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

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

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

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

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

•次のいずれかを使用してシャーシをアップグレードします。

•を介してシャーシコンポーネントをアップグレード自動インストール:で始まるCisco
UCSManagerリリース3.2(3)、CiscoUCSのファームウェアをアップグレードするS3260
シャーシコンポーネントを使用して 1つのステップで自動インストール。
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•シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージを介したシャーシのアッ
プグレード：このオプションにより、1つの手順ですべてのシャーシエンドポイント
をアップグレードできます。シャーシファームウェアパッケージを介してアップグ

レード可能なシャーシエンドポイントは次のとおりです。

•シャーシアダプタ

•シャーシ管理コントローラ

•シャーシボードコントローラ

•ローカルディスク

シャーシファームウェアパッケージを介してシャーシのローカ

ルディスクをアップグレードできます。ホストファームウェア

パッケージを介してサーバのローカルディスクをアップグレード

します。

（注）

• SASエクスパンダ

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

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

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

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

とおりです。

• CIMC

• BIOS

•ボードコントローラ

•ストレージコントローラ

•ローカルディスク

• SIOCの NVMe

• SIOCのサードパーティ製のアダプタ

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

報が記載されています。

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

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

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

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

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

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

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

自動インストールによるシャーシファームウェアアップ

グレード
Cisco UCS Managerリリース 3.2(3)では、Cisco UCS S3260シャーシの自動インストールを使
用してシャーシファームウェアのアップグレードをサポートします。この機能を有効にするす

べてのシャーシコンポーネントをアップグレードする、 Cisco UCSドメイン 1つのシャーシ
ファームウェアパッケージを使用します。

自動インストールによるシャーシファームウェアのアップグレード

シャーシファームウェアパッケージを指定して、シャーシファームウェアをアップグレード

することができます。

「Prepare for Firmware Install」に従ってシャーシファームウェアを準備する場合、この手順
で選択されたシャーシファームウェアバージョンはバックアップバージョンと同じであり、

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ます。

以前にバックアップバージョンを設定していない場合は、選択したファームウェアバージョ

ンがバックアップバージョンとして設定されます。このバージョンが起動バージョンとして設

定されます。

この段階を完了すると再起動します。

ドメイン内の Cisco UCSManagerが Cisco UCSManager 3.2(3)より前のリリースである場合、自
動インストールを使用して、CiscoUCSドメイン内のシャーシをアップグレードすることはで
きません。詳細については、『Cisco UCS Manager Firmware Management Guide, Release 3.2』の
「Cautions and Guidelines for Upgrading with Auto Install」セクションを参照してください。

（注）
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[Install Chassis Firmware]ウィザードで構成が完了した後、シャーシ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 UCSManagerは変更をただちに
適用します。

始める前に

•『CiscoUCSManager FirmwareManagement Guide, Release 3.2』の「Prerequisites for Upgrading
andDowngradingFirmware」セクションに記載されているすべての前提条件を満たします。

• Cisco UCS Managerリリース 3.2(3)または以降のリリースを使用している場合は、シャー
シのファームウェアを準備します。『 Cisco UCS Manager Firmware Management Guide,
Release 3.2』の「Preparing for Firmware Install」セクションでは、シャーシのファームウェ
アの準備に関する詳細情報を提供します。

オプションですが、これもお勧めします。（注）

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment]ノードをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Firmware Management]タブをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [Firmware Auto Install]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Install Chassis Firmware]をクリックします。

ステップ 6 [Install Chassis Firmware]ウィザードの [Prerequisites]ページで、このページに一覧されている前提条件
とガイドラインを慎重に確認してから、次のいずれかを実行してください。

•前提条件をすべて満たしている場合は、[Next]をクリックします。
•前提条件をすべて満たしていない場合は [Cancel]をクリックして、シャーシのファームウェアをアッ
プグレードする前に前提条件を満たしてください。

