブリックインターコネクトの空き領域のチェック

イメージのダウンロードが失敗した場合は、Cisco UCSでファブリックインターコネクトのブー
トフラッシュに十分な空き領域があるかどうかをチェックします。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定したファブリックのファブリックインターコネクト

モードを開始します。

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a | b}

ステップ 1   

指定したファブリックの空き領域を表示します。UCS-A /fabric-interconnect
# show storage [detail |
expand}

ステップ 2   

ファームウェアイメージバンドルをダウンロー

ドする場合、ファブリックインターコネクト

に、ファームウェアイメージバンドルのサイ

ズの少なくとも 2倍の空き領域が必要です。
ブートフラッシュに十分な領域がない場合は、

ファブリックインターコネクトから、古い

ファームウェア、コアファイル、その他の不要

なオブジェクトを削除してください。

（注）
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次の例は、ファブリックインターコネクトの空き領域を表示します。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show storage
Storage on local flash drive of fabric interconnect:

Partition Size (MBytes) Used Percentage
---------------- ---------------- ---------------
bootflash 8658 50
opt 1917 2
workspace 277 4

UCS-A /fabric-interconnect #

Auto Installによるファームウェアアップグレード
Auto Installでは、次の2つの段階によって、CiscoUCSdomainを1つのパッケージに含まれるファー
ムウェアバージョンにアップグレードすることができます。

• Install Infrastructure Firmware：CiscoUCS Infrastructure Software Bundleを使用して、ファブリッ
クインターコネクト、I/Oモジュール、Cisco UCS Manager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することができます。ファームウェアイメージの管理, （1
ページ）では、Cisco UCS Managerリリース 3.1で使用可能なインフラストラクチャソフト
ウェアバンドルについて詳しく説明します。自動インストールによる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の推奨プロセス, （16ページ）では、インフラストラク
チャファームウェアを自動的にインストールするための推奨されるプロセスについて詳しく

説明します。

• Install Server Firmware：Cisco UCS B-Series Blade Server Software Bundleを使用して Cisco UCS
domainのすべてのブレードサーバをアップグレードし、Cisco UCS C-Series Rack-Mount
UCS-Managed Server Software Bundleを使用してすべてのラックサーバをアップグレードし、
および Cisco UCS Mシリーズモジュラサーバソフトウェアバンドルを使用してすべてのモ
ジュラサーバをアップグレードすることができます。

この 2つの段階は独立したものであり、異なる時刻に実行することや、実行されるようにスケ
ジュールすることができます。

Auto Installを使用して、インフラストラクチャコンポーネントを Cisco UCSのあるバージョンに
アップグレードし、サーバコンポーネントを異なるバージョンにアップグレードすることができ

ます。

ドメイン内のCiscoUCSManagerがCiscoUCS2.1(1)より前のリリースである場合は、Auto Install
を使用して、Cisco UCS domain内のインフラストラクチャまたはサーバをアップグレードする
ことはできません。ただし、Cisco UCS Managerをリリース 2.1(1)以降にアップグレードする
と、Auto Installを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を満たしているCiscoUCSdomain
内の他のコンポーネントをアップグレードできます。詳細については、Auto Installによるアッ
プグレードに関する注意事項とガイドラインを参照してください。

（注）
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Auto Install後の直接アップグレード
Auto Install中、デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョンが設定され
ます。Auto Install後にCisco UCS Manager、ファブリックインターコネクト、および IOMの直接
アップグレードまたはアクティブ化を正常に完了するには、直接アップグレードまたはアクティ

ブ化を開始する前に、スタートアップバージョンがクリアされていることを確認します。デフォ

ルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョンが設定されている場合、Cisco
UCS Manager、ファブリックインターコネクト、および IOMを直接アップグレードまたはアク
ティブ化することはできません。デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバー

ジョンのクリア, （21ページ）には、スタートアップバージョンをクリアする詳細な手順が掲載
されています。

自動内部バックアップ

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中に、完全な状態のバックアップファイ

ルが自動的に作成されます。Cisco UCSManagerリリース 2.2(4)では、FSMステータスで表示され
る 2つの新しいバックアップ段階が追加されました。これらを次に示します。

1 InternalBackup：設定をバックアップします。

2 PollInternalBackup：バックアップの完了を待ちます。

バックアップが正常に完了すると、「bkp.timestamp.tgz」という名前のバックアップファイルが、
両方のファブリックインターコネクトの /workspace/backupディレクトリに保存されます。
ここには、最新のバックアップファイルのみが保存されます。

バックアップが失敗した場合は、「internal backup failed」というマイナーエラーがログに記録さ
れます。このエラーは、Cisco UCS Managerリリース 2.2(4)より前のリリースにダウングレードし
た場合は記録されません。

このバックアップファイルからファブリックインターコネクトの設定を復元する前に、local-mgmt
からcopyコマンドを使用して、バックアップファイルをファブリックインターコネクトからファ
イルサーバにコピーします。

次に、自動内部バックアップファイルをファイルサーバにコピーする方法の例を示します。

UCS-A# connect local-mgmt
UCS-A (local-mgmt) # copy workspace:/backup/bkp.1429690478.tgz
scp://builds@10.190.120.2://home/builds/

Install Infrastructure Firmware
Install Infrastructure Firmwareでは、Cisco UCSManagerを含むCisco UCS domain内のすべてのインフ
ラストラクチャコンポーネントと、すべてのファブリックインターコネクトおよび I/Oモジュー
ルをアップグレードします。すべてのコンポーネントが、選択したCiscoUCS InfrastructureSoftware
Bundleに含まれるファームウェアバージョンにアップグレードされます。
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Cisco UCS Mシリーズモジュラサーバは、I/Oモジュールをサポートしません。（注）

Install Infrastructure Firmwareでは、Cisco UCS domainドメイン内の一部のインフラストラクチャコ
ンポーネントだけを対象とする部分アップグレードはサポートしていません。

メンテナンスウィンドウに対応する特定の時刻にインフラストラクチャのアップグレードをスケ

ジュールできます。ただし、インフラストラクチャのアップグレードが進行中の場合、別のイン

フラストラクチャのアップグレードをスケジュールすることはできません。次のアップグレード

をスケジューリングするには、現在のアップグレードが完了するまで待つ必要があります。

インフラストラクチャファームウェアアップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン

セルできます。ただし、インフラストラクチャファームウェアアップグレードがいったん開

始すると、キャンセルすることはできません。

（注）

Install Server Firmware
Install Server Firmwareでは、ホストファームウェアパッケージを使用して、Cisco UCS domain内
のすべてのサーバおよびコンポーネントをアップグレードします。サービスプロファイルに選択

したホストファームウェアパッケージが含まれているサーバは、次のように、選択したソフト

ウェアバンドルのファームウェアバージョンにすべてアップグレードされます。

•シャーシ内のすべてのブレードサーバ用の Cisco UCS B-Series Blade Server Software Bundle。

• Cisco UCS domainに統合されているすべてのラックマウントサーバ用の Cisco UCS C-Series
Rack-Mount UCS-Managed Server Software Bundle。

•モジュラ型シャーシのすべてのモジュラサーバ用の Cisco UCS Mシリーズモジュラサーバ
ソフトウェアバンドル。

Mシリーズサーバの場合、自動インストールによって共有アダプタ、CMC、
ストレージコントローラ、およびボードコントローラをアップグレードでき

ません。

（注）

Install Server Firmwareウィザードの設定が完了した後で、サーバファームウェアのアップグ
レードプロセスをキャンセルすることはできません。Cisco UCS Managerは、変更を即座に反
映します。ただし、サーバが実際にリブートされるタイミングは、サーバに関連付けられた

サービスプロファイル内のメンテナンスポリシーによって異なります。

（注）
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Auto Installのための必要な手順
Cisco UCS domainのすべてのコンポーネントを同じパッケージバージョンへアップグレードする
場合は、Auto Installの各ステージを次の順序で実行する必要があります。

1 Install Infrastructure Firmware

2 Install Server Firmware

この順序で実行すると、サーバのファームウェアアップグレードをインフラストラクチャのファー

ムウェアアップグレードとは異なるメンテナンスウィンドウにスケジュールすることができま

す。

自動インストールによるインフラストラクチャファームウェアのアッ

プグレードの推奨プロセス

シスコでは、自動インストールによる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に

ついて、次のプロセスを推奨します。

1 ソフトウェアをステージングし、アップグレードを準備します。

a すべてのコンフィギュレーションファイルと完全な状態のバックアップファイルを作成し

ます。すべてのコンフィギュレーションバックアップファイルの作成とFull Stateバック
アップポリシーの設定には、詳細情報が掲載されています。

b ファームウェアパッケージをダウンロードします。離れた場所からのファブリックイン

ターコネクトへのファームウェアイメージのダウンロード, （6ページ）には、詳細情報
が掲載されています。

c Smart Call Homeを無効にします。 Smart Call Homeの無効化には、Smart Call Homeの無効
化に関する詳細情報が掲載されています。

2 ファブリックアップグレードを準備します。

a Cisco UCS Managerの障害を確認し、サービスに影響を及ぼす障害を解決します。

b 高可用性ステータスを確認し、セカンダリファブリックインターコネクトを特定します。

クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認には、詳細情報が掲載されています。

c デフォルトのメンテナンスポリシーを設定します。デフォルトメンテナンスポリシーの

設定には、メンテナンスポリシーに関する詳細情報と、デフォルトのメンテナンスポリ

シーを [User-Ack]に設定する方法が掲載されています。

d VLANと FCOE IDが重複していないことを確認します。

e 管理インターフェイスを無効にします。管理インターフェイスの無効化には、セカンダリ

ファブリックインターコネクトの管理インターフェイスの無効化に関する詳細情報が掲載

されています。
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f すべてのパスが動作していることを確認します。データパスの準備が整っていることの確

認には、詳細情報が掲載されています。

3 自動インストールによる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, （17ペー
ジ）

4 クラスタの高可用性ステータスを確認します。

5 すべてのパスが動作していることを確認します。

6 新しい障害を確認します。ファブリックインターコネクトのアップグレード中に生成される

障害の表示には、詳細情報が掲載されています。

7 プライマリファブリックのアクティブ化を確認します。プライマリファブリックインターコ

ネクトのリブートの確認, （19ページ）には、詳細情報が掲載されています。

8 新しい障害を確認します。

自動インストールによる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

Cisco UCS Manager CLIのリリースが 2.1(1)よりも古い場合、auto-installは使用できません。

ドメイン内の Cisco UCSManagerが Cisco UCSManager 2.1(1)より前のリリースである場合は、
Auto Installを使用して、Cisco UCS domain内のインフラストラクチャまたはサーバをアップグ
レードすることはできません。ただし、Cisco UCS Managerをリリース 2.1(1)以降にアップグ
レードすると、Auto Installを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を満たしているCisco
UCSdomain内の他のコンポーネントをアップグレードできます。詳細については、Auto Install
によるアップグレードに関する注意事項とガイドラインおよび該当する『Cisco UCS upgrade
guide』を参照してください。

（注）

はじめる前に

にリストされているすべての前提条件を満たす必要があります。ファームウェアのアップグレー

ドとダウングレードの前提条件

Cisco UCS domainがNTPサーバを使用して時間を設定しない場合、プライマリファブリックイン
ターコネクトとセカンダリファブリックインターコネクトの時計が同期されていることを確認し

ます。Cisco UCS Managerで NTPサーバを設定するか、時間を手動で同期することによってこれ
を行うことができます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters firmware mode.UCS-A# scope firmwareステッ

プ 1   

Enters auto-install mode for infrastructure firmware
upgrades.

