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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ドメイン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。
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Cisco UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドル

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。

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

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、CiscoUCS 6200シリーズ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シリーズ
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シリーズブレードサーバソフトウェアバンドル

このバンドルには、CiscoUCSドメイン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シリーズラックマウント UCS管理対象サーバソフトウェアバンドル

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）

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。

•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

Cisco UCS Manager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。
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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

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

Cisco UCSドメインを更新するには、次のどのソフトウェアバンドルが必要かを判断します。

• Cisco UCS 6300シリーズ、6200シリーズ、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ドメインで必
要です。

• Cisco UCS Bシリーズブレードサーバソフトウェアバンドル：ブレードサーバが含まれる
すべての Cisco UCSドメインで必要です。

• Cisco UCS Cシリーズラックマウント UCS管理対象サーバソフトウェアバンドル：統合さ
れたラックマウントサーバが含まれるCisco UCSドメインのみで必要です。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。
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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 UCS Manager Software] >
[Unified Computing System (UCS) Infrastructure
Software Bundle]をクリックします。

CiscoUCS6300シリーズ、6200シリーズ、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シリーズブレードサーバソフ
トウェアバンドル

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

CiscoUCSCシリーズラックマウントUCS管
理対象サーバソフトウェアバンドル

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、[Release Notes]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) 最新リリースの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 to Cart]：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ドメイン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。
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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 UCS Manager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）

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [Installed Firmware]タブをクリックします。
ステップ 5 [Download Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [Download Firmware]ダイアログボックスで、[Location of the Image File]フィールドの [Remote File

System]オプションボタンをクリックし、次のフィールドに入力します。
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説明名前

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコル。次のいずれかに

なります。

• FTP

• TFTP

TFTPファイルのサイズ制限は 32 MBです。ファー
ムウェアバンドルはそれより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お勧めします。

（注）

• SCP

• SFTP

• [USBA]：ファブリックインターコネクトAに挿入されたUSB
ドライブ。

• [USBB]：ファブリックインターコネクトBに挿入されたUSB
ドライブ。

USB Aおよび USB Bは、Cisco UCS 6324（UCS Mini）お
よび Cisco UCS 6300シリーズ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シリーズ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）

[Protocol]フィールド

ファイルがリモートサーバのファイルである場合は、ファイルが存

在するリモートサーバの IPアドレスまたはホスト名。ファイルが
ローカルソースのファイルである場合、このフィールドには「local」
が表示されます。

IPv4や IPv6アドレスではなくホスト名を使用する場合、
DNSサーバを設定する必要があります。Cisco UCSドメ
インが Cisco UCS Centralに登録されていない、または
DNS管理がローカルに設定されている場合は、CiscoUCS
Managerで DNSサーバを設定します。Cisco UCSドメイ
ンが Cisco UCS Centralに登録されており、DNS管理がグ
ローバルに設定されている場合は、Cisco UCS Centralで
DNSサーバを設定します。

（注）

[Server]フィールド

ファームウェアファイルの名前。[Filename]フィールド
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説明名前

リモートサーバ上のファイルへの絶対パス。

SCPを使用する場合、絶対パスは常に必要です。他のプロトコルを
使用する場合は、ファイルがデフォルトのダウンロードフォルダに

あれば、リモートパスを指定する必要はありません。ファイルサー

バの設定方法の詳細については、システム管理者に問い合わせてく

ださい。

[Path]フィールド

システムがリモートサーバへのログインに使用する必要のあるユー

ザ名。プロトコルが TFTPの場合、このフィールドは適用されませ
ん。

[User]フィールド

リモートサーバのユーザ名のパスワード。プロトコルがTFTPの場
合、このフィールドは適用されません。

[Password]フィールド

ステップ 7 [OK]をクリックします。
Cisco UCS Manager GUIによって、ファームウェアバンドルのファブリックインターコネクトへ
のダウンロードが開始されます。