ステップ 7 [Install Chassis Firmware]ウィザードの [Select Package Versions]ページで、次の手順を実行します。

a) [Chassis Firmware]領域の [New Version]ドロップダウンリストからこれらのシャーシをアップグ
レードするソフトウェアバンドルを選択します。

b) シャーシをサービスパックのファームウェアバージョンにアップグレードするには、[Service-Pack
Firmware]領域の [New Version]ドロップダウンリストからこれらのシャーシをアップグレードす
るサービスパックを選択します。

c) [Next]をクリックします。

ステップ 8 [Install Chassis Firmware]ウィザードの [Select Firmware Packages]ページで、次を実行します。

a) 選択したソフトウェアで更新するシャーシファームウェアパッケージが含まれる各組織のノードを
展開します。

シャーシファームウェアパッケージのファームウェアバージョンを準備している場合、シャーシ

ファームウェアパッケージの名前とともに [Backup Version]に表示されます。
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b) 更新する各シャーシファームウェアパッケージの名前の隣にあるチェックボックスをオンにしま
す。

この手順によって、選択したシャーシファームウェアパッケージが新しいバージョンのファーム

ウェアによって更新されます。すべてのシャーシを更新するには、Cisco UCSドメインのすべての
シャーシに関連付けられたシャーシプロファイルに含まれるシャーシファームウェアパッケージを

選択する必要があります。

c) [Next]をクリックします。

ステップ 9 [Install Chassis Firmware]ウィザードの [Firmware Package Dependencies]ページで、次を実行します。

a) テーブルに表示される各シャーシファームウェアパッケージのノードを展開します。
b) シャーシファームウェアパッケージが含まれるシャーシプロファイルのリストを確認します。
c) 必要に応じて、次のいずれかのカラムにあるリンクをクリックします。

• [Chassis Pack DN]カラム：シャーシファームウェアパッケージのナビゲータを開きます。

• [Chassis Profile DN]カラム：シャーシプロファイルのナビゲータを開きます。

d) 次のいずれかを実行します。

•選択したシャーシファームウェアパッケージを 1つ以上変更する場合は、[Prev]をクリックし
ます。

•適切なシャーシファームウェアパッケージを選択済みで、エンドポイントのシャーシファーム
ウェアのアップグレードの影響を確認する場合は、[Next]をクリックします。

•シャーシのアップグレードをただちに開始する場合は、[Install]をクリックします。

ステップ 10 [Install Chassis Firmware]ウィザードの [Impacted Endpoints Summary]ページで、次の手順を実行しま
す。

a) [ImpactedEndpoints]テーブルで結果をフィルタリングするには、該当するチェックボックスをオンに
します。

結果は、エンドポイントのタイプや、アップグレードの影響が重大であるかどうかによってフィル

タリングできます。

b) 影響を受けるエンドポイントのリストを確認します。
c) 必要に応じて、 [Maintenance Policy]カラムのリンクをクリックして、そのポリシーのナビゲータを
開きます。

d) 次のいずれかを実行します。

•選択したシャーシファームウェアパッケージを 1つ以上変更する場合は、[Prev]をクリックし
ます。

•適切なシャーシファームウェアパッケージを選択済みで、シャーシのアップグレードを開始す
る場合は、[Install]をクリックします。

ステップ 11 （任意）シャーシファームウェアのアップグレードの進行状況をチェックするには、アップグレードす

る各シャーシの [FSM]タブをチェックします。
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[Firmware Auto Install]タブの [Firmware Installer]フィールドには、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ステータスだけが表示されます。

シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッ

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

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

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

はできません。

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

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

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

けを続行するには、関連付けの前にコンポーネントを除外します。

（注）

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

サービスプロファイルでサーバのファームウェアをアップグレードします。

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

断されます。

シャーシファームウェアパッケージ

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

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

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

す。

•シャーシアダプタ

•シャーシ管理コントローラ

•シャーシボードコントローラ

•ローカルディスク

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

（注）
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• SASエクスパンダ

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

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

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

バージョンを認識し、それ以外のファームウェアバージョンは無視します。

ヒント

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

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

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

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

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

できます。

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

重要

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

連付けられたすべてのシャーシにプッシュされます。

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

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

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

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

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

に新しいバージョンが即座に適用されます。

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

イルに含め、そのシャーシのプロファイルにシャーシを関連付けます。

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

切なファームウェアがダウンロードされていることを確認します。Cisco UCS Managerにより
シャーシとシャーシプロファイルの関連付けが実行される際にファームウェアイメージが使