UCS-A /firmware # scope auto-installステッ

プ 2   

インフラストラクチャファームウェアを更新

してアクティブにします。

UCS-A /firmware/auto-install # install
infrainfra-versinfrastructure-bundle-version
[starttimemonddyyyyhhminsec] [force]

ステッ

プ 3   

即座にアップグレードを開始したくない場合

は、starttimeを使用して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スケジュー

ルする必要があります。starttimeを使用する場
合は、アップグレードをいつスケジュールする

かを指定するために、次の情報を入力してくだ

さい。

• mon：janや febなど目的の月の名前の最初
の 3文字。

• dd：月の目的の日（1～ 31）。

• yyyy：2012などの目的の年（西暦）。

• hh：アップグレードを開始する時刻の時
（0～ 23）。

• min：アップグレードを開始する時刻の分
（0～ 60）。

• sec：アップグレードを開始する時刻の秒
（0～ 60）。

互換性のない可能性や、現在実行中のタスクに

関係なく、ファームウェアをアクティブにする

には、forceキーワードを使用します。

アップグレードを続行する前に、表示

されたチェックリストを見直して、す

べての要件が満たされていることを確

認します。

ブートフラッシュに十分な空き領域が

ない場合、警告が表示され、アップグ

レードプロセスは停止します。

注意
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次に、Cisco UCS Infrastructure Software Bundleでインフラストラクチャをファームウェアにアップ
グレードする例を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # install infra infra-vers 3.1(1a)A
This operation upgrades firmware on UCS Infrastructure Components
(UCS manager, Fabric Interconnects and IOMs).
Here is the checklist of things that are recommended before starting Auto-Install
(1) Review current critical/major faults
(2) Initiate a configuration backup
(3) Check if Management Interface Monitoring Policy is enabled
(4) Check if there is a pending Fabric Interconnect Reboot activitiy
(5) Ensure NTP is configured
(6) Check if any hardware (fabric interconnects, io-modules, servers or adapters) is
unsupported in the target release
Do you want to proceed? (yes/no): yes

Triggering Install-Infra with:
Infrastructure Pack Version: 3.1(1a)A

UCS-A /firmware/auto-install #

次の作業

プライマリファブリックインターコネクトのリブートを承認します。リブートを承認しない場

合、CiscoUCSManagerはインフラストラクチャのアップグレードを完了できず、アップグレード
は無期限に保留になります。

プライマリファブリックインターコネクトのリブートの確認

はじめる前に

アップグレード時の中断を最小限に抑えるには、次のことを確認する必要があります。注意

•ファブリックインターコネクトのリブートを確認する前に、ファブリックインターコネ
クトに接続されているすべての IOMが稼動状態であることを確認します。すべての IOM
が稼動状態ではない場合、ファブリックインターコネクトに接続されているすべてのサー

バがただちに再検出され、大規模な中断が発生します。

•ファブリックインターコネクトとサービスプロファイルの両方がフェールオーバー用に
設定されていることを確認します。

•プライマリファブリックインターコネクトのリブートを確認する前に、セカンダリファ
ブリックインターコネクトからデータパスが正常に復元されていることを確認します。

詳細については、データパスの準備が整っていることの確認を参照してください。

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た後、Install Infrastructure Firmware
は自動的にクラスタ設定内のセカンダリファブリックインターコネクトをリブートします。

ただし、プライマリファブリックインターコネクトのリブートは、ユーザが承認する必要が

あります。リブートを承認しなかった場合、Install Infrastructure Firmwareはアップグレードを
完了するのではなく、その承認を無期限に待ちます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

Enters firmware mode.UCS-A# scope firmwareステップ 1   

Enters auto-install mode for infrastructure firmware
upgrades.

UCS-A /firmware # scope
auto-install

ステップ 2   

プライマリファブリックインターコネクトの

保留中のリブートを確認します。

UCS-A /firmware/auto-install #
acknowledge primary
fabric-interconnect reboot

ステップ 3   

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 /firmware/auto-install #
commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Managerによって、即座にプライマ
リファブリックインターコネクトがリブート

されます。トランザクションをコミットした後

でこのリブートを停止することはできません。

次に、プライマリファブリックインターコネクトのリブートを確認し、トランザクションをコ

ミットする例を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # acknowledge primary fabric-interconnect reboot
UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #

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のキャンセル

インフラストラクチャファームウェアアップグレードが今後行われる予定の場合は、キャン

セルできます。ただし、インフラストラクチャファームウェアアップグレードがいったん開

始すると、キャンセルすることはできません。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters firmware mode.UCS-A# scope firmwareステップ 1   

Enters auto-install mode for infrastructure
firmware upgrades.

UCS-A /firmware # scope auto-installステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

スケジュールされ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キャン

セルします。

UCS-A /firmware/auto-install # cancel
install infra

ステップ 3   

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 /firmware/auto-install #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、スケジュールされ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キャンセル

し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope firmware
UCS-A /firmware # scope auto-install
UCS-A /firmware/auto-install # cancel install infra
UCS-A /firmware/auto-install* # commit-buffer
UCS-A /firmware/auto-install #

デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョ

ンのクリア

Cisco UCS Manager、ファブリックインターコネクト、および IOMを直接アップグレードまたは
アクティブ化する前に、デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョン

をクリアする必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters the organization mode for the specified
organization. To enter the root organization mode,
enter / as the org-name.

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

組織インフラストラクチャファームウェアポリ

シーモードを開始します。

UCS-A /org # scope
fw-infra-packname

ステップ 2   

更新するインフラストラクチャポリシーバー

ジョンを指定します。スタートアップバージョ

UCS-A /org/fw-infra-pack # set
infra-bundle-version "version"

ステップ 3   

ンをクリアするには、スタートアップバージョ

ンとして ""を指定します。

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

ステップ 4   
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次の例では、デフォルトインフラストラクチャパックのスタートアップバージョンをクリアす

る方法を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope fw-infra-pack default
UCS-A /org/fw-infra-pack # set infra-bundle-version ""
UCS-A /org/fw-infra-pack* # commit-buffer

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中の FSM ス
テータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters firmware mode.UCS-A# scope firmwareステップ 1   

Enters auto-install mode for infrastructure
firmware upgrades.

UCS-A /firmware # scope auto-installステップ 2   

FSMのステータスを表示します。UCS-A /firmware/auto-install # show fsm
status expand

ステップ 3   

次に、FSMのステータスを表示する例を示します。
UCS-A /firmware/auto-install # show fsm status expand

FSM Status:

Affected Object: sys/fw-system/fsm
Current FSM: Deploy
Status: Success
Completion Time: 2015-12-14T09:20:20.619
Progress (%): 100

FSM Stage:

Order Stage Name Status Try
------ ---------------------------------------- ------------ ---
1 DeployWaitForDeploy Success 0
2 DeployResolveDistributableNames Skip 0
3 DeployResolveDistributable Skip 0
4 DeployResolveImages Skip 0
5 DeployDownloadImages Skip 0
6 DeployCopyAllImagesToPeer Skip 0
7 DeployInternalBackup Skip 0
8 DeployPollInternalBackup Success 0
9 DeployActivateUCSM Skip 0
10 DeployPollActivateOfUCSM Success 0
11 DeployUpdateIOM Success 0
12 DeployPollUpdateOfIOM Success 0
13 DeployActivateIOM Success 0
14 DeployPollActivateOfIOM Success 0
15 DeployActivateRemoteFI Success 0
16 DeployPollActivateOfRemoteFI Success 1
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17 DeployWaitForUserAck Skip 0
18 DeployPollWaitForUserAck Success 0
19 DeployActivateLocalFI Success 0
20 DeployPollActivateOfLocalFI Success 0

サービスプロファイルのファームウェアパッケージによ

るファームウェアアップグレード
サービスプロファイル内のファームウェアパッケージを使用して、サーバの BIOSなど、サーバ
およびアダプタのファームウェアをアップグレードできます。ホストファームウェアポリシーを

定義して、これをサーバに関連付けられているサービスプロファイルにインクルードします。

サービスプロファイルによって、I/Oモジュール、ファブリックインターコネクト、またはCisco
UCS Manager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。それらのエンドポイン
トのファームウェアは直接アップグレードする必要があります。

ホストファームウェアパッケージ

このポリシーでは、ホストファームウェアパッケージ（ホスト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。ホストファームウェアパッ

ケージには、次のサーバおよびアダプタエンドポイントのファームウェアが含まれています。

•アダプタ

• BIOS

• CIMC

ラックマウントサーバでは、ホストファームウェアパックから CIMCを除
外し、ボードコントローラをアップグレードまたはダウングレードすると、

アップグレードまたはダウングレードが失敗する可能性があります。これは、

CIMCファームウェアのバージョンとボードコントローラファームウェアの
バージョンに互換性がない可能性があるためです。

（注）

•ボードコントローラ

• Flex Flashコントローラ

• GPU

• FCアダプタ

• HBA Option ROM

•ホスト NIC

•ホスト NICオプション ROM
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•ローカルディスク

ローカルディスクは、デフォルトでホストファームウェアパックから除外さ

れます。

Cisco UCSManagerリリース 3.1(1)で、ローカルディスクファームウェアを更
新するには、ホストファームウェアパッケージにブレードパッケージを必ず

含めます。ブレードパッケージには、ブレードサーバとラックサーバのロー

カルディスクファームウェアが含まれています。Cisco UCSManagerリリース
3.1(2)から、ローカルディスクおよびその他の共通エンドポイント用のファー
ムウェアは、ブレードパッケージとラックパッケージの両方で入手できま

す。

（注）

• PSU

• SASエクスパンダ

•ストレージコントローラ

•ストレージコントローラのオンボードデバイス

•ストレージコントローラのオンボードデバイス Cpld

•ストレージデバイスのブリッジ

同じホストファームウェアパッケージに複数のファームウェアを含めることができます。た

とえば、1つのホストファームウェアパッケージで BIOSファームウェアとストレージコン
トローラファームウェアの両方を使用したり、異なる 2つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。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、新しいホストファームウェアパッケージを作成するとき、または既存のホストファーム

ウェアパッケージを変更するときに、ホスト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、ホストファームウェアパッケージによって

BIOS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 BIOSファームウェアを除外できます。

各ホスト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（ブレードおよ

びラック）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。ファーム
ウェアパッケージタイプごとに別の除外リストを設定するには、別のホストファームウェア

パッケージを使用します。

重要
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ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた

すべてのサーバ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サービスプロファイルが関連付けられている

すべてのサーバでホストファームウェアが同一となります。したがって、サービスプロファイル

をあるサーバから別のサーバ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、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、その影響を受けるサービス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。これによりサーバのリブートが発生する可能性があります。

このポリシーはサービスプロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス

プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

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。しかし、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する必要があります。CiscoUCS
Managerによりサーバとサービスプロファイルのアソシエーションが実行される際にファームウェ
アイメージが使用できない場合、Cisco UCS Managerはファームウェアのアップグレードを無視
し、アソシエーションを終了します。

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たファー

ムウェアのアップグレードのステージ

サービスプロファイルのホストファームウェアパッケージポリシーを使用して、サーバおよび

アダプタファームウェアをアップグレードすることができます。

メンテナンスウィンドウを設定およびスケジュールしている場合を除き、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してホストファームウェ

アパッケージを変更した場合は、変更を保存するとすぐに Cisco UCS Managerによって、エン
ドポイントがアップグレードされます。そのファームウェアパッケージに関連付けられてい

るすべてのサーバがリブートされるため、サーバ間のデータトラフィックが中断します。

注意

新しいサービスプロファイル

新しいサービス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。

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、ホストファームウェアパッケージを作成します。

サービスプロファイルのアソシエーション

このステージで、サービスプロファイルにファームウェアパッケージを含め、サービスプ

ロファイルとサーバ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。サーバをリブートし、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します。
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既存のサービスプロファイル

サーバと関連付けられているサービスプロファイルの場合は、メンテナンスウィンドウを設定お

よびスケジュールしている場合を除いて、ファームウェアパッケージへの変更を保存するとすぐ

にCisco UCS Managerによってファームウェアがアップグレードされ、サーバがリブートされま
す。メンテナンスウィンドウを設定およびスケジュールしている場合は、Cisco UCS Managerに
よってその時間までアップグレードとサーバのリブートが延期されます。

サービス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

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、Cisco UCS domainの設定によって異なります。