ステップ 8 （任意） [ダウンロードタスク（Download Tasks）]タブで、ダウンロードのステータスをモニタ
します。

Cisco UCS Managerによってブートフラッシュの領域不足が報告された場合は、[パッ
ケージ（Packages）]タブで古いバンドルを削除して、領域を解放します。ブートフラッ
シュの空き領域を表示するには、そのファブリックインターコネクトに移動し、[機器
（Equipment）]をクリックし、[一般（General）]タブの [ローカルストレージ情報（Local
Storage Information）]領域を展開します。

（注）

ステップ 9 必要なすべてのファームウェアバンドルがファブリック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。
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ローカルファイルシステムから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 UCS Manager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）

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [Installed Firmware]タブをクリックします。
ステップ 5 [Download Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [Download Firmware]ダイアログボックスで、[Location of the Image File]フィールドの [Local File

System]オプションボタンをクリックします。
ステップ 7 [Filename]フィールドに、イメージファイルのフルパスと名前を入力します。

ファームウェアイメージファイルが配置されているフォルダへの正確なパスがわからない場合

は、[Browse]をクリックしてファイルにナビゲートします。

Cisco UCS Miniの HTML5 GUIでファームウェアイメージファイルを検索するには、
[Choose File]をクリックします。

（注）

ステップ 8 [OK]をクリックします。
Cisco UCS Manager GUIによって、ファームウェアバンドルのファブリックインターコネクトへ
のダウンロードが開始されます。

ステップ 9 （任意） [Download Tasks]タブで、ダウンロードされたファームウェアバンドルのステータスを
モニタします。

Cisco UCS Managerによって、ブートフラッシュの領域が不足していることが報告され
た場合は、[Packages]タブで古いバンドルを削除して、領域を解放します。ブートフラッ
シュの空き領域を表示するには、[Equipment]タブのファブリックインターコネクトに
ナビゲートし、[General]タブの [Local Storage Information]領域を展開します。

（注）
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ステップ 10 必要なすべてのファームウェアバンドルがファブリック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。

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [Equipment]ノードを展開します。
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 [Download Tasks]タブで、キャンセルするタスクを右クリックし、[Delete]を選択します。

ファームウェアパッケージの内容の判断

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [Packages]サブタブで、パッケージの内容を表示するには、パッケージの横の [+]アイコンをク
リックします。

ステップ 5 パッケージの内容のスナップショットを取得するには、次の手順を実行します。

a) イメージ名とその内容を含む行を強調表示します。
b) 右クリックし、[Copy]を選択します。
c) クリップボードの内容をテキストファイルまたはその他のドキュメントに貼り付けます。

   Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
10

Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
イメージダウンロードのキャンセル



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ら、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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [ファブリックインターコネクト（Fabric Interconnects）]の順に展開しま
す。

ステップ 3 空き領域をチェックするファブリックインターコネクトをクリックします。

ステップ 4 [ワーク（Work）]ペインで、[一般（General）]タブをクリックします。

ステップ 5 [Local Storage Information]領域を展開します。
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、およびテクニカルサポートファイルを削除してください。

自動インストールによるファームウェアアップグレード
自動インストールでは、次の 2つの段階によって、Cisco UCSドメインを 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。

•インフラストラクチャファームウェアのインストール：Cisco UCSインフラストラクチャソ
フトウェアバンドルを使用して、ファブリックインターコネクト、I/Oモジュール、Cisco
UCSManager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。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。

•サーバファームウェアのインストール：Cisco UCS Bシリーズブレードサーバソフトウェ
アバンドルを使用して Cisco UCSドメインのすべてのブレードサーバをアップグレードし
たり、また Cisco UCS Cシリーズラックマウント UCS管理対象サーバソフトウェアバンド
ルを使用してすべてのラック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。
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自動インストールを使用して、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 Cisco UCS Managerが Cisco UCS 2.1(1)より前のリリースである場合は、自動イ
ンストールを使用して、Cisco UCSドメイン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、自動インストールを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を満たし

ているCiscoUCSドメイン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、自動インストール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）