用できない場合、Cisco UCS Managerはファームウェアのアップグレードを無視し、関連付け
を完了します。

シャーシプロファイルのシャーシファームウェアパッケージを使用

したファームウェアのアップグレードのステージ

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

ファームウェアをアップグレードすることができます。
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エンドポイントを追加するか、既存のエンドポイントのファームウェアバージョンを変更する

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

注意

新しいシャーシプロファイル

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

シャーシファームウェアパッケージポリシーの作成

このステージでは、シャーシファームウェアパッケージを作成します。

シャーシプロファイルの関連付け

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

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

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

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

認識させる必要があります。

既存のシャーシプロファイル

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

シャーシプロファイルのファームウェアパッケージに対するアップ

デートの影響

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

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

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

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

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

シー

シャーシプロファイル

シャーシファームウェアパッケージをアッ

プデートすると、次のようになります。

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

ることが通知されます。

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

択し、新しいファームウェアを適用しま

す。

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

てのシャーシが照合され、モデル番号と

ベンダーが検証されます。モデル番号と

ベンダーがポリシーのファームウェア

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

ウェアがアップデートされます。

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

ジが適用されたり、保留中のアクティビティ

がキャンセルされることはありません。

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

たはキャンセルする必要があります。

ユーザ確認応答に関

して設定済み

シャーシのファームウェア

パッケージが 1つ以上の
シャーシプロファイルに含

まれており、各シャーシプ

ロファイルが、1つの
シャーシに関連付けられて

います。

または

シャーシファームウェア

パッケージがアップデート

中のシャーシプロファイル

テンプレートに含まれてお

り、このテンプレートから

作成されたシャーシプロ

ファイルが 1つのサーバに
関連付けられています。

シャーシファームウェアパッケージの作成

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

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

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

バージョンを認識し、それ以外のファームウェアバージョンは無視します。

ヒント

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

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

のコンポーネントのファームウェアを除外できます。

ファームウェア管理
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始める前に

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

します。

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。
2. [Chassis] > [Policies]の順に展開します。
3. ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

4. [Chassis Firmware Packages]を右クリックして [Create Chassis Firmware Package]を選択しま
す。

5. [Create Chassis Firmware Package]ダイアログボックスで、パッケージの一意の名前と説明
を入力します。

6. [Chassis Package]および [Service Pack]の各ドロップダウンリストから、ファームウェア
パッケージを選択します。

7. [Excluded Components]領域で、このシャーシファームウェアパッケージから除外するコ
ンポーネントに対応するチェックボックスをオンにします。

8. [OK]をクリックします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Chassis Firmware Packages]を右クリックして [Create Chassis Firmware Package]を選択します。

ステップ 5 [Create Chassis Firmware Package]ダイアログボックスで、パッケージの一意の名前と説明を入力します。

この名前には、1～16文字の英数字を使用できます。-（ハイフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、
および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトが保存された後にこの名前を変更することはできません。

ステップ 6 [Chassis Package]および [Service Pack]の各ドロップダウンリストから、ファームウェアパッケージを選択
します。

[Service Pack]のイメージは、[Chassis Package] のイメージよりも優先されます。

ステップ 7 [ExcludedComponents]領域で、このシャーシファームウェアパッケージから除外するコンポーネントに対
応するチェックボックスをオンにします。

コンポーネントチェックボックスを 1つもオンにしない場合は、リスト内のすべてのコンポーネントが
シャーシファームウェアパッケージに含まれます。

[Local Disk]は、デフォルトでシャーシファームウェアパックから除外されます。（注）
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ステップ 8 [OK]をクリックします。