次の表に、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するサーバのアップグレー

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

サービスプロファイル

ファームウェアパッケージのアップデート後

に、次のいずれかを実行します。

•一部のサーバまたはすべてのサーバを同
時にリブートおよびアップグレードする

には、サーバに関連付けられている1つ
以上のサービスプロファイルまたはアッ

プデート中のサービスプロファイルテ

ンプレートにファームウェアパッケー

ジを追加します。

•一度に 1台のサーバをリブートおよび
アップグレードするには、各サーバに対

して次の手順を実行します。

1 新しいサービスプロファイルを作成

し、そのサービスプロファイルに

ファームウェアパッケージを含めま

す。

2 サービスプロファイルからサーバの

関連付けを解除します。

3 サーバを新規サービスプロファイル

と関連付けます。

4 サーバがリブートされ、ファームウェ

アがアップグレードされた後に、新

規サービスプロファイルからサーバ

の関連付けを解除し、このサーバを

元のサービスプロファイルに関連付

けます。

元のサービスプロファイルにスクラ

ブポリシーが含まれている場合は、

サービスプロファイルの関連付けを

解除すると、ディスクまたはBIOSが
新規サービスプロファイルに関連し

てスクラビング処理されるときにデー

タが失われることがあります。

注意

メンテナンスポリ

シーなし

ファームウェアパッケージ

がサービスプロファイルま

たはアップデート中のサー

ビスプロファイルテンプ

レートに含まれていない。

または

既存のサービスプロファイ

ルまたはアップデート中の

サービスプロファイルテン

プレートを変更せずに

ファームウェアをアップグ

レードする。
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アップグレード処理メンテナンスポリ

シー

サービスプロファイル

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 ファームウェアパッケージの変更は、保

存と同時に有効になります。

2 Cisco UCSによって、このポリシーをイン
クルードしているサービスプロファイル

に関連付けられているすべてのサーバに照

らして、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、Cisco UCSによりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ

ます。

ファームウェアパッケージを含むサービス

プロファイルに関連付けられているすべての

サーバが同時にリブートされます。

メンテナンスポリ

シーなし

または

即時アップデート用

に設定されたメンテ

ナンスポリシー。

ファームウェアパッケージ

が 1つ以上のサービスプロ
ファイルに含まれており、

このサービスプロファイル

が 1つ以上のサーバに関連
付けられている。

または

ファームウェアパッケージ

がアップデート中のサービ

ス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

サービスプロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け

られている。

   Cisco UCS Manager ファームウェア管理（CLI 用）、リリース 3.1
28

Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
サービス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



アップグレード処理メンテナンスポリ

シー

サービスプロファイル

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によって、変更を確認するよう
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ

のリブート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、リブートして新規ファーム

ウェアを適用するサーバを選択します。

3 Cisco UCSによって、このポリシーをイン
クルードしているサービスプロファイル

に関連付けられているすべてのサーバに照

らして、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、Cisco UCSによりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ

ます。

サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によって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

ファームウェアパッケージ

が 1つ以上のサービスプロ
ファイルに含まれており、

このサービスプロファイル

が 1つ以上のサーバに関連
付けられている。

または

ファームウェアパッケージ

がアップデート中のサービ

ス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

サービスプロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け

られている。
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アップグレード処理メンテナンスポリ

シー

サービスプロファイル

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によって、変更を確認するよう
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ

のリブートが必要であることが通知されま

す。

2 リブートして新しいファームウェアを適用

するには、次のいずれかの手順を実行しま

す。

•点滅している [Pending Activities]ボタ
ンをクリックし、リブートして新規

ファームウェアを適用するサーバを

選択します。

•手動でサーバをリブートします。

3 Cisco UCSによって、このポリシーをイン
クルードしているサービスプロファイル

に関連付けられているすべてのサーバに照

らして、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、Cisco UCSによりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ

ます。

サーバを手動でリブートすると、Cisco UCS
によってファームウェアパッケージが適用さ

れます。これは、[OnNextBoot]オプションに
よって有効になります。

[On Next Boot]オプ
ションでユーザ確認

応答に関して設定済

み

ファームウェアパッケージ

が 1つ以上のサービスプロ
ファイルに含まれており、

このサービスプロファイル

が 1つ以上のサーバに関連
付けられている。

または

ファームウェアパッケージ

がアップデート中のサービ

ス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

サービスプロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け

られている。
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アップグレード処理メンテナンスポリ

シー

サービスプロファイル

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によって、変更を確認するよう
に要求され、ユーザ確認応答済みのサーバ

のリブート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、リブートして新規ファーム

ウェアを適用するサーバを選択します。

3 Cisco UCSによって、このポリシーをイン
クルードしているサービスプロファイル

に関連付けられているすべてのサーバに照

らして、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、Cisco UCSによりサーバがリブート
され、ファームウェアがアップデートされ

ます。

サーバを手動でリブートしても、Cisco UCS
によってファームウェアパッケージが適用さ

れたり、スケジュールされたメンテナンスア

クティビティがキャンセルされることはあり

ません。

特定のメンテナンス

ウィンドウ時に有効

になる変更に関して

設定済み。

ファームウェアパッケージ

が 1つ以上のサービスプロ
ファイルに含まれており、

このサービスプロファイル

が 1つ以上のサーバに関連
付けられている。

または

ファームウェアパッケージ

がアップデート中のサービ

ス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

サービスプロファイルが 1
つ以上のサーバに関連付け

られている。

ホストファームウェアパッケージの作成または更新

ポリシーが、サーバに関連付けられている 1つ以上のサービスプロファイルに含まれており、そ
れらの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ない場合、メンテナンスウィ

ンドウを設定およびスケジュールしていないと、ホストファームウェアパッケージポリシーを

保存するとすぐに、CiscoUCSManagerによってサーバとアダプタのファームウェアが新しいバー
ジョンで更新およびアクティブ化され、サーバがリブートされます。
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同じホストファームウェアパッケージに複数のファームウェアを含めることができます。た

とえば、1つのホストファームウェアパッケージで BIOSファームウェアとストレージコン
トローラファームウェアの両方を使用したり、異なる 2つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。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、新しいホストファームウェアパッケージを作成するとき、または既存のホストファーム

ウェアパッケージを変更するときに、ホスト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。

各ホスト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（ブレードおよ

びラック）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。ファーム
ウェアパッケージタイプごとに別の除外リストを設定するには、別のホストファームウェア

パッケージを使用します。

重要

はじめる前に

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として /を入力しま
す。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

ホスト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ホストパッケー

ジモードを開始します。

UCS-A org/ # create
fw-host-packpack-name

ステッ

プ 2   

（任意）

ホストファームウェアパッケージの説明を記入しま

す。

UCS-A /org/fw-host-pack # set
descr description

ステッ

プ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は、showコマンド
出力の説明フィールドには表示されません。

（注）

ホストファームウェアパッケージのパッケージイ

メージを作成し、組織ファームウェアホストパッケー

UCS-A org/fw-host-pack # create
pack-image "hw-vendor-name"
"hw-model" {adapter |

ステッ

プ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ジイメージモードを開始します。hw-vendor-nameは、
ベンダーのフルネームと一致する必要があり、引用符

board-controller | cimc|
graphics-card| host-hba |
host-hba-optionrom | host-nic | で始まって引用符で終わる必要があります。
local-disk | raid-controller |
server-bios} "version-num"

hw-vendor-nameおよび hw-model値は、show image
detailコマンド入力時にパッケージイメージの判別を
容易にするラベルです。version-num値は、パッケー
ジのイメージに使用されているファームウェアのバー

ジョン番号を指定します。

モデルとモデル番号（PID）は、このファームウェア
パッケージに関連付けられているサーバに一致する必

要があります。誤ったモデルまたはモデル番号を選

択すると、Cisco UCS Managerはファームウェア更新
ファイルをインストールできません。

ホスト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-host-pack # create
exclude-server-component
{adapter | board-controller | cimc

ステッ

プ 5   

デフォルトでは、すべてのコンポーネント

がホストファームウェアパッケージに含ま

れています。

（注）| flexflash-controller |
graphics-card | host-hba |
host-hba-optionrom | host-nic |
host-nic-optionrom | local-disk |
psu | raid-controller |
sas-expander | server-bios |
unspecified}

ホスト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。

UCS-A org/fw-host-pack # delete
exclude-server-component
{adapter | board-controller | cimc

ステッ

プ 6   

| flexflash-controller |
graphics-card | host-hba |
host-hba-optionrom | host-nic |
host-nic-optionrom | local-disk |
psu | raid-controller |
sas-expander | server-bios |
unspecified}

（任意）

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、サービスプロファイル経由

UCS-A
org/fw-host-pack/pack-image # set
versionversion-num

ステッ

プ 7   

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、ホスト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。
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目的コマンドまたはアクション

ホストファームウェアパッケージには複数

のパッケージイメージを含めることができ

ます。その他のコンポーネントについて、

追加パッケージイメージを作成するには、

手順 4と 5を繰り返します。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A
org/fw-host-pack/pack-image #
commit-buffer

ステッ

プ 8   Cisco UCS Managerはモデル番号とベンダーを、この
ポリシーが含まれているサービスプロファイルに関

連付けられているすべてのサーバと照合します。モ

デル番号とベンダーがポリシー内のファームウェア

バージョンに一致する場合、Cisco UCS Managerによ
り、サービスプロファイルに含まれているメンテナ

ンスポリシー内の設定に従ってファームウェアが更

新されます。

次に、app1ホストファームウェアパッケージを作成して、バージョン 02.00.77ファームウェアで
アダプタパッケージイメージを作成し、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # create fw-host-pack app1
UCS-A /org/fw-host-pack* # set descr "This is a host firmware package example."
UCS-A /org/fw-host-pack* # create pack-image "Cisco Systems Inc" "N20-AQ0102" adapter
"02.00.77"
UCS-A /org/fw-host-pack/pack-image* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-host-pack/pack-image #

次に、app1ホストファームウェアパッケージからサーバBIOSコンポーネントを除外し、トラン
ザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org
UCS-A /org # enter fw-host-pack app1
UCS-A /org/fw-host-pack* # create exclude-server-component server-bios
UCS-A /org/fw-host-pack/exclude-server-component* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-host-pack/exclude-server-component #

次の作業

ポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

ファームウェアの自動同期
Cisco UCSManagerで [Firmware Auto Sync Server]ポリシーを使用して、新たに検出されたサーバの
ファームウェアバージョンをアップグレードするかどうかを指定できます。このポリシーを使用

すると、新たに検出された、関連付けられていないサーバのファームウェアバージョンをアップ

グレードして、デフォルトのホストファームウェアパックで定義されているファームウェアバー
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ジョンと一致させることができます。さらに、ファームウェアのアップグレードプロセスをサー

バの検出直後に実行するか、後で実行するかを指定することもできます。

ファームウェアの自動同期はデフォルトのホストファームウェアパックに基づいています。

デフォルトのホストファームウェアパックを削除すると、Cisco UCS Managerで重大な問題が
発生します。デフォルトのホストファームウェアパックは設定されているが、ブレードサー

バまたはラックサーバのファームウェアが指定も設定もされていない場合は、軽度の問題が発

生します。問題が発生した場合は、その程度に関係なく、[Firmware Auto Sync Server]ポリシー
を設定する前にそれらの問題を解決する必要があります。

重要

[Firmware Auto Sync Server]ポリシーの値は次のとおりです。

• No Action—No firmware upgrade is initiated on the server.

この値は、デフォルトで選択されます。

• User Acknowledge—Firmware on the server is not synchronized until the administrator acknowledges
the upgrade in the Pending Activities dialog box.