Cisco UCSManagerリリース 3.1(1l)、3.1(2b)、3.1(2c)、および 3.1(2e)で、[Redundancy]を [Grid]に
設定し、[Power Capping]を [No Cap]に設定して電源ポリシーを設定している場合、自動インス
トールを使用した Cisco UCS Managerソフトウェアのアクティブ化は失敗します。Cisco UCS
Managerリリース 3.1(2b)より前、および 3.1(2e)より後の Cisco UCS Managerリリースでは、自動
インストールを使用した Cisco UCS Managerソフトウェアのアクティブ化は構成された電源ポリ
シーに基づく失敗がなくなりました。

自動インストール後の直接アップグレード

自動インストール中、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。自動インストール後に 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。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。
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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/

インフラストラクチャファームウェアのインストール

インフラストラクチャファームウェアのインストールでは、CiscoUCSManagerを含むCiscoUCS
ドメイン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
Cisco UCSインフラストラクチャソフトウェアバンドル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。

インフラストラクチャファームウェアのインストールでは、Cisco UCSドメインドメイン内の一
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）

サーバファームウェアのインストール

サーバファームウェアのインストールでは、ホストファームウェアパッケージを使用して、Cisco
UCSドメイン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CiscoUCSBシリーズブレードサーバソフトウェ
アバンドル。
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• CiscoUCSドメインに統合されているすべてのラックマウントサーバ用のCiscoUCSCシリー
ズラックマウント UCS管理対象サーバソフトウェアバンドル。

サーバファームウェアのインストール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）

自動インストールのための必要な手順

Cisco UCSドメイン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、自動インストールの各ステージを次の順序で実行する必要があります。

1 インフラストラクチャファームウェアのインストール

2 サーバファームウェアのインストール

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完全な状態のコン

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）とローカルファ
イルシステムから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, （9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。
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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。UCS
Managerの障害の表示には、障害の確認に関する詳細が掲載されています。

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。また、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/configure_the_default_maintenance_policy.html）
の [Play]をクリックして、デフォルトのメンテナンスポリシーを [User Ack]として設定す
る方法を視聴することもできます。

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。

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

動インストールによるインフラストラクチャのファームウェアのアップグレード, （16ペー
ジ）には、詳細情報が掲載されています。また、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/upgrade_the_infrastructure_firmware_with_auto_install.html）
の [Play]をクリックして、自動インストールでインフラストラクチャファームウェアをアップ
グレードする方法を視聴することもできます。

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, （18ページ）には、詳細情報が掲載されています。また、このビデ
オ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/acknowledge_pending_reboot_of_the_primary_fabric_interconnect.html）
の [Play]をクリックして、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
方法を視聴することもできます。

8 新しい障害を確認します。
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自動インストールによるインフラストラクチャのファームウェアの

アップグレード

Cisco UCS Manager GUIのリリースが 2.1(1)よりも古い場合、[Firmware Auto Install]タブは使用で
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、
自動インストールを使用して、Cisco UCSドメイン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、自動インストールを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を

満たしているCiscoUCSドメイン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、自動インストール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）

Cisco UCS Managerリリース 3.1(3)から、自動インストールを使用して Cisco UCS Managerおよび
両方のファブリックインターコネクトにサービスパックをインストールできます。基本のインフ

ラストラクチャパックにサービスパックを適用することはできますが、個別にサービスパック

をインストールすることはできません。

インフラストラクチャパックをアップグレードせずに、互換性のあるサービスパックを自動イ

ンストール経由でインストールできます。これにより、両方のファブリックインターコネクトで

サービスパックのインストールがトリガーされます。特定のサービスパックをインストールする

には、ファブリックインターコネクトを再ロードする必要があります。

サービスパックを使用するインフラストラクチャファームウェアの自動インストールは、すべ

てのインフラストラクチャコンポーネントが Cisco UCS Managerリリース 3.1(3)以降のリリース
である場合にのみサポートされます。

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/upgrade_the_infrastructure_firmware_with_auto_install.html）
の [Play]をクリックして、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
プグレードする方法を視聴することもできます。