次のタスク

ポリシーをシャーシプロファイルまたはシャーシプロファイルテンプレートに含めます

シャーシファームウェアパッケージのアップデート

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

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

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

バージョンを認識し、それ以外のファームウェアバージョンは無視します。

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

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

のコンポーネントのファームウェアを除外できます。

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

重要

始める前に

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

します。

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。
2. [Chassis] > [Policies]の順に展開します。
3. アップデートするポリシーを含む組織のノードを展開します。

4. [Chassis Firmware Packages]を展開し、アップデートするポリシーを選択します。
5. [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。
6. シャーシファームウェアパッケージのコンポーネントを変更するには、[ModifyPackage

Versions]をクリックします。
7. シャーシパッケージを変更するには、[Chassis Package]ドロップダウンリストから、

シャーシパッケージのバージョンを選択します。

8. サービスパックを変更するには、[Service Pack]ドロップダウンリストから、サービス
パックのバージョンを選択します。

9. [ExcludedComponents]領域で、このシャーシファームウェアパッケージから除外するコ
ンポーネントに対応するチェックボックスをオンにします。

10. [OK]をクリックします。
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手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis] > [Policies]の順に展開します。

ステップ 3 アップデートするポリシーを含む組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Chassis Firmware Packages]を展開し、アップデートするポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 シャーシファームウェアパッケージのコンポーネントを変更するには、[Modify Package Versions]をク
リックします。

[Modify Package Versions]ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 シャーシパッケージを変更するには、[Chassis Package]ドロップダウンリストから、シャーシパッケー
ジのバージョンを選択します。

ステップ 8 サービスパックを変更するには、[ServicePack]ドロップダウンリストから、サービスパックのバージョ
ンを選択します。

サービスパックを削除するには、[<not set>]を選択します。

ステップ 9 [Excluded Components]領域で、このシャーシファームウェアパッケージから除外するコンポーネントに
対応するチェックボックスをオンにします。

コンポーネントチェックボックスを 1つもオンにしない場合は、リスト内のすべてのコンポーネントが
シャーシファームウェアパッケージに含まれます。

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

ステップ 10 [OK]をクリックします。

既存のシャーシプロファイルへのシャーシファームウェアパッケー

ジの追加

シャーシプロファイルがシャーシに関連付けられると、Cisco UCS Managerは、ユーザの確認
後に、新しいバージョンのシャーシのファームウェアを更新し、アクティブ化します。

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。
2. [Chassis] > [Chassis Profiles]の順に展開します。
3. アップデートするシャーシプロファイルが含まれている組織のノードを展開します。

4. シャーシファームウェアパッケージを追加するシャーシプロファイルをクリックします。
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5. [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。
6. 下矢印をクリックして、[Chassis Firmware Package]セクションを展開します。
7. シャーシファームウェアパッケージを追加するには、[Chassis Firmware Package]ドロップ
ダウンリストから目的のポリシーを選択します。

8. [Save Changes]をクリックします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。

ステップ 2 [Chassis] > [Chassis Profiles]の順に展開します。

ステップ 3 アップデートするシャーシプロファイルが含まれている組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 シャーシファームウェアパッケージを追加するシャーシプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 6 下矢印をクリックして、[Chassis Firmware Package]セクションを展開します。

ステップ 7 シャーシファームウェアパッケージを追加するには、[Chassis Firmware Package]ドロップダウンリストか
ら目的のポリシーを選択します。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。

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

始める前に

•すべてのサーバノードがシャットダウンされていることを確認します。

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

手順の概要

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

す。「自動インストールを使用したインフラストラクチャファームウェアのアップグレー

ド」を参照してください。

2. シャーシファームウェアパッケージポリシーを更新します。

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

のアップグレード」を参照してください。

ファームウェア管理

13

ファームウェア管理

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

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_8F47F9CA290F447589F9384E0B55DC30
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_8F47F9CA290F447589F9384E0B55DC30
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9