このポリシーは Cisco UCS Manager GUIまたはCisco UCS Manager CLIから設定できます。サーバ
のファームウェアは、次の状況が生じた場合に自動的にトリガーされます。

•サーバまたはサーバのエンドポイントのファームウェアバージョンがデフォルトのホスト
ファームウェアパックで設定されているファームウェアバージョンと異なる場合。

• [FirmwareAuto Sync Server]ポリシーの値が変更された場合。たとえば、最初に値を [UserAck]
に設定し、後から [No Action]に変更した場合などです。

Cisco UCSManagerがCisco UCS domainとしてCisco UCS Centralに登録されている場合、このポ
リシーはローカルポリシーとして実行されます。デフォルトのホストファームウェアパック

が Cisco UCS Managerで定義されていない場合や削除された場合、このポリシーは実行されま
せん。

重要

ファームウェア自動同期サーバポリシーの設定

このポリシーを使用すると、新たに検出された、関連付けられていないサーバのファームウェア

バージョンの更新時期と更新方法を指定して、デフォルトのホストファームウェアパックのファー

ムウェアバージョンと一致させることができます。

サーバの特定のエンドポイントのファームウェアバージョンがデフォルトのホストファームウェ

アパックのバージョンと異なる場合、Cisco UCS Managerの FSMの状態には、その特定のエンド
ポイントの更新ステータスのみが表示されます。サーバのファームウェアバージョンは更新され

ません。
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はじめる前に

•このポリシーを設定するには、事前にデフォルトのホストファームウェアパックを作成し
ておく必要があります。

•このタスクを完了するには、管理者としてログインしている必要があります。

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 /と入力します。

UCS-A# scope orgorg nameステップ 1   

ファームウェア自動同期ポリシーモードを開

始します。

UCS-A /org # scope fw-autosync-policyステップ 2   

次の値のいずれかを指定してポリシーを設定

します。

UCS-A /org/fw-autosync-policy # set
auto-sync{user-acknowledge|no-actions}

ステップ 3   

• [user-acknowledge]：管理者がserverコマ
ンドモードで検出されたサーバを確認

するまで、サーバのファームウェアは同

期されません。

• [no-action]：ファームウェアのアップグ
レードはサーバで開始されません。

この値は、デフォルトで選択されます。

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 /org/fw-autosync-policy #
commit-buffer

ステップ 4   

次の例は、[Firmware Auto Sync Server]ポリシーを設定し、トランザクションをシステムにコミッ
トする方法を示しています。

UCS-A # scope org
UCS-A /org # scope fw-autosync-policy
UCS-A /org/fw-autosync-policy # set auto-sync user-acknowledge
UCS-A /org/fw-autosync-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/fw-autosync-policy #

次の作業

値を [user-acknowledge]に設定した場合は、ファームウェアを同期させるために、保留中のサーバ
アクティビティを確認する必要があります。
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サーバのファームウェア自動同期の確認

ファームウェア自動同期サーバーポリシーを [UserAcknowledge]に設定した場合は、保留中のサー
バアクティビティを確認する必要があります。保留中のサーバアクティビティを確認しないと、

サーバのファームウェアバージョンまたはサーバ内のエンドポイントが更新されず、デフォルト

のホストファームウェアパックで定義されているファームウェアバージョンと一致しなくなり

ます。

はじめる前に

•このタスクを完了するには、管理者としてログインしている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。UCS-A# scope chassisステップ 1   

サーバコマンドモードを開始します。UCS-A /chassis # scope serverserver
ID

ステップ 2   

保留中のサーバファームウェアの同期を

確認または破棄します。

UCS-A /chassis/server # fw-sync
{acknowledgediscard}

ステップ 3   

トランザクションをサーバにコミットし

ます。

UCS-A /chassis/server # commit-bufferステップ 4   

次の例は、保留中のサーバファームウェアの更新を確認して、トランザクションをコミットする

方法を示しています。

UCS-A # scope chassis
UCS-A /chassis # scope server 1
UCS-A /chassis/server # fw-sync acknowledge
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

エンドポイントでの直接のファームウェアのアップグレー

ド
正しい手順に従って、正しい順序でアップグレードを適用すれば、エンドポイントでの直接の

ファームウェアアップグレードと新しいファームウェアバージョンのアクティブ化による、Cisco
UCS domainのトラフィックの中断を最小限に留めることができます。エンドポイントでのインフ
ラストラクチャファームウェアの直接アップグレードの推奨プロセス, （44ページ）では、エン
ドポイントでの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の推奨プロセスについて

詳しく説明されています。
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次のコンポーネントのファームウェアを直接アップグレードできます。

UCS C3260 シャーシUCS ラックサーバUCSME-4308 シャー
シ

UCS 5108 シャー
シ

インフラストラ

クチャ

• CMC

•シャーシアダプ
タ

• SASエクスパン
ダ

•シャーシボード
コントローラ

•サーバ：

◦ CIMC

◦ BIOS

◦ボードコ
ントローラ

◦ストレージ
コントロー

ラ

•アダプタ

• CIMC

• BIOS

•ストレージ
コントロー

ラ

•ボードコン
トローラ

• CMC

•共有アダプタ

•ストレージ
コントローラ

•ボードコン
トローラ

•サーバ：

◦ CIMC

◦ BIOS

◦ボード
コント

ローラ

• I/Oモ
ジュール

•電源装置

•サーバ：

◦アダプ
タ

◦ CIMC

◦ BIOS

◦スト
レージ

コント

ローラ

◦ボード
コント

ローラ

•ファブ
リックイ

ンターコ

ネクト

• Cisco UCS
Manager

UCS C3260シャーシの場合、シャーシプロファイル内のシャーシファームウェアパッケージを
通じて、CMC、chassis adapter、シャーシボードコントローラ、SASエクスパンダ、およびロー
カルディスクのファームウェアをアップグレードできます。『Cisco UCS C3260 Server Integration
withCiscoUCSManager, Release 3.1』には、シャーシプロファイルとシャーシファームウェアパッ
ケージに関する詳細情報が記載されています。

アダプタ、ボードコントローラ、CIMC、および BIOSファームウェアは、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によってアップグレードできます。ホストファームウェ

アパッケージを使用して、このファームウェアをアップグレードする場合、ファームウェアの

アップグレードプロセス中に、サーバをリブートする必要がある回数を削減できます。

すべてのサーバコンポーネントは、同じリリースレベルで維持する必要があります。これら

のコンポーネントはリリースごとに同時にテストされているので、互いのバージョンが一致し

ていないと、予期しないシステム動作が発生する可能性があります。

重要
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直接のファームウェアアップグレードのステージ

Cisco UCS Managerは直接アップグレードのプロセスを 2つのステージに分け、サーバやその他の
エンドポイントのアップタイムに影響を与えずに、システムの実行中にエンドポイントにファー

ムウェアをプッシュできるようにします。

アップデート

このステージでは、選択したファームウェアバージョンがプライマリファブリックインターコ

ネクトから、エンドポイントのバックアップパーティションにコピーされ、ファームウェアイ

メージが破損していないことが確認されます。アップデートプロセスでは、常にバックアップス

ロットのファームウェアが上書きされます。

アップデートステージは、UCS 5108シャーシの次のエンドポイントにのみ適用されます。

•アダプタ

• CIMC

• I/Oモジュール

UCSME-4308モジュラ型シャーシでは、アップデートステージは次のエンドポイントにのみ適用
されます。

•シャーシ：

◦シャーシ管理コントローラ（CMC）

◦共有アダプタ

◦サーバ：

◦ Cisco Integrated Management Controller（CIMC）

◦ BIOS

UCS C3260高密度ストレージラックサーバシャーシでは、アップデートの段階は以下のエンド
ポイントのみに適用されます。

•シャーシ管理コントローラ（CMC）

•共有アダプタ

• SASエクスパンダ

•サーバ：

◦ BIOS

◦ CIMC

◦アダプタ
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更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

アクティブ化

このステージでは、指定したイメージバージョン（通常はバックアップバージョン）がスタート

アップバージョンとして設定され、[Set Startup Version Only]を指定していない場合、エンドポイ
ントがただちにリブートされます。エンドポイントがリブートされると、バックアップパーティ

ションがアクティブなパーティションになり、アクティブなパーティションがバックアップパー

ティションになります。新しいアクティブなパーティションのファームウェアはスタートアップ

バージョンおよび実行されているバージョンになります。

指定したファームウェアイメージがすでにエンドポイントに存在するため、次のエンドポイント

のみアクティベーションが必要です。

• Cisco UCS Manager

•ファブリックインターコネクト

•それらをサポートするサーバ上のボードコントローラ

• UCSME-4308モジュラ型シャーシ

• CMC

•共有アダプタ

•シャーシとサーバのボードコントローラ

•ストレージコントローラ

• CIMC

• BIOS

• UCS C3260高密度ストレージラックサーバシャーシ：

◦ CMC

◦共有アダプタ

◦シャーシとサーバのボードコントローラ

◦ SASエクスパンダ

◦ストレージコントローラ

◦ BIOS

◦ CIMC
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ファームウェアをアクティブにすると、エンドポイントがリブートされ、新しいファームウェア

がアクティブなカーネルバージョンおよびシステムバージョンになります。スタートアップ

ファームウェアからエンドポイントをブートできない場合、デフォルトがバックアップバージョ

ンに設定され、エラーが生成されます。

I/Oモジュールに対して [Set Startup Version Only]を設定した場合、そのデータパス内のファブ
リックインターコネクトがリブートされると、I/Oモジュールがリブートされます。I/Oモ
ジュールに対して、[Set StartupVersionOnly]を設定しない場合、I/Oモジュールがリブートし、
トラフィックが中断します。また、CiscoUCSManagerがファブリックインターコネクトと I/O
モジュールの間のプロトコルとファームウェアバージョンの不一致を検出した場合、Cisco
UCS Managerは、ファブリックインターコネクトのファームウェアに一致するファームウェ
アバージョンを使用して I/Oモジュールを自動的に更新し、ファームウェアをアクティブ化し
て、I/Oモジュールを再度リブートします。

注意

直接のファームウェアアップグレードの停止の影響

エンドポイントでファームウェアの直接アップグレードを実行する場合、Cisco UCS domainの 1
つ以上のエンドポイントでトラフィックの中断や、停止が発生することがあります。

ファブリックインターコネクトファームウェアアップグレードの停止の影響

ファブリックインターコネクトのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響や

中断が発生します。

•ファブリックインターコネクトがリブートします。

•対応する I/Oモジュールがリブートします。

Cisco UCS Managerファームウェアアップグレードの停止の影響

Cisco UCS Managerへのファームウェアアップグレードにより、次の中断が発生します。

• Cisco UCS Manager GUI：Cisco UCS Manager GUIにログインしているすべてのユーザがログ
アウトされ、それらのセッションが終了します。

実行中の保存されていない作業が失われます。

• CiscoUCSManagerCLI：telnetによってログインしているすべてのユーザがログアウトされ、
それらのセッションが終了します。

I/O モジュールファームウェアアップグレードの停止の影響

I/Oモジュールのファームウェアをアップグレードする場合、次の停止の影響と中断が発生しま
す。

•単一のファブリックインターコネクトのスタンドアロン設定の場合、I/Oモジュールのリブー
ト時にデータトラフィックが中断されます。2つのファブリックインターコネクトのクラス

Cisco UCS Manager ファームウェア管理（CLI 用）、リリース 3.1    
41

Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
直接のファームウェアアップグレードの停止の影響



タ設定の場合、データトラフィックは他方の I/Oモジュールおよびそのデータパス内のファ
ブリックインターコネクトにフェールオーバーします。

•新しいファームウェアをスタートアップバージョンとしてのみアクティブにした場合、対応
するファブリックインターコネクトがリブートされると、I/Oモジュールがリブートします。

•新しいファームウェアを実行されているバージョンおよびスタートアップバージョンとして
アクティブにした場合、I/Oモジュールがただちにリブートします。

•ファームウェアのアップグレード後に、I/Oモジュールを使用できるようになるまで最大 10
分かかります。

CIMC ファームウェアアップグレードの停止の影響

サーバの CIMCのファームウェアをアップグレードした場合、CIMCと内部プロセスのみが影響
を受けます。サーバトラフィックは中断しません。このファームウェアアップグレードにより、

CIMCに次の停止の影響と中断が発生します。

• KVMコンソールおよび vMediaによってサーバで実行されているすべてのアクティビティが
中断されます。

•すべてのモニタリングおよび IPMIポーリングが中断されます。

アダプタファームウェアアップグレードの停止の影響

アダプタのファームウェアをアクティブにし、[Set Startup Version Only]オプションを設定してい
ない場合、次の停止の影響と中断が発生します。

•サーバがリブートします。

•サーバトラフィックが中断します。

M シリーズシャーシとサーバエンドポイントの直接のファームウェアアップグレー
ドによる停止の影響

CMC ファームウェアアップグレードによる停止の影響

シャーシの CMCのファームウェアをアップグレードする際、停止は発生しません。

共有アダプタファームウェアアップグレードによる停止の影響

共有アダプタのファームウェアをアクティブ化する際、次の停止の影響と中断が発生します。

•サーバがリブートします。

•サーバトラフィックが中断します。

•ストレージコントローラがリブートします。
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ストレージコントローラのファームウェアアップグレードによる停止の影響