はじめる前に

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に記載のすべての前提条件を満た

す必要があります。

Cisco UCSドメインが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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア自動インストール（Firmware Auto Install）]タブをク
リックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Install Infrastructure Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [Install Infrastructure]ダイアログボックスの [Prerequisites]ページで、先に進む前に警告に対処しま

す。

警告は次のカテゴリに分類されています。

•進行中の致命的または重大な障害があるかどうか。

•コンフィギュレーションバックアップが最近実行されているかどうか。

•管理インターフェイスのモニタリングポリシーが有効かどうか。

•保留中のファブリックインターコネクトのリブートアクティビティがあるかどうか。

• NTPが設定されているかどうか。

各警告のハイパーリンクをクリックして直接処理することができます。処理した警告の各チェッ

クボックスをオンにするか、警告を処理せずに続行する場合は [Ignore All]チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 7 [Install Infrastructure Firmware]ダイアログボックスの [Properties]領域で、次のフィールドに値を入
力します。

説明名前

CiscoUCSによって作成および管理されるインフラストラクチャ
パックの名前。このフィールドのデフォルト名を変更したり、

カスタムインフラストラクチャパックを作成することはできま

せん。

[Name]フィールド

インフラストラクチャパックのユーザ定義による説明。この

フィールドはデフォルトで入力されています。ただし、必要に

応じて独自の説明を入力することもできます。

256文字以内で入力します。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[Description]フィールド
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説明名前

インフラストラクチャコンポーネントのファームウェアアップ

グレードに使用できるソフトウェアバンドルのリスト。

[Version]ドロップダウンリス
ト

オンにすると、Cisco UCSでは、選択したバージョンを前回イ
ンストールしようとしたときに失敗または中断した場合でも、

インストールを試みます。

[Force]チェックボックス

ステップ 8 [Install Infrastructure Firmware]ダイアログボックスの [Infrastructure Upgrade Schedule]領域で、次の
いずれかの操作を実行します。

説明オプション

オカレンスが実行される日時。

フィールドの端にある下矢印をクリックして、カレンダーから日

付を選択します。

[Start Time]フィールド

オンにすると、CiscoUCSManagerは [Start Time][Start Time]フィー
ルドフィールドを無視して、[OK]がクリックされるとすぐにイ
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。

[UpgradeNow]チェックボック
ス

ステップ 9 [OK]をクリックします。
[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のファー
ムウェアアップグレードのステータスが表示されます。

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）

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。

特定のサービスパックをインストールするには、ファブリックインターコネクトを再ロードする

必要があります。このようなシナリオでは、サービスパックのインストールを完了させるために

プライマリファブリックインターコネクトの再起動を確認する必要があります。

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

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/acknowledge_pending_reboot_of_the_primary_fabric_interconnect.html）
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の [Play]をクリックして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方法を
視聴することもできます。

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承認する前に、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、インフラストラクチャファー

ムウェアのインストール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、インフラストラクチャ

ファームウェアのインストール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。

手順

ステップ 1 ツールバーの [保留中のアクティビティ（Pending Activities）]をクリックします。
ステップ 2 [PendingActivities]ダイアログボックスで、[User AcknowledgedActivities]タブをクリックします。

ステップ 3 [Fabric Interconnects]サブタブをクリックし、[Reboot now]をクリックします。
ステップ 4 表示される警告ダイアログボックスで [Yes]をクリックします。

警告ダイアログボックスには、最後のリブート後に未確認の障害があることが示され、続行する

かどうかを尋ねられます。

ステップ 5 表示される [Reboot now]ダイアログボックスで [Yes]をクリックし、ファブリックインターコネ
クトをリブートして、保留中の変更を適用します。

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。[Yes]をクリックした後にこのリブートを停止することはできません。
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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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア自動インストール（Firmware Auto Install）]タブをク
リックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Install Infrastructure Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [Install Infrastructure Firmware]ダイアログボックスの [Actions]領域で、[Cancel InfrastructureUpgrade]