手順の詳細

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

ステップ 2 シャーシファームウェアパッケージポリシーを更新します。

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

ファームウェアパッケージのアップデート（11ページ）を参照してください。

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

ウェアパッケージの作成（9ページ）を参照してください。

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

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

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

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

S3260シャーシエンドポイント

S3260シャーシのファームウェアのアップグレードをトリガーするには、次の順に実行しま
す。

1. CMC 1ファームウェアの更新

2. CMC 2ファームウェアの更新

3. シャーシアダプタ 1ファームウェアの更新

4. シャーシアダプタ 2ファームウェアの更新

5. SASエクスパンダ 1ファームウェアの更新

6. SASエクスパンダ 2ファームウェアの更新

7. SASエクスパンダ 1ファームウェアのアクティブ化

ファームウェア管理

14

ファームウェア管理

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

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_8F47F9CA290F447589F9384E0B55DC30
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_8F47F9CA290F447589F9384E0B55DC30
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html#task_3C6EB9AEB84340D988D404245CAAA2D9


8. SASエクスパンダ 2ファームウェアのアクティブ化

9. CMC 1ファームウェアのアクティブ化

10. CMC 2ファームウェアのアクティブ化

11. シャーシアダプタ 1ファームウェアのアクティブ化

12. シャーシアダプタ 2ファームウェアのアクティブ化

13. シャーシボードコントローラのアクティブ化

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

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

更新されます。

（注）

Cisco UCS S3260サーバノードのエンドポイント

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

します。

1. CIMCの更新

2. CIMCのアクティブ化

3. Update BIOS

4. BIOSのアクティブ化

5. ボードコントローラのアクティブ化

6. ストレージコントローラのアクティブ化

ファームウェアのアップグレード中は、次の順に実行することを推奨します。

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

2. シャーシとサーバエンドポイントのアップグレード

ファームウェアのダウングレード中は、次の順に実行することを推奨します。

1. シャーシとサーバエンドポイントのダウングレード

2. インフラストラクチャのダウングレード：Cisco UCS Managerソフトウェアおよびファブ
リックインターコネクト
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シャーシエンドポイントのファームウェアの直接のアップグレード

CMCファームウェアのアップデート S3260シャーシ

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

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

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

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

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します。
3. [Work]ペインの [Installed Firmware]タブをクリックして、[Chassis Management Controller]
を選択し、[Update Firmware]をクリックします。

4. [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
5. （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Installed Firmware]タブをクリックして、[ChassisManagement Controller]を選択し、[Update
Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version]ドロップダウンリストから、エンドポイントをアップデートするファームウェアバージョン
を選択します。

b) [OK]をクリックします。

1つ以上のエンドポイントを直接更新できない場合は、Cisco UCS Managerによって通知メッセージが
表示されます。通知メッセージを確認すると、Cisco UCSManagerによって、サーバ上にある直接更新
可能な他のすべてのエンドポイントのファームウェアが更新されます。

Cisco UCS Manager選択したファームウェアパッケージがバックアップメモリスロットにコピーされ、ア
クティブ化されるまで保持されます。

ステップ 5 （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。
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アップデートプロセスは数分かかることがあります。[Installed Firmware]タブの [Backup Version]フィール
ドに、選択したファームウェアパッケージが表示されるまで、ファームウェアをアクティブにしないでく

ださい。

次のタスク

ファームウェアをアクティブにします。

S3260シャーシのシャーシアダプタファームウェアの更新

両方のファブリックインターコネクトへのアダプタ接続がダウンした場合は、アップグレード

はスキップされます。

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

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

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

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

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します
3. [Installed Firmware]タブで [Chassis Adapter]を選択し、[Update Firmware]をクリックしま
す。

4. [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
5. （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します

ステップ 3 [Installed Firmware]タブで [Chassis Adapter]を選択し、[Update Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version]ドロップダウンリストから、エンドポイントをアップデートするファームウェアバージョン
を選択します。

b) [OK]をクリックします。

1つ以上のエンドポイントを直接更新できない場合は、Cisco UCS Managerによって通知メッセージが
表示されます。通知メッセージを確認すると、Cisco UCSManagerによって、サーバ上にある直接更新
可能な他のすべてのエンドポイントのファームウェアが更新されます。
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Cisco UCS Manager選択したファームウェアパッケージがバックアップメモリスロットにコピーされ、ア
クティブ化されるまで保持されます。