ストレージコントローラのファームウェアをアクティブ化する際、次の停止の影響と中断が発生

します。

•ローカルブートポリシーが設定されているサーバがリブートします。iSCSIブートポリシー
が設定されているサーバがリブートしません。

•サーバトラフィックが中断します。

•ストレージコントローラがリブートします。

ボードコントローラのファームウェアアップグレードによる停止の影響

ボードコントローラのファームウェアをアクティブ化する際、次の停止の影響と中断が発生しま

す。

•共有アダプタがリブートします。

•カートリッジとサーバがリブートします。

•サーバトラフィックが中断します。

•ストレージコントローラがリブートします。

BIOS ファームウェアアップグレードによる停止の影響

BIOSへのファームウェアアップグレードにより、サーバがリブートします。

CIMC ファームウェアアップグレードの停止の影響

サーバの CIMCのファームウェアをアップグレードした場合、CIMCと内部プロセスのみが影響
を受けます。サーバトラフィックは中断しません。このファームウェアアップグレードにより、

CIMCに次の停止の影響と中断が発生します。

• KVMコンソールおよび vMediaによってサーバで実行されているすべてのアクティビティが
中断されます。

•すべてのモニタリングおよび IPMIポーリングが中断されます。

サーバでのボードコントローラファームウェアアップグレードによる停止の影響

サーバ上でボードコントローラのファームウェアをアクティブ化する場合、アップグレード中に

サーバの電源がオフになり、アップグレードの完了後に電源がオンになります。

ストレージコントローラ、ボードコントローラ、および共有アダプタのファームウェアのアク

ティブ化中は、サーバの電源をオフにすることを推奨します。アクティブ化中にサーバの電源を

オフにしない場合、Cisco UCSMはサーバの電源をオフにし、最大 16分待機しようとします。こ
の間にサーバの電源がまだオフになっていないことをCiscoUCSMが検出すると、FSMは失敗し、
Cisco UCSMが電源をオフにしたサーバの電源をオンにしません。FSMは 8分後に起動しようと
します。
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UCSMが正常にサーバの電源をオフにすると、アクティブ化の完了後に、必要な電源状態に基づ
いて関連するサーバの電源をオンにします。

エンドポイントでのインフラストラクチャファームウェアの直接アッ

プグレードの推奨プロセス

シスコでは、エンドポイントでのインフラストラクチャファームウェアの直接アップグレードに

ついて、次のプロセスを推奨します。

1 ソフトウェアをステージングし、アップグレードを準備します。

a すべてのコンフィギュレーションファイルと完全な状態のバックアップファイルを作成し

ます。すべてのコンフィギュレーションバックアップファイルの作成とFull Stateバック
アップポリシーの設定には、詳細情報が掲載されています。

b ファームウェアパッケージをダウンロードします。離れた場所からのファブリックイン

ターコネクトへのファームウェアイメージのダウンロード, （6ページ）には、詳細情報
が掲載されています。

c Smart Call Homeを無効にします。 Smart Call Homeの無効化には、詳細情報が掲載されて
います。

2 Cisco UCS Managerソフトウェアのアクティブ化, （46ページ）

3 IOMファームウェアを更新します。 IOMでのファームウェアのアップデートおよびアクティ
ブ化, （48ページ）には、詳細情報が掲載されています。

4 ファブリックアップグレードを準備します。

a UCS Managerの障害を確認し、サービスに影響を及ぼす障害を解決します。

b 高可用性ステータスを確認し、セカンダリファブリックインターコネクトを特定します。

クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認には、詳細情報が掲載されています。

c デフォルトのメンテナンスポリシーを設定します。デフォルトメンテナンスポリシーの

設定には、詳細情報が掲載されています。

d VLANと FCOE IDが重複していないことを確認します。

e 管理インターフェイスを無効にします。管理インターフェイスの無効化には、詳細情報が

掲載されています。

f IOMファームウェアをアクティブにします。 IOMでのファームウェアのアップデートおよ
びアクティブ化, （48ページ）には、詳細情報が掲載されています。

5 従属ファブリックインターコネクトをアクティブにします。

a 従属ファブリックインターコネクトのトラフィックを待避させます。ファブリックイン

ターコネクトのトラフィックの停止には、詳細情報が掲載されています。
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b 従属ファブリックインターコネクト（FI-B）をアクティブにし、FSMをモニタします。
ファブリックインターコネクトでのファームウェアのアクティブ化, （51ページ）には、
詳細情報が掲載されています。

c すべてのパスが動作していることを確認します。データパスの準備が整っていることの確

認には、詳細情報が掲載されています。

d 従属ファブリックインターコネクトのトラフィック待避を無効にします。ファブリックイ

ンターコネクトのトラフィックの再開には、詳細情報が掲載されています。

e 新しい障害を確認します。ファブリックインターコネクトのアップグレード中に生成され

る障害の表示には、詳細情報が掲載されています。

6 プライマリファブリックインターコネクト（FI-A）をアクティブにします。

a 管理サービスをプライマリファブリックインターコネクトからセカンダリファブリック

インターコネクトに移行し、クラスタリードをセカンダリファブリックインターコネクト

に変更します。ファブリックインターコネクトクラスタリードのスイッチオーバー, （
52ページ）には、詳細情報が掲載されています。

b プライマリファブリックインターコネクトのトラフィックを待避させます。

c プライマリファブリックインターコネクト（FI-A）をアクティブにし、FSMをモニタしま
す。プライマリファブリックインターコネクトのリブートの確認, （19ページ）には、
詳細情報が掲載されています。

d すべてのパスが動作していることを確認します。

e プライマリファブリックインターコネクトのトラフィック待避を無効にします。ファブ

リックインターコネクトのトラフィックの再開には、詳細情報が掲載されています。

f 新しい障害を確認します。

Cisco UCS Managerファームウェア
Cisco UCSManagerソフトウェアでファームウェアをアクティブ化するときには、次のガイドライ
ンとベストプラクティスを考慮してください。

•クラスタ設定の場合、両方のファブリックインターコネクトのCiscoUCSManagerは同じバー
ジョンを実行する必要があります。

• CiscoUCSManagerのアクティブ化により、管理機能が短期間にわたってダウンします。すべ
ての仮想シェル（VSH）接続が切断されます。

•クラスタ設定の場合、両方のファブリックインターコネクトのCiscoUCSManagerがアクティ
ブ化されます。

•ファブリックインターコネクトをリセットする必要がないため、Cisco UCS Managerの更新
はサーバアプリケーション I/Oに影響を与えません。
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•従属ファブリックインターコネクトがダウンしている間に Cisco UCS Managerが更新された
場合、従属ファブリックインターコネクトは復帰時に自動的に更新されます。

アップグレードの検証

CiscoUCSManagerは、アップグレードまたはダウングレードプロセスを検証し、すべてのファー
ムウェアアップグレードの検証エラー（非推奨のハードウェアなど）を [Upgrade Validation]タブ
に表示します。アップグレードの検証エラーがある場合、アップグレードは失敗し、Cisco UCS
Managerは以前のリリースにロールバックします。これらのエラーを解決し、[Force]オプションを
使用してアップグレードを続行する必要があります。

たとえば、M1およびM2ブレードサーバがリリース 3.1(1)でサポートされていない場合、リリー
ス 2.2(x)からリリース 3.1(1)にアップグレードするときにM1またはM2ブレードサーバが構成
に存在すると、それらは検証エラーとして [Upgrade Validation]タブに報告され、アップグレード
が失敗します。

Cisco UCS Managerでアップグレードまたはダウングレードプロセスを検証しない場合は、[Skip
Validation]チェックボックスをオンにします。

Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

システムモードを開始します。UCS-A# scope systemステップ 1   

Cisco UCS Manager（システム）の使用可能なイメージ
を表示します。

UCS-A /system # show
image

ステップ 2   

システムの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 /system # activate
firmware version-num

ステップ 3   

Cisco UCS Managerのアクティブ化にファブ
リックインターコネクトのリブートは必要あ

りません。ただし、アクティブ化の一環とし

て、管理サービスは短時間ダウンし、すべて

の VSHシェルが終了します。

（注）

トランザクションをコミットします。UCS-A /system #
commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Managerによって、選択したバージョンがス
タートアップバージョンに指定され、ファブリックイ

ンターコネクトがアップグレードされたときにアクティ

ベーションを実行するようにスケジュールされます。
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次の例では、Cisco UCS Managerをバージョン 3.1(1a)にアップグレードし、トランザクションを
コミットします。

UCS-A# scope system
UCS-A# /system # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-manager-k9.3.1.1.0.bin System 3.1(1a)

UCS-A# /system # activate firmware 3.1(1a)
UCS-A# /system* # commit-buffer
UCS-A# /system #

IOM ファームウェア
CiscoUCSI/Oモジュール（IOM）は、ブレードサーバエンクロージャにユニファイドファブリッ
クテクノロジーを組み込みます。これにより、ブレードサーバとファブリックインターコネク

ト間の複数の10ギガビットイーサネット接続を提供し、診断、配線、管理を簡素化します。IOM
により、ファブリックインターコネクトとブレードサーバシャーシ間での I/Oファブリックが拡
張され、すべてのブレードおよびシャーシを1つに接続する、損失のない確実なFibreChannel over
Ethernet（FCoE）ファブリックを使用できます。

IOMは分散ラインカードと同様であるため、スイッチングを実行せず、ファブリックインターコ
ネクトの拡張として管理されます。このようなアプローチを取ることで、ブレードシャーシから

各種スイッチが取り払われ、システム全体構造の複雑さが低減します。また、CiscoUCSの規模を
拡大してシャーシの数を増やしても、必要なスイッチの数が増えることはありません。これによ

り、すべてのシャーシを可用性の高い 1つの管理ドメインとして扱うことが可能になります。

IMOでは、ファブリックインターコネクトと併せてシャーシ環境（電源、ファン、ブレードを含
む）も管理できます。したがって、個別のシャーシ管理モジュールは必要ありません。IMOは、
ブレードサーバシャーシの背面に設置します。各ブレードシャーシは最大 2つの IOMをサポー
トできるため、容量と冗長性を向上させることができます。

IOM ファームウェアの更新およびアクティブ化に関するガイドライン

IOMでファームウェアを更新およびアクティブ化するときには、次のガイドラインとベストプラ
クティスを考慮してください。

•各 IOMは、実行中のイメージとバックアップイメージの 2つのイメージを格納します。

•更新操作では、IOMのバックアップイメージが新しいファームウェアバージョンに置き換
えられます。

•アクティブ化操作では、現在の起動イメージがバックアップイメージに降格します。新しい
起動イメージが代わりに配置され、このバックアップイメージから起動するようにシステム

が設定されます。

•アクティブなイメージのみを設定するには、[Set Startup Version Only]チェックボックスをオ
ンにします。リセットは実行されません。このプロセスを使用すると、複数の IOMをアップ
グレードし、同時にリセットできます。ファブリックインターコネクトが更新およびアク
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ティブ化されると、ファブリックインターコネクトは対応する IOMをリブートし、ダウン
タイムを低減します。

• IOMとファブリックインターコネクトは、互いに互換性がある必要があります。

•ファブリックインターコネクトで実行されるソフトウェアが互換性のないバージョンを実行
する IOMを検出した場合、ファブリックインターコネクトのシステムソフトウェアと同じ
バージョンにするために IOMの自動更新を実行します。
Cisco UCS Managerはこの状況を通知するために障害を生成します。また、自動更新の進行
中、IOMの検出状態は [Auto updating]を示します。

• Cisco UCSManagerでは、[Installed Firmware]タブで IOMファームウェアをシャーシレベルで
確認できます。

IOM でのファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
システムがハイアベイラビリティクラスタ設定で稼働している場合は、両方の I/Oモジュールを
アップデートし、アクティブにする必要があります。

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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   

選択した I/Oモジュールでシャーシ I/Oモジュールモードを
開始します。

UCS-A /chassis # scope
iom iom-id

ステップ 2   

I/Oモジュール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/iom #
show image

ステップ 3   

I/Oモジュール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/iom #
update firmware
version-num

ステップ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/iom #
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
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目的コマンドまたはアク

ション

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。

（任意）

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。

UCS-A /chassis/iom #
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。

I/Oモジュール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/iom #
activate firmware
version-num
[set-startup-only]

ステップ 7   

ファブリックインターコネクトがそのデータパスでリブート

する場合にのみ I/Oモジュールをリブートする場合、
set-startup-onlyキーワードを使用します。set-startup-onlyキー
ワードを使用しない場合、I/Oモジュールがリブートし、トラ
フィックが中断します。さらに、Cisco UCSManagerは I/Oモ
ジュールとの間でプロトコルとファームウェアバージョンの