をクリックします。

ステップ 7 確認ダイアログボックスが表示されたら、[はい（Yes）]をクリックします。
ステップ 8 [OK]をクリックします。

デフォルトのインフラストラクチャパックおよびサービスパックの

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、デフォルトのインフラストラクチャパックおよびサービスパックのス

タートアップバージョンをクリアする必要があります。
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手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア自動インストール（Firmware Auto Install）]タブをク
リックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Clear Startup Version]をクリックします。
ステップ 6 表示される確認ダイアログボックスで [Yes]をクリックします。
ステップ 7 [OK]をクリックします。

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

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、
自動インストールを使用して、Cisco UCSドメイン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、自動インストールを使用して、ファームウェアレベルの最低要件を

満たしているCiscoUCSドメイン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、自動インストール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）

サーバファームウェアのインストール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）

はじめる前に

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に記載のすべての前提条件を満た

す必要があります。
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手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア自動インストール（Firmware Auto Install）]タブをク
リックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Install Server Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [Install Server 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、サーバのファームウェア
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 Server 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) Cisco UCSドメインにブレードサーバが含まれている場合は、[B-Series Blade Server Software]
領域の[New Version]ドロップダウンリストから、これらのサーバ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) CiscoUCSドメインにラックマウントサーバが含まれている場合は、[C-SeriesRack-MountServer
Software]領域の[New Version]ドロップダウンリストから、これらのサーバをアップグレード
するソフトウェアバンドルを選択します。

Cisco UCSドメインにブレードサーバとラックサーバの両方が含まれている場合は、[Select
Package Versions]ページで Bシリーズブレードサーバおよび Cシリーズラックマウントサー
バの新しいファームウェアバージョンを選択して、ドメイン内のすべてのサーバをアップグ

レードすることを推奨します。

デフォルトのホストファームウェアパッケージを更新すると、関連付けられていな

いサーバと、ホストファームウェアパッケージを含まないサービスプロファイルを

持つサーバのファームウェアがアップグレードされることがあります。このファー

ムウェアアップグレードにより、サービスプロファイルで定義されたメンテナンス

ポリシーに従ってこれらのサーバのリブートが発生する可能性があります。

（注）

c) サーバ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サーバをアップグレード
するサービスパックを選択します。

d) [Next]をクリックします。

ステップ 8 [Install Server Firmware]ウィザードの [Select Host Firmware Packages]ページで、次の手順を実行し
ます。

a) 選択したソフトウェアで更新するホスト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。
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b) 更新する各ホスト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、選択したホスト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。すべてのサーバを更新するには、Cisco UCSドメインのすべ
てのサーバに関連付けられたサービスプロファイルに含まれているホスト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 Server Firmware]ウィザードの [Host Firmware Package Dependencies]ページで、次の手順を
実行します。

a) テーブルに表示される各ホストファームウェアパッケージのノードを展開します。
b) ホストファームウェアパッケージが含まれるサービス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。

• [Host Pack DN]カラム：ホストファームウェアパッケージのナビゲータを開きます。

• [Service Profile DN]カラム：サービス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。

•選択したホスト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。

•適切なホストのファームウェアパッケージを選択済みで、エンドポイントのサーバファー
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。

•サーバ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 Server 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) [Impacted Endpoints]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
クリックします。

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。

•選択したホスト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。

•適切なホストファームウェアパッケージを選択済みで、サーバ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。
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ステップ 11 （任意）サーバ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

ドする各サーバの [FSM]タブをチェックします。
[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。

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
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•ホスト NIC

•ホスト NICオプション ROM

•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 UCS Manager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。
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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

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 UCSManager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。
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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。

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、メンテナンス期間を設定およびス

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ドメイン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。

   Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
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 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 CiscoUCS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、CiscoUCS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。
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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 CiscoUCS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 CiscoUCS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、CiscoUCS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 CiscoUCS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 [PendingActivities]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 CiscoUCS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、CiscoUCS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、[On Next Boot]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。

Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
31

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 CiscoUCS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 CiscoUCS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、CiscoUCS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

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

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することもできます。
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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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [サーバ（Servers）]をクリックします。

ステップ 2 [サービス（Servers）] > [ポリシー（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、[ルート（root）]ノードを展開しま
す。

ステップ 4 [Host Firmware Packages]を右クリックし、[Create Package]を選択します。
ステップ 5 [Create Host 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～ 32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で、この名前を変更することはできません。

ステップ 6 サーバとコンポーネントを選択してホストファームウェアパッケージを設定するには、[How
would you like to configure the Host Firmware Package]フィールドの [Simple]オプションボタンを選
択します。

ステップ 7 [Blade Package]、[Rack 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]からのイメージは、[Blade Package]または [Rack Package]のイメージよりも優先さ
れます。

ステップ 8 [Excluded Components] 領域で、このホスト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
ントがホストファームウェアパッケージに含まれます。

ステップ 9 高度なオプションを使用してホストファームウェアパッケージを設定するには、[How would you
like to configure the Host Firmware Package]フィールドの [Advanced]オプションボタンを選択しま
す。

ステップ 10 各サブタブで、パッケージに含めるファームウェアのタイプごとに次の手順を実行します。
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a) [選択（Select）]カラムで、適切な行のチェックボックスがオンになっていることを確認しま
す。

b) [ベンダー（Vendor）]、[モデル（Model）]、および [PID]カラムで、情報がこのパッケージを
使用して更新するサーバに一致していることを確認します。

c) [バージョン（Version）]カラムで、ファームウェア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。

ステップ 11 必要なすべてのファームウェアをパッケージに追加したら、[OK]をクリックします。

次の作業

ポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルードしま

す。

ホストファームウェアパッケージのアップデート

ポリシーが 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、Cisco UCS Manager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され、アクティブ化されます。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ない場合、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 Cisco UCS Managerによってサーバが再起動されます。

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することもできます。

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [サーバ（Servers）]をクリックします。

ステップ 2 [サービス（Servers）] > [ポリシー（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、[ルート（root）]ノードを展開しま
す。
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ステップ 4 [Host 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 [ワーク（Work）]ペインで、[一般（General）]タブをクリックします。

ステップ 6 各サブタブで、パッケージに含めるファームウェアのタイプごとに次の手順を実行します。

a) [選択（Select）]カラムで、適切な行のチェックボックスがオンになっていることを確認しま
す。

b) [ベンダー（Vendor）]、[モデル（Model）]、および [PID]カラムで、情報がこのパッケージを
使用して更新するサーバに一致していることを確認します。

c) [バージョン（Version）]カラムで、ファームウェア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。

ステップ 7 ホスト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 8 ブレードパッケージを変更するには、[Blade Package]ドロップダウンリストから、ブレードパッ
ケージのバージョンを選択します。

ステップ 9 ラックパッケージを変更するには、[Rack Package]ドロップダウンリストから、ラックパッケー
ジのバージョンを選択します。

ステップ 10 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。

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 11 [Excluded Components] 領域で、このホスト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
ントがホストファームウェアパッケージに含まれます。

ステップ 12 [OK]をクリックします。
CiscoUCSManagerはモデル番号とベンダーを、このポリシーがインクルードされているサービス
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。

既存のサービスプロファイルへのファームウェアパッケージの追加

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おらず、サーバに関連付けられている

場合、CiscoUCSManagerはサーバのファームウェアを新しいバージョンに更新してからアクティ
ブにし、サービスプロファイルに対する変更が保存されるとただちにサーバをリブートします。
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手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [サーバ（Servers）]をクリックします。

ステップ 2 [サービス（Servers）] > [サービスプロファイル（Service Profiles）]の順に展開します。
ステップ 3 アップデートするサービス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、[ルート（root）]ノードを展開しま
す。

ステップ 4 ファームウェアパッケージを追加するサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [ワーク（Work）]ペインの [ポリシー（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、[Firmware Policies]セクションを展開します。
ステップ 7 ホストファームウェアパッケージを追加するには、[Host Firmware]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 [変更の保存（Save Changes）]をクリックします。