ステップ 5 （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。

アップデートプロセスは数分かかることがあります。[Installed Firmware]タブの [Backup Version]フィール
ドに、選択したファームウェアパッケージが表示されるまで、ファームウェアをアクティブにしないでく

ださい。

次のタスク

ファームウェアをアクティブにします。

SASエクスパンダのファームウェアのアップデート S3260シャーシ

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

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

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

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

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します
3. [Installed Firmware]タブで、更新する SASエクスパンダを選択して [Update Firmware]をク
リックします。

4. [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
5. （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します

ステップ 3 [Installed Firmware]タブで、更新する SASエクスパンダを選択して [Update Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version]ドロップダウンリストから、エンドポイントをアップデートするファームウェアバージョン
を選択します。

b) [OK]をクリックします。
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1つ以上のエンドポイントを直接更新できない場合は、Cisco UCS Managerによって通知メッセージが
表示されます。通知メッセージを確認すると、Cisco UCSManagerによって、サーバ上にある直接更新
可能な他のすべてのエンドポイントのファームウェアが更新されます。

Cisco UCS Manager選択したファームウェアパッケージがバックアップメモリスロットにコピーされ、ア
クティブ化されるまで保持されます。

ステップ 5 （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。

アップデートプロセスは数分かかることがあります。[Installed Firmware]タブの [Backup Version]フィール
ドに、選択したファームウェアパッケージが表示されるまで、ファームウェアをアクティブにしないでく

ださい。

次のタスク

ファームウェアをアクティブにします。

SASエクスパンダファームウェアのアクティブ化 S3260シャーシ

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します
3. [Installed Firmware]タブで、更新する SASエクスパンダを選択して [Activate Firmware]を
クリックします。

4. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します

ステップ 3 [Installed Firmware]タブで、更新する SASエクスパンダを選択して [Activate Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [バージョン設定（Set Version）]ドロップダウンリストから、該当するバージョンを選択します。

1つ以上の選択したエンドポイントがバックアップバージョンとして必要なバージョンで設定されて
いない場合は、[SetVersion]ドロップダウンリストにそのバージョンが表示されません。各エンドポイ
ントについて、[Startup Version]カラムからバージョンを選択する必要があります。

b) [OK]をクリックします。
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CMCファームウェアのアクティブ化 S3260シャーシ

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します
3. [Installed Firmware]タブで [Chassis Management Controller]を選択し、[Activate Firmware]を
クリックします。

4. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します

ステップ 3 [Installed Firmware]タブで [ChassisManagement Controller]を選択し、[Activate Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [バージョン設定（Set Version）]ドロップダウンリストから、該当するバージョンを選択します。

1つ以上の選択したエンドポイントがバックアップバージョンとして必要なバージョンで設定されて
いない場合は、[SetVersion]ドロップダウンリストにそのバージョンが表示されません。各エンドポイ
ントについて、[Startup Version]カラムからバージョンを選択する必要があります。

b) [OK]をクリックします。

S3260シャーシでシャーシアダプタファームウェアをアクティブ化する

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します
3. [Installed Firmware]タブで [Chassis Adapter]を選択し、[Activate Firmware]をクリックしま
す。

4. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します

ステップ 3 [Installed Firmware]タブで [Chassis Adapter]を選択し、[Activate Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [バージョン設定（Set Version）]ドロップダウンリストから、該当するバージョンを選択します。
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1つ以上の選択したエンドポイントがバックアップバージョンとして必要なバージョンで設定されて
いない場合は、[SetVersion]ドロップダウンリストにそのバージョンが表示されません。各エンドポイ
ントについて、[Startup Version]カラムからバージョンを選択する必要があります。

b) [OK]をクリックします。

シャーシボードコントローラファームウェアのアクティブ化 S3260シャーシ

Cisco UCS Manager以前のバージョンへのシャーシ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）