不一致を検出すると、一致するファームウェアバージョンで

I/Oモジュールをアップデートし、ファームウェアをアクティ
ブにし、再度 I/Oモジュールをリブートします。

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/iom #
commit-buffer

ステップ 8   

（任意）

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/iom #
show firmware

ステップ 9   
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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。

次の例では、同じトランザクションで I/Oモジュールのファームウェアをバージョン3.1(1a)にアッ
プデートし、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 iom 1
UCS-A# /chassis/iom # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-2200-6300.3.1.0.332.bin IOM 3.1(1)

UCS-A# /chassis/iom # update firmware 3.1(1)
UCS-A# /chassis/iom* # activate firmware 3.1(1) set-startup-only
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom #

次の例では、I/Oモジュールのファームウェアをバージョン3.1(1a)にアップデートし、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、I/Oモ
ジュール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 iom 1
UCS-A# /chassis/iom # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-2200-6300.3.1.0.332.bin IOM 3.1(1)

UCS-A# /chassis/iom # update firmware 3.1(1)
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 3.1(1) Updating Ready

UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 3.1(1) Ready Ready

UCS-A# /chassis/iom # activate firmware 3.1(1) ignorecompcheck
UCS-A# /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
-------- --------- --------------- --------------- ---------------

1 A 3.1(1) Ready Activating

UCS-A# /chassis/iom # show firmware
IOM Fabric ID Running-Vers Update-Status Activate-Status
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-------- --------- --------------- --------------- ---------------
1 A 3.1(1) Ready Ready

ファブリックインターコネクトのファームウェア

ファブリックインターコネクトでのファームウェアのアクティブ化

ハイアベイラビリティクラスタ設定の 2台のファブリックインターコネクトのファームウェア
を更新する場合、プライマリファブリックインターコネクトをアクティブ化する前に、従属ファ

ブリックインターコネクトをアクティブにする必要があります。各ファブリックインターコネク

トの役割の決定の詳細については、クラスタ設定の高可用性ステータスとロールの確認を参照し

てください。

単一のファブリックインターコネクトのスタンドアロン設定の場合、エンドポイントの直接の

ファームウェアアップグレードを実行すると、データトラフィックの中断を最小にできます。た

だし、アップグレードを完了するために、ファブリックインターコネクトをリブートする必要が

あるため、トラフィックの中断は避けられません。

パスワードを Cisco UCS domainのファブリックインターコネクトの設定時に作成した admin
アカウントに復旧する場合、実行中のカーネルのバージョンと実行中のシステムのバージョン

を把握しておく必要があります。他のアカウントを作成しない場合、これらのファームウェ

アのバージョンのパスをテキストファイルに保存し、必要なときに参照できるようにしてお

くことを推奨します。

ヒント

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したファブリックインターコネクトのファブ

リックインターコネクトモードを開始します。

UCS-A# scope
fabric-interconnect {a | b}

ステップ 1   

ファブリックインターコネクトの利用可能なソフ

トウェアイメージを表示します。

UCS-A /fabric-interconnect #
show image

ステップ 2   

ファブリックインターコネクトの選択されたファー

ムウェアバージョンをアクティブにします。

UCS-A /fabric-interconnect #
activate firmware
{kernel-versionkernel-ver-num |
system-version system-ver-num}

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /fabric-interconnect #
commit-buffer

ステップ 4   

Cisco UCS Managerはファームウェアの更新とアク
ティベーションを実行してから、ファブリックイ

ンターコネクトと、そのファブリックインターコ

ネクトへのデータパスにある、ファブリックイン

ターコネクトへのデータトラフィックを中断する

すべての I/Oモジュールをリブートします。
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次の例では、ファブリックインターコネクトをバージョン 5.0(3)N2(3.10.123)にアップグレード
し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope fabric-interconnect a
UCS-A /fabric-interconnect # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-6300-k9-kickstart.5.0.3.N2.3.10.123.bin Fabric Interconnect Kernel

5.0(3)N2(3.10.123)
ucs-6300-k9-system.5.0.3.N2.3.10.123.bin Fabric Interconnect System

5.0(3)N2(3.10.123)

UCS-A /fabric-interconnect # activate firmware kernel-version 5.0(3)N2(3.10.123)
system-version 5.0(3)N2(3.10.123)
UCS-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
UCS-A /fabric-interconnect #

ファブリックインターコネクトクラスタリードのスイッチオーバー

この操作は、Cisco UCS Manager CLIでのみ実行できます。ここで説明する手順を使用すること
も、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/switch_over_fabric_interconnect_cluster_lead.html）
の [Play]をクリックして、あるファブリックインターコネクトから別のファブリックインターコ
ネクトにクラスタリードをスイッチオーバーする方法を視聴することもできます。

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）

クラスタ内のファブリックインターコネクトの状態

と、クラスタが HAレディであるかどうかを表示し
ます。

UCS-A# show cluster stateステップ 1   

クラスタのローカル管理モードを開始します。UCS-A# connect local-mgmtステップ 2   

次のいずれかのコマンドを使用して、従属ファブリッ

クインターコネクトをプライマリに変更します。

UCS-A (local-mgmt) # cluster
{forceprimary | lead {a | b}}

ステップ 3   

force

ローカルファブリックインターコネクトがプ

ライマリになるように強制します。

lead

指定した従属ファブリックインターコネクトを

プライマリにします。
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次に、ファブリックインターコネクト Bを従属からプライマリに変更する例を示します。
UCS-A# show cluster state
Cluster Id: 0xfc436fa8b88511e0-0xa370000573cb6c04

A: UP, PRIMARY
B: UP, SUBORDINATE

HA READY
UCS-A# connect local-mgmt
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

UCS-A(local-mgmt)# cluster lead b
UCS-A(local-mgmt)#

アダプタファームウェア

CiscoUnifiedComputingSystemは、幅広いコンバージド（統合型）ネットワークアダプタ（CNA）
をサポートします。CNAは、LANおよび SANトラフィックを単一のインターフェイスに統合す
ることで、複数のネットワークインターフェイスカード（NIC）とホストバスアダプタ（HBA）
の必要性をなくします。

すべての Cisco UCSネットワークアダプタは、次のことが可能です。

•必要なネットワークインターフェイスカードとホストバスアダプタの数を削減可能

• Cisco UCS Managerソフトウェアで管理

• 2つのファブリックエクステンダと 2つのファブリックインターコネクトを備えた冗長構成
で使用可能

•配線は初回のみ、その後はソフトウェアで機能の有効化や設定が行える「ワイヤワンス
（wire-once）」アーキテクチャに対応

•ファイバチャネルマルチパスをサポート

シスコ仮想インターフェイスカード（VIC）は、256の仮想インターフェイスを提供し、Cisco
VM-FEXテクノロジーをサポートします。Cisco VICは、仮想化環境の実際のワークロードモビ
リティを実現するための I/Oポリシーの整合性と可視性を提供します。Cisco VICは、Bシリーズ
ブレードサーバ、Cシリーズラックサーバ、およびMシリーズモジュラサーバのフォームファ
クタで使用できます。
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アダプタで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、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

目的コマンドまたはアクショ

ン

指定したアダプタでシャーシサーバアダプタモードを開

始します。

UCS-A# scope adapter
chassis-id/blade-id/adapter-id

ステッ

プ 1   

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/adapter # show
image

ステッ

プ 2   

アダプタ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/adapter #
update firmwareversion-num

ステッ

プ 3   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A
/chassis/server/adapter #
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 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。

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。

（任意）

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。

UCS-A
/chassis/server/adapter # show
firmware

ステッ

プ 5   
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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 6に進みます。

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/server/adapter #
activate firmware

ステッ

プ 6   

アクティブ化したファームウェアを pending-next-boot状態
にし、サーバをただちにリブートしない場合は、

version-num
[set-startup-only]

set-startup-onlyキーワードを使用します。アクティブ化さ
れたファームウェアは、サーバがリブートされるまで、ア

ダプタで実行されているバージョンのファームウェアにな

りません。ホストファームウェアパッケージのアダプタ

には set-startup-onlyキーワードは使用できません。

トランザクションをコミットします。UCS-A
/chassis/server/adapter #
commit-buffer

ステッ

プ 7   
サーバがサービスプロファイルに関連付けられない場合、

アクティブ化されたファームウェアは pending-next-boot状
態を維持します。Cisco UCS Managerは、サーバがサービ
スプロファイルに関連付けられるまで、エンドポイントを

リブートせず、ファームウェアをアクティブにしません。

必要に応じて、関連付けられていないサーバを手動でリ

ブートまたはリセットして、ファームウェアをアクティブ

にできます。

（任意）

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/server/adapter # show
firmware

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 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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次に、ファームウェアのアップデートおよびファームウェアのアクティベーションが正常に完了

したことを確認せずに、同じトランザクションでアダプタのファームウェアをバージョン4.1(0.123)
にアップデートし、アクティブ化する例を示します。

UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-m82-8p-vic.4.1.0.123.bin Adapter 4.1(0.123)

UCS-A# /chassis/server/adapter # update firmware 4.1(0.123)
UCS-A# /chassis/server/adapter* # activate firmware 4.1(0.123) set-startup-only
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter #

次に、アダプタのファームウェアをバージョン4.1(0.123)にアップデートし、ファームウェアのア
クティベーションを開始する前に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し、

アダプタのファームウェアをアクティブにし、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例を示します。

UCS-A# scope adapter 1/1/1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-m82-8p-vic.4.1.0.123.bin Adapter 4.1(0.123)

UCS-A# /chassis/server/adapter # update firmware 4.1(0.123)
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 4.1(0.123)
Package-Vers: 3.1(1a)B
Update-Status: Updating
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 4.1(0.123)
Package-Vers: 3.1(1a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/adapter # activate firmware 4.1(0.123)
Warning: When committed this command will reset the end-point
UCS-A# /chassis/server/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 4.1(0.123)
Package-Vers: 3.1(1a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Activating

UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 4.1(0.123)
Package-Vers: 3.1(1a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Pending Next Boot

UCS-A# /chassis/server/adapter # exit
UCS-A# /chassis/server # cycle cycle-immediate
UCS-A# /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server # scope adapter 1
UCS-A# /chassis/server/adapter # show firmware
Adapter 1:

Running-Vers: 4.1(0.123)
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Package-Vers: 3.1(1a)B
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

UCS-A# /chassis/server/adapter #

BIOS ファームウェア
Basic Input/Output System（BIOS）は、システムのハードウェアコンポーネントをテストおよび初
期化し、ストレージデバイスからオペレーティングシステムを起動します。Cisco UCSには、シ
ステム動作を制御する複数の BIOS設定があります。BIOSファームウェアは、直接 Cisco UCS
Managerからアップデートできます。

サーバの BIOS ファームウェアの更新とアクティブ化

すべてのM3世代サーバで、Cisco UCSManager CLIを使用し、サーバの BIOSファームウェア
を更新してアクティブ化できます。以前のサーバでは、Cisco UCS Manager CLIによる BIOS
ファームウェアの更新はサポートされていません。

重要

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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
serverchassis-id/blade-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
firmwareversion-num

ステップ 4   

（任意）

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 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
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目的コマンドまたはアク

ション

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 UCSManager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。

（任意）

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。

UCS-A /chassis/server/bios
# 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。

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
firmwareversion-num

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   

（任意）

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/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。
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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 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope bios
UCS-A# /chassis/server/bios # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-b200-m2-bios.S5500.2.1.3c.0.081120151437.bin

Server BIOS S5500.2.1.3c.0.081120151437
ucs-b200-m3-bios.B200M3.2.2.6c.0.110420151250.bin

Server BIOS
B200M3.2.2.6c.0.110420151250
ucs-b200-m4-bios.B200M4.3.1.0.4.113020151739.bin

Server BIOS B200M4.3.1.0.4.113020151739

UCS-A# /chassis/server/bios # update firmware B200M4.3.1.0.4.113020151739
UCS-A# /chassis/server/bios* # activate firmware B200M4.3.1.0.4.113020151739
UCS-A# /chassis/server/bios* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/bios #

CIMC ファームウェア
Cisco IntegratedManagement Controller（CIMC）は、Cisco UCSでのサーバの管理とモニタリングに
使用されます。CIMCには、管理およびモニタリングタスク用にGUI、CLI、IPMIなどのオプショ
ンが用意されています。Cシリーズサーバでは、CIMCは独立したチップで実行されます。その
ため、大規模なハードウェア障害やシステムのクラッシュ時でもサービスを提供することができ

ます。CIMCは、サーバの初期設定やサーバ動作に関する問題のトラブルシューティングにも役
立ちます。CIMCファームウェアは、直接 Cisco UCS Managerから更新できます。

サーバの CIMC ファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
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、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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
serverchassis-id /blade-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
version-num

ステップ 4   

（任意）

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 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。

Cisco UCSManager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。

（任意）

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。

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。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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
version-num

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   

（任意）

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/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。

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CIMCファームウェアをバージョン3.1(0.123)に更新してアクティ
ブにします。

UCS-A# scope server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- ----------------- -------------
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
ucs-b200-m3-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)

...