ファームウェアの自動同期
Cisco UCS Manager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 UCSManager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、[FirmwareAutoSyncServer]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]：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。

• [User Acknowledge]：[Pending Activities]ダイアログボックスで管理者がアップグレードを確
認するまでサーバのファームウェアは同期されません。
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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 UCS Managerが Cisco UCSドメインとして 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について、その

ファームウェアバージョンの更新時期と更新方法を設定することができます。

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。

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ポリシー（Policies）]タブをクリックします。

ステップ 4 [Global Policies]サブタブをクリックします。
ステップ 5 [Firmware Auto Sync Server Policy]領域で、[Sync State]の値として次のいずれかを選択します。

• [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。

• [User Acknowledge]：[Pending Activities]ダイアログボックスで管理者がアップグレードを確
認するまでサーバのファームウェアは同期されません。
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このオプションは、デフォルトで選択されます。

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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
ドメイン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。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。

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。

Cisco UCS S3260シャーシUCS ラックサーバ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

• 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

Cisco UCS S3260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、シャーシアダプタ、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 S3260 Server
Integration with Cisco UCS Manager, Release』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。
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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

直接のファームウェアアップグレードのステージ

Cisco UCSManager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

Cisco UCS S3260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

• Cisco UCS S3260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

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。

   Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
40

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ステージ



I/Oモジュールに対して [スタートアップバージョンのみを設定する（Set StartupVersionOnly）]
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、[スタートアップバージョンの
みを設定する（Set Startup Version Only）] 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
モジュールの間でプロトコルや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と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、直接のファームウェアアップグレードを実行する場合、Cisco UCSドメイン
で、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
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。
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•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

Cisco UCS Managerリリース 3.1(2)以降では、Cisco UCS Mシリーズサーバはサポートされて
いません。

重要

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完全な状態のコン

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）とローカルファ
イルシステムから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, （9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 UCSManagerソフトウェアをアクティブにします。Cisco UCSManagerソフトウェアのア
クティブ化, （48ページ）には、詳細情報が掲載されています。また、このビデオ
（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/activate_ucsm.html）
の [Play]をクリックして、Cisco UCS Managerソフトウェアをアクティブ化する方法を視聴す
ることもできます。

3 IOMファームウェアを更新します。IOMのファームウェアのアップデート, （52ページ）に
は、詳細情報が掲載されています。また、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/update_and_activate_iom.html）
の [Play]をクリックして、IOMファームウェアを更新する方法を視聴することもできます。

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。UCS Manager
の障害の表示には、詳細情報が掲載されています。

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。また、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/configure_the_default_maintenance_policy.html）
の [Play]をクリックして、デフォルトのメンテナンスポリシーを [User Ack]として設定す
る方法を視聴することもできます。

d VLANと FCOE IDが重複していないことを確認します。

   Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
44

Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
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

b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_65
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_66
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_66
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_67
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/activate_ucsm.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/update_and_activate_iom.html
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_55
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_55
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_59
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_60
b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_0100.pdf#unique_60
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/configure_the_default_maintenance_policy.html


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クティブ化, （
54ページ）には、詳細情報が掲載されています。また、このビデオ
（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/update_and_activate_iom.html）
の [Play]をクリックして、IOMファームウェアをアクティブ化する方法を視聴することも
できます。

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

ターコネクトトラフィックの待避の設定には、詳細情報が掲載されています。また、この

ビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/enable_and_disable_fi_traffic_evacuation.html）
の [Play]をクリックして、ファブリックインターコネクトトラフィックを待避させる方法
を視聴することもできます。

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。従
属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, （54ページ）に
は、詳細情報が掲載されています。また、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/activate_the_firmware_on_a_subordinate_fabric_interconnect.html）
の [Play]をクリックして、従属ファブリックインターコネクトでファームウェアをアクティ
ブ化する方法を視聴することもできます。