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します
3. [Installed Firmware]タブで [Board Controller]を選択し、[Activate Firmware]をクリックしま
す。

4. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number]の順に展開します

ステップ 3 [Installed Firmware]タブで [Board Controller]を選択し、[Activate Firmware]をクリックします。

ステップ 4 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [バージョン設定（Set Version）]ドロップダウンリストから、該当するバージョンを選択します。

1つ以上の選択したエンドポイントがバックアップバージョンとして必要なバージョンで設定されて
いない場合は、[SetVersion]ドロップダウンリストにそのバージョンが表示されません。各エンドポイ
ントについて、[Startup Version]カラムからバージョンを選択する必要があります。

b) [OK]をクリックします。
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サーバエンドポイントのファームウェアの直接のアップグレード

Cisco UCS S3260サーバノードの CIMCファームウェアのアップデート

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

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

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

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

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。
3. CIMCをアップデートするサーバのノードを展開します。
4. [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。
5. [CIMC]タブをクリックします。
6. [Actions]領域で [Update Firmware]をクリックします。
7. [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
8. （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 CIMCをアップデートするサーバのノードを展開します。

ステップ 4 [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [CIMC]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で [Update Firmware]をクリックします。

ステップ 7 [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version]ドロップダウンリストから、エンドポイントをアップデートするファームウェアバージョン
を選択します。

b) [OK]をクリックします。

Cisco UCS Manager選択したファームウェアパッケージがバックアップメモリスロットにコピーされ、ア
クティブ化されるまで保持されます。

ステップ 8 （任意） [Update Status]領域でアップデートのステータスをモニタします。
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アップデートプロセスは数分かかることがあります。[General]タブの [Firmware]領域の [Backup Version]
フィールドに、選択したファームウェアパッケージが表示されるまで、ファームウェアをアクティブにし

ないでください。

次のタスク

ファームウェアをアクティブにします。

Cisco UCS S3260サーバノードの CIMCファームウェアのアクティブ化

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。

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

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

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

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

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。
3. アップデートしたファームウェアをアクティブにする対象の Cisco Integrated Management

Controller（CIMC）が搭載されているサーバのノードを展開します。
4. [Work]ペインで [Inventory]タブをクリックします。
5. [CIMC]タブをクリックします。
6. [Actions]領域の [Activate Firmware]をクリックします。
7. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 アップデートしたファームウェアをアクティブにする対象のCisco IntegratedManagementController（CIMC）
が搭載されているサーバのノードを展開します。

ステップ 4 [Work]ペインで [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [CIMC]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域の [Activate Firmware]をクリックします。
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ステップ 7 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version To Be Activated]ドロップダウンリストから、適切なバージョンを選択します。

1つ以上の選択したエンドポイントがバックアップバージョンとして必要なバージョンで設定されて
いない場合は、[SetVersion]ドロップダウンリストにそのバージョンが表示されません。各エンドポイ
ントについて、[Startup Version]カラムからバージョンを選択する必要があります。

b) スタートアップバージョンを設定し、エンドポイントで実行しているバージョンを変更しない場合、
[Set Startup Version Only]チェックボックスをオンにします。

[Set Startup Version Only]を設定した場合は、アクティブ化されたファームウェアが pending-next-reboot
状態に移行して、エンドポイントがすぐにリブートしません。有効化されたファームウェアは、エン

ドポイントがリブートするまで、実行中のファームウェアのバージョンになりません。

c) [OK]をクリックします。

Cisco UCS S3260サーバノードの BIOSファームウェアのアップデート

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

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

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

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

が破損しているエンドポイントではファームウェアを更新できません。

注意

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。
3. BIOSファームウェアをアップデートするサーバのノードを展開します。
4. [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。
5. [Motherboard]タブをクリックします。
6. [Actions]領域で [Update BIOS Firmware]をクリックします。
7. [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 BIOSファームウェアをアップデートするサーバのノードを展開します。

ステップ 4 [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Motherboard]タブをクリックします。