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 3.1(1)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # activate firmware 3.1(1) set-startup-only
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc #

次の例では、CIMCファームウェアをバージョン 3.1(0.123)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、CIMC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 server 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/server/cimc # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- ----------------- -------------
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
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ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
ucs-b200-m1-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
ucs-b200-m3-k9-cimc.3.1.1.bin CIMC 3.1(1)
...

UCS-A# /chassis/server/cimc # update firmware 3.1(1)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
3.1(1) Updating Ready

UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
3.1(1) Ready Ready

UCS-A# /chassis/server/cimc # activate firmware 3.1(1)
UCS-A# /chassis/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
3.1(1) Ready Activating

UCS-A# /chassis/server/cimc # show firmware
Running-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- ---------------
3.1(1) Ready Ready

PSU ファームウェア
PSUファームウェアは、直接 Cisco UCS Managerから更新できます。

PSU でのファームウェアのアップデート

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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
chassischassis-id

ステップ 1   

指定した PSUで PSUモードを開始します。UCS-A /chassis # scope
psupsu-id

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクショ

ン

PSU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/psu # show
detail

ステップ 3   

PSU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/psu #
update
firmwareversion-num
[force]

ステップ 4   

互換性のない可能性や、現在実行中のタスクに関係な

く、ファームウェアをアクティブにするには、オプショ

ンの forceキーワードを使用できます。

アップグレードを続行する前に、表示された

チェックリストを見直して、すべての要件が満

たされていることを確認します。

注意

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/psu #
commit-buffer

ステップ 5   

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。

次の例では、PSUファームウェアを更新し、トランザクションをコミットする方法を示します。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope psu 2
UCS-A# /chassis/psu # show detail
PSU:

PSU: 2
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Threshold Status: OK
Power State: On
Presence: Equipped
Thermal Status: OK
Voltage Status: OK
Product Name: Platinum II AC Power Supply for UCS 5108 Chassis
PID: UCSB-PSU-2500ACDV
VID: V01
Part Number: 341-0571-01
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): DTM190304FD
HW Revision: 0
Firmware Version: 05.10
Type: DV
Wattage (W): 2500
Input Source: 210AC 50 380DC
Current Task:

UCS-A# /chassis/psu # update firmware 05.10
UCS-A# /chassis/psu* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/psu #
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PSU でのファームウェアのアクティブ化

更新が完了するまで、エンドポイントがあるハードウェアを取り外したり、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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 chassischassis-idステップ 1   

指定した PSUで PSUモードを開始します。UCS-A /chassis # scope psupsu-idステップ 2   

PSU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/psu # activate
firmwareversion-num

ステップ 3   

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/psu #
commit-buffer

ステップ 4   

トランザクションのコミットによ

りエンドポイントがリセットされ

ます。

（注）

次の例では、PSUファームウェアをアクティブにし、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope psu 2
UCS-A# /chassis/psu # activate firmware 03.10
Warning: When committed this command will reset the end-point
UCS-A# /chassis/psu* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/psu #

ボードコントローラファームウェア

ボードコントローラは、すべての Bシリーズブレードサーバと Cシリーズラックサーバ用のさ
まざまなプログラマブルロジックおよび電源コントローラを管理します。ボードコントローラ更

新ユーティリティを使用すると、重要なハードウェアを更新することができます。

Cisco UCS Managerリリース 2.1(2a)で導入されたボードコントローラを使用すると、ボードコン
トローラ更新ユーティリティを使用してデジタルコントローラコンフィギュレーションファイ

ルを更新することにより、電圧レギュレータなどのコンポーネントを最適化できます。以前は、

電圧レギュレータを更新するには物理コンポーネントを変更する必要がありました。これらの更
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新はハードウェアレベルであり、下位互換性を保つように設計されています。したがって、ボー

ドコントローラのバージョンを最新に保つことが常に望まれます。

Cisco UCS B シリーズ M3 および M4 ブレードサーバのボードコントローラファームウェアのアク
ティブ化に関する注意事項

次の注意事項は、Cisco UCSBシリーズM3およびM4ブレードサーバのボードコントローラ
ファームウェアに適用されます。

•ボードコントローラファームウェアをダウングレードする必要はありません。

•ブレードサーバのボードコントローラファームウェアバージョンは、インストール済みソ
フトウェアバンドルと同じか、または新しいバージョンである必要があります。ボードコ

ントローラファームウェアのバージョンが、既存のCiscoUCS環境で実行されているバージョ
ンよりも新しい場合でも、ソフトウェアマトリックスまたは TACのサポート範囲には違反
しません。

•ボードコントローラファームウェアの更新は、他のコンポーネントのファームウェアと下
位互換性があります。

リリース 2.2(4b)より前のリリースで実行されている一部の Cisco UCSB200 M4ブレードサーバ
は、CSCuu15465に掲載されている誤ったCiscoUCSManagerアラートを生成する場合があります。
この誤ったボードコントローラ不一致アラートは、Cisco UCSManager機能カタログ 2.2(4c)Tおよ
び 2.2(5b)Tで解決されました。機能カタログ 2.2(4c)Tまたは 2.2(5b)Tのいずれかを使用する場合、
このアラートは表示されなくなります。

詳細については、https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu15465を参照してください。（注）

機能カタログの更新は、次の手順で適用できます。

1 2.2(4c) Infra/Catalogまたは 2.2(5b) Infra/Catalogソフトウェアバンドルをダウンロードします。
シスコからのソフトウェアバンドルの入手, （5ページ）には、ソフトウェアバンドルのダ
ウンロードに関する詳細情報が掲載されています。

2 カタログバージョン 2.2(4c)Tまたは 2.2(5b)T（または含まれているカタログバージョン）を
ロードしてカタログをアクティブにします。機能カタログ更新のアクティブ化には、Cisco
UCS Managerによる機能カタログのアクティブ化に関する情報が詳細に説明されています。

3 新しく挿入されたブレードサーバを停止します。

4 以前のボードコントローラバージョンがあるホストファームウェアパックポリシーにサービ

スプロファイルを関連付けます。

サービスプロファイルが更新されたホストファームウェアパックポリシーに関連付けられる

と、誤った不一致アラート（CSCuu15465のバグによるものなど）は発生しなくなります。

5 [Save（保存）]をクリックします。

6 ブレードサーバを再検出します。
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Cisco UCS C シリーズ M3 および M4 ラックサーバのボードコントローラファームウェアのアク
ティブ化に関する注意事項

次の注意事項は、CiscoUCSCシリーズM3およびM4ラックサーバのボードコントローラファー
ムウェアに適用されます。

•ボードコントローラファームウェアと CIMCファームウェアは、同じパッケージバージョ
ンのものである必要があります。

• Cisco UCSC220 M4または C240 M4サーバの Cシリーズサーバファームウェアを Cisco UCS
Manager 2.2(6c)にアップグレードする場合は、次の重大なアラームが表示されます。
Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server x

CSCuv45173に記載されているとおり、このアラームは誤って重大なアラームとして分類さ
れています。このアラームはサーバの機能に影響を与えないため、無視しても構いません。

このアラームが表示されないようにするには、次のいずれかを行います。

◦ Cisco UCS Managerでカスタムホストファームウェアパッケージを作成して、ボード
コントローラファームウェアを Cisco UCS Manager 2.2(6c)への更新から除外し、古い
バージョンを保持します。

◦ Cisco UCS Managerインフラストラクチャ（Aバンドル）をリリース 2.2(6c)にアップグ
レードし、『Release Notes for CiscoUCSManager, Release 2.2』の表 2の混在ファームウェ
アサポートマトリックスに従って、すべての Cisco UCS C220 M4または C240 M4サー
バ上でホストファームウェア（Cバンドル）を引き続き古いバージョンで実行します。

詳細については、https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv45173を参照してく
ださい。

（注）

•ボードコントローラのアップグレード後に、ボードコントローラのアクティブ化ステータ
スに [Pending Power Cycle]が表示される場合、手動による電源の再投入が必要です。また、
エラーも生成されます。電源の再投入後、エラーはクリアされ、ボードコントローラのアク

ティブ化ステータスに [Ready]が表示されます。

Cisco UCS B シリーズ M3 および M4 ブレードサーバのボードコントローラファーム
ウェアのアクティブ化

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。
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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。アップグレードプロセスの最中にサーバのリブート

が必要になる回数を減らすために、ボードコントローラファームウェアは、サービスプロ

ファイル中のホストファームウェアパッケージを通じて、サーバ BIOSと共に、Cisco UCS
domainをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。

（注）

手順

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   

（任意）

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。

UCS-A /chassis/server/boardcontroller
# show image

ステップ 3   

（任意）

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。

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 version-num

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   

次の例では、M3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 1/1
UCS-A# /chassis/server # scope boardcontroller
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-b200-m3-brdprog.15.0.bin Board Controller 15.0
ucs-b22-m3-brdprog.16.0.bin Board Controller 16.0
ucs-b420-m3-brdprog.12.0.bin Board Controller 12.0

UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # show firmware
BoardController:

Running-Vers: 15.0
Package-Vers: 3.1(1)B
Activate-Status: Ready
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UCS-A# /chassis/server/boardcontroller # activate firmware 15.0
UCS-A# /chassis/server/boardcontroller* # commit-buffer

Cisco UCS C シリーズ M3 および M4 ラックサーバのボードコントローラファーム
ウェアのアクティブ化

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。アップグレードプロセスの最中にサーバのリブート

が必要になる回数を減らすために、ボードコントローラファームウェアは、サービスプロ

ファイル中のホストファームウェアパッケージを通じて、サーバ BIOSと共に、Cisco UCS
domainをアップグレードする最後の手順としてアップグレードすることをお勧めします。

（注）

M3およびM4ボードコントローラファームウェアには次のような制限があります。

• Cisco UCS Managerリリース 2.2(1a)以降を使用している必要がある。

•ボードコントローラファームウェアと CIMCファームウェアは、同じパッケージバージョ
ンのものである必要があります。

•ボードコントローラのアップグレード後に、ボードコントローラのアクティブ化ステータ
スに [Pending Power Cycle]が表示される場合、手動による電源の再投入が必要です。また、
エラーも生成されます。電源の再投入後、エラーはクリアされ、ボードコントローラのアク

ティブ化ステータスに [Ready]が表示されます。

手順

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 serverserver-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 /server #scope
boardcontroller

ステップ 2   

（任意）

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。

UCS-A /server/boardcontroller #
show image

ステップ 3   

（任意）

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。

UCS-A /server/boardcontroller #
show firmware

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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 /server/boardcontroller #
activate firmwareversion-num

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 /server/boardcontroller #
commit-buffer

ステップ 6   

次の例では、M3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 7
UCS-A# /server # scope boardcontroller
UCS-A# /server/boardcontroller # show image
Name Type Version State
-------------------------------------- ----------------- --------- -----
ucs-c220-m3-brdprog.3.0.bin Board Controller 3.0 Active
ucs-c220-m3-brdprog.3.0.bin Board Controller 3.0 Active

UCS-A# /server/boardcontroller # show firmware
BoardController:

Running-Vers: N/A
Package-Vers:
Activate-Status: Ready

UCS-A# /server/boardcontroller # activate firmware 3.0 force
Warning: When committed this command will reset the end-point.