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

ンターコネクトトラフィックの待避の設定には、詳細情報が掲載されています。また、こ

のビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/enable_and_disable_fi_traffic_evacuation.html）
の [Play]をクリックして、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す
る方法を視聴することもできます。

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

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, （58
ページ）には、詳細情報が掲載されています。また、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。

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。
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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でのファームウェアのアクティブ化, （56
ページ）には、詳細情報が掲載されています。また、このビデオ

（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/videos/3-1/acitvate_the_firmware_on_a_primary_fabric_interconnect.html）
の [Play]をクリックして、プライマリファブリックインターコネクトでファームウェアを
アクティブ化する方法を視聴することもできます。

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。

f 新しい障害を確認します。

複数のエンドポイントのファームウェアのアップデート

この手順は、シャーシおよびサーバのエンドポイント上のファームウェアを更新する場合に使用

できます。関連するホストのファームウェアパックの一部であるサーバエンドポイントは、この

手順を使用して更新することはできず、エラーが表示されます。この手順を使用してこれらのサー

バコンポーネントを更新するには、割り当てられたホストのファームウェアパックからそれらを

除外してください。

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブの [ファームウェアの更新
（Update Firmware）]をクリックします。
Cisco UCS Manager GUIによって [ファームウェアの更新（Update 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 [Update Firmware]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから [ALL]を選択します。
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すべてのアダプタやサーバの BIOSなど、特定のタイプのすべてのエンドポイントのファーム
ウェアをアップデートする場合は、そのタイプをドロップダウンリストから選択します。

b) [選択（Select）]フィールドで、次のいずれかの手順を実行します。

•すべてのエンドポイントを同じバージョンにアクティブ化するには、[Version]オプショ
ンボタンをクリックし、[バージョン設定（Set Version）]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。

•すべてのエンドポイントを特定のバンドルに含まれるファームウェアバージョンにアク
ティブ化するには、[Bundle]オプションボタンをクリックし、[バンドル設定（SetBundle）]
ドロップダウンリストから適切なバンドルを選択します。

c) [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 UCS Manager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。明示的にアクティブ

化するまで、イメージはバックアップバージョンとして残ります。Cisco UCS Managerはすべて
の更新を同時に開始します。ただし、アップデートによって、完了する時間が異なることがあり

ます。

[ファームウェアの更新（Update Firmware）]ダイアログボックスで、すべてのアップデート済み
エンドポイントについて、[ステータスの更新（Update Status）]カラムに [対応（Ready）]と表示
されると、アップデートは完了です。

ステップ 6 （任意）特定のエンドポイントのアップデートの進捗をモニタするには、エンドポイントを右ク

リックし、[ナビゲータの表示（Show Navigator）]を選択します。
Cisco UCS Managerによって、[一般（General）]タブの [ステータスの更新（Update Status）]領域
に進捗が表示されます。ナビゲータに [FSM]タブがある場合は、そこでも進捗をモニタできます。
[再試行回数（Retry #）]フィールドのエントリが、アップデートが失敗したことを示していない
場合があります。再試行回数には、CiscoUCSManagerが更新ステータスを取得するときに発生す
る再試行も含まれます。

次の作業

ファームウェアをアクティブにします。

Cisco UCS Managerファームウェア
CiscoUCSManager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 Cisco UCS Managerは同じ
バージョンを実行する必要があります。

Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
47

Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
Cisco UCS Managerファームウェア



• Cisco UCS Manager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 Cisco UCS Manager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。

•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
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/activate_ucsm.html）
の [Play]をクリックして Cisco UCS Managerソフトウェアをアクティブ化する方法を視聴するこ
ともできます。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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
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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 [UCS Manager]行で、次の手順を実行します。
a) [スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのドロップダウンリストから、ソフト
ウェアをアップデートするバージョンを選択します。

b) [OK]をクリックします。

CiscoUCSManagerはアクティブなすべてのセッションを切断し、すべてのユーザをログアウトさ
せ、ソフトウェアをアクティブにします。アップグレードが完