ファームウェア管理

24

ファームウェア管理

Cisco UCS S3260サーバノードの BIOSファームウェアのアップデート



ステップ 6 [Actions]領域で [Update BIOS Firmware]をクリックします。

ステップ 7 [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version]ドロップダウンリストから、サーバ BIOSのアップデートの対象となるファームウェアバー
ジョンを選択します。

b) （任意）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ップデートす
る場合は、[Force]チェックボックスをオンにします。

c) [OK]をクリックします。

Cisco UCS Managerにより、選択したサーバの BIOSファームウェアパッケージがバックアップメモリス
ロットにコピーされますが、明示的にアクティブ化されるまで、バックアップのままです。

アップデートが完了すると、[Motherboard]タブの [BIOS]領域で、[Backup Version]の [Update Status]カラ
ムに [Ready]と表示されます。

次のタスク

ファームウェアをアクティブにします。

Cisco UCS S3260サーバノードの BIOSファームウェアのアクティブ化

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。
3. アップデートしたBIOSファームウェアをアクティブ化するサーバのノードを展開します。
4. [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。
5. [Motherboard]タブをクリックします。
6. [Actions]領域で [Activate BIOS Firmware]をクリックします。
7. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 アップデートした BIOSファームウェアをアクティブ化するサーバのノードを展開します。

ステップ 4 [Work]ペインの [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Motherboard]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で [Activate BIOS Firmware]をクリックします。

ステップ 7 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Version To Be Activated]ドロップダウンリストから、適切なサーバBIOSのバージョンを選択します。
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b) スタートアップバージョンを設定し、サーバで実行しているバージョンを変更しない場合、[SetStartup
Version Only]チェックボックスをオンにします。

[Set Startup Version Only]を設定した場合は、アクティブ化されたファームウェアが pending-next-boot
状態に移行し、サーバはすぐにはリブートされません。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は、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。

c) [OK]をクリックします。

Cisco UCS S3260サーバノードのボードコントローラファームウェアのアクティブ化

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

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

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

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

ます。

（注）

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment]ノードをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインの [Firmware Management]タブをクリックします。

ステップ 4 [Installed Firmware]タブの [Activate Firmware]をクリックします。

Cisco UCS Manager GUIによって [ファームウェアのアクティブ化（Activate Firmware）]ダイアログボック
スが開かれ、Cisco UCSドメイン内のすべてのエンドポイントのファームウェアバージョンが検証されま
す。このステップは、シャーシとサーバの数に基づいて数分かかる場合があります。

ステップ 5 [Activate Firmware]ダイアログボックスのメニューバーにある [Filter]ドロップダウンリストから、[Board
Controller]を選択します。

Cisco UCS Manager GUIによって、[Activate Firmware]ダイアログボックスにボードコントローラを備えた
すべてのサーバが表示されます。

ステップ 6 更新するボードコントローラに合わせて、[Startup Version]ドロップダウンリストからバージョンを選択
します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

ステップ 8 （任意）異なるアーキテクチャの CPUにアップグレードする場合には、[Force Board Controller Activation]
オプションを使用してファームウェアバージョンを更新することもできます。
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Cisco UCS S3260サーバノード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

手順の概要

1. [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。
2. [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。
3. アクティブ化するストレージコントローラが存在するサーバを選択します。

4. [Installed Firmware]タブで [Storage Controller]を選択し、[Activate Firmware]をクリックし
ます。

5. [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

手順の詳細

ステップ 1 [Navigation]ペインで [Equipment]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]の順に展開します。

ステップ 3 アクティブ化するストレージコントローラが存在するサーバを選択します。

ステップ 4 [Installed Firmware]タブで [Storage Controller]を選択し、[Activate Firmware]をクリックします。

ステップ 5 [Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [バージョン設定（Set Version）]ドロップダウンリストから、該当するバージョンを選択します。

1つ以上の選択したエンドポイントがバックアップバージョンとして必要なバージョンで設定されて
いない場合は、[SetVersion]ドロップダウンリストにそのバージョンが表示されません。各エンドポイ
ントについて、[Startup Version]カラムからバージョンを選択する必要があります。

b) [OK]をクリックします。
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