UCS-A# /server/boardcontroller* # commit-buffer

M シリーズシャーシとサーバエンドポイントの直接のファームウェ
アアップグレード

ここでは、Mシリーズ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。
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Mシリーズシャーシのコンポーネントに対してファームウェアアップグレードを起動するに
は、以下のようにします。

（注）

1 CMCファームウェアの更新

2 共有アダプタファームウェアの更新

3 CMCファームウェアのアクティブ化

4 共有アダプタファームウェアのアクティブ化

5 ストレージコントローラのアクティブ化

6 ボードコントローラのアクティブ化

エンドポイントに対してファームウェアアップグレードを起動するには、以下のようにしま

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

ファームウェアのアップグレード中は、以下のようにすることをお勧めします。（注）

1 インフラストラクチャのアップグレード

2 シャーシとサーバコンポーネントのアップグレード

ファームウェアのダウングレード中は、以下のようにすることをお勧めします。

1 シャーシとサーバコンポーネ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
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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、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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
chassischassis-id

ステップ 1   

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

ステップ 2   

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/cmc #
update firmware
version-num

ステップ 3   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/cmc #
commit-buffer

ステップ 4   

このステップを使用するのは、ステップ 6でファームウェ
アをアクティブにする前に、ファームウェア更新が正常に

完了したことを確認するためにステップ 5で show update
statusコマンドを使用する場合だけです。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。

（任意）

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。

UCS-A /chassis/cmc #
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
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目的コマンドまたはアク

ション

プデートは完了です。CLIは自動的に表示更新されないた
め、タスクの状態が Updatingから Readyに変更されるまで
何度も showupdate statusコマンドを入力しなければならな
い場合があります。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/cmc #
activate firmware
version-num

ステップ 6   

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

ステップ 7   

（任意）

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/cmc #
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
は自動的に表示更新されないため、タスクの状態がActivating
から Readyに変更されるまで何度も show activate statusコ
マンドを入力しなければならない場合があります。

（任意）

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。

CS-A /chassis/cmc #
show firmware

ステップ 9   

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

Running-Vers: 2.0(8.13)
Package Vers: 3.1(0.344)M
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready
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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 cmc
UCS-A# /chassis/cmc # update firmware 2.0(8.13)
UCS-A# /chassis/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cmc # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/cmc # activate firmware 2.0(8.13)
UCS-A# /chassis/cmc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cmc # show activate status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/cmc # show firmware
CMC:

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

シャーシ上の共有アダプタファームウェアのアップデートとアクティブ化

Cisco Mシリーズでは、共有アダプタファームウェアを更新してアクティブ化すると、シャーシ
内のすべてのサーバが影響を受けます。

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

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   

シャーシアダプタモードに入ります。UCS-A /chassis # scope
adapter

ステップ 2   

共有アダプタに使用可能なソフトウェアイメージを表示

します。

UCS-A /chassis/adapter #
show image

ステップ 3   

共有アダプタ上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/adapter #
update firmware
version-num

ステップ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/adapter #
commit-buffer

ステップ 5   

このステップを使用するのは、ステップ 7でファーム
ウェアをアクティブにする前に、ファームウェア更新が

正常に完了したことを確認するためにステップ6で show
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目的コマンドまたはアクショ

ン

update statusコマンドを使用する場合だけです。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。

（任意）

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。

UCS-A /chassis/adapter #
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は自動的に表示更新
されないため、タスクの状態が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
しなければならない場合があります。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。

共有アダプタ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/adapter #
activate firmware
version-num

ステップ 7   

トランザクションをコミットします。UCS-A /chassis/adapter #
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。

UCS-A /chassis/adapter #
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は自動的に表示更新されないため、タスクの状
態がActivatingからReadyに変更されるまで何度も show
activate statusコマンドを入力しなければならない場合が
あります。

（任意）

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。

UCS-A /chassis/adapter #
show firmware

ステップ 10   
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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かどうかを確

認せずに、同じトランザクション内で共有アダプタファームウェアをバージョン 4.0(2S33)に更
新してアクティブにします。

UCS-A# scope chassis 1
UCS-A# /chassis # scope adapter
UCS-A# /chassis/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-2200.2.2.5b.bin IOM 2.2(5b)
ucs-2200.2.5.1a.bin IOM 2.5(1a)
ucs-2200.2.5.2a.bin IOM 2.5(2a)
ucs-2200.3.1.0.335.bin IOM 3.1(0.335)
ucs-2200.3.1.0.336.bin IOM 3.1(0.336)
ucs-2200.3.1.0.339.bin IOM 3.1(0.339)
ucs-2200.3.1.0.344.bin IOM 3.1(0.344)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2a.bin IOM 4.0(2a)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.6a.bin IOM 4.0(6a)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.262.bin IOM 4.1(0.262)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.324.bin IOM 4.1(0.324)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.325.bin IOM 4.1(0.325)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.328.bin IOM 4.1(0.328)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.332.bin IOM 4.1(0.332)
ucs-pcie-c40q-03.4.1.0.252.bin IOM 4.1(0.252)
ucs-pcie-c40q-03.4.1.0.276.bin IOM 4.1(0.276)

UCS-A# /chassis/adapter # update firmware 4.1(0.332)
UCS-A# /chassis/adapter* # activate firmware 4.1(0.332)
UCS-A# /chassis/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/adapter # show firmware
Adapter:

Running-Vers: 4.1(0.332)
Package-Vers:
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

次の例では、共有アダプタファームウェアをバージョン 4.0(2S33)に更新して、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、共有アダプタファームウェア

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 1
UCS-A# /chassis # scope adapter
UCS-A# /chassis/adapter # show image
Name Type Version
--------------------------------------------- -------------------- -------
ucs-2200.2.2.5b.bin IOM 2.2(5b)
ucs-2200.2.5.1a.bin IOM 2.5(1a)
ucs-2200.2.5.2a.bin IOM 2.5(2a)
ucs-2200.3.1.0.335.bin IOM 3.1(0.335)
ucs-2200.3.1.0.336.bin IOM 3.1(0.336)
ucs-2200.3.1.0.339.bin IOM 3.1(0.339)
ucs-2200.3.1.0.344.bin IOM 3.1(0.344)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.2a.bin IOM 4.0(2a)
ucs-m83-8p40-vic.4.0.6a.bin IOM 4.0(6a)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.262.bin IOM 4.1(0.262)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.324.bin IOM 4.1(0.324)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.325.bin IOM 4.1(0.325)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.328.bin IOM 4.1(0.328)
ucs-m83-8p40-vic.4.1.0.332.bin IOM 4.1(0.332)
ucs-pcie-c40q-03.4.1.0.252.bin IOM 4.1(0.252)
ucs-pcie-c40q-03.4.1.0.276.bin IOM 4.1(0.276)

UCS-A# /chassis/adapter # update firmware 4.1(0.332)
UCS-A# /chassis/adapter* # commit-buffer
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UCS-A# /chassis/adapter # show update status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/adapter # activate firmware 4.1(0.332)
UCS-A# /chassis/adapter* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/adapter # show activate status
Status: Ready
UCS-A# /chassis/adapter # show firmware
Adapter:

Running-Vers: 4.1(0.332)
Package-Vers:
Update-Status: Ready
Activate-Status: Ready

シャーシのストレージコントローラファームウェアのアクティブ化

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

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 chassischassis-idステップ 1   

シャーシでストレージコントローラモー

ドに入ります。

UCS-A /chassis #scope
raid-controllerraid-id {sas | sd | flash
| sata | unknown

ステップ 2   

シャーシ内のストレージコントローラ上

で指定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/raid-controller #
activate firmware version-num

ステップ 3   

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/raid-controller #
commit-buffer

ステップ 4   

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/raid-controller # show
activate status

ステップ 5   

次に、ストレージ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 raid-controller 1 sas
UCS-A# /chassis/raid-controller # activate firmware 24.5.3.1
Warning: When committed, this command will soft shutdown the servers and reset the endpoint.
Associated servers power state will be restored after endpoint reset.
UCS-A# /chassis/raid-controller* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/raid-controller* # show activate status
Activate-Status: Ready
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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 UCS Managerは、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）

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

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 chassischassis-idステップ 1   

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 #scope
boardcontroller

ステップ 2   

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/boardcontroller #
activate firmware version-num

ステップ 3   

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/boardcontroller #
commit-buffer

ステップ 4   

実行中のファームウェアのバージョンとそ

のアクティブ化ステータスを表示します。

UCS-A /chassis/boardcontroller #
show firmware

ステップ 5   

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 boardcontroller
UCS-A /chassis/boardcontroller # activate firmware 1.0.11
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/boardcontroller # commit-buffer
UCS-A /chassis/boardcontroller* # show firmware
Board Controller:

Running-Vers: 1.0.11
Package-Vers: 3.1(0.344)M
Activate-Status: Ready

UCS-A /chassis/boardcontroller* #
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サーバの BIOS ファームウェアの更新とアクティブ化

CiscoUCSManager 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、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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
serverchassis-id/cartridge-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/cartridge/server #
scope bios

ステッ

プ 2   

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/cartridge/server/bios
# update firmwareversion-num

ステッ

プ 3   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/cartridge/server/bios
# 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 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。

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。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

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。

UCS-A /chassis/cartridge/server/bios
# show firmware

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 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 6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/cartridge/server/bios
# activate firmwareversion-num

ステッ

プ 6   

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

ステッ

プ 7   

（任意）

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/cartridge/server/bios
# show firmware

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 firmwareコ
マンドを入力する必要がある場合があります。

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 1/2/1
UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope bios
UCS-A# /chassis/cartridge/server/bios # update firmware UCSME.1414.2.0.9a.0.121020150149
UCS-A# /chassis/cartridge/server/bios # activate firmware UCSME.1414.2.0.9a.0.121020150149
UCS-A# /chassis/cartridge/server/bios* # commit-buffer
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サーバの CIMC ファームウェアのアップデートおよびアクティブ化
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、メンテナンス作業

を実行しないでください。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

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
serverchassis-id/cartridge-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/cartridge/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/cartridge/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/cartridge/server/cimc
# update firmware version-num

ステッ

プ 4   

（任意）

トランザクションをコミットします。

UCS-A /chassis/cartridge/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
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目的コマンドまたはアクション

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。

（任意）

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。

UCS-A /chassis/cartridge/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/cartridge/server/cimc
# activate firmware version-num

ステッ

プ 7   

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

ステッ

プ 8   

（任意）

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/cartridge/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。

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 CIMCファームウェアをバージョン 2.0(100.46)に更新してアク
ティブにします。

UCS-A# scope server 1/2/1
UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # update firmware 2.0(8.171)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # activate firmware 2.0(8.171)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc #
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次の例では、CIMCファームウェアをバージョン 2.0(100.46)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、CIMC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 server 1/2/1
UCS-A# /chassis/cartridge/server # scope cimc
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # update firmware 2.0(8.171)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Package-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- --------------- ---------------
2.0(8.171) 3.1(0.344)M Updating Ready

UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Package-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- --------------- ---------------
2.0(8.171) 3.1(0.344)M Ready Ready

UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # activate firmware 2.0(8.171)
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Package-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- --------------- ---------------
2.0(8.171) 3.1(0.344)M Ready Activating

UCS-A# /chassis/cartridge/server/cimc # show firmware
Running-Vers Package-Vers Update-Status Activate-Status
--------------- --------------- --------------- ---------------
2.0(8.171) 3.1(0.344)M Ready Ready

サーバのボードコントローラファームウェアのアクティブ化

これは、Cisco UCSME-2814カートリッジ内のサーバでのみ実行できます。

Cisco UCS Managerは、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）

はじめる前に

正しい手順でサーバの電源をオフにします。

手順

目的コマンドまたはアクション

Enters server mode for the specified server.UCS-A# scope server
chassis-id/cartridge-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/cartridge/server #scope
boardcontroller

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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/cartridge/server/boardcontroller #
activate firmware version-num

ステップ 3   

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/cartridge/server/boardcontroller #
commit-buffer

ステップ 4   

実行中のファームウェアのバージョンと

そのアクティブ化ステータスを表示しま

す。

UCS-A
/chassis/cartridge/server/boardcontroller #
show firmware

ステップ 5   

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 server 1/3/1
UCS-A /chassis/cartridge/server # scope boardcontroller
UCS-A /chassis/cartridge/server/boardcontroller # activate firmware 2.0
Warning: When committed this command will reset the end-point
UCS-A# /chassis/cartridge/server/boardcontroller # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server/boardcontroller* # show firmware
Board Controller:

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

UCS-A /chassis/cartridge/server/boardcontroller* #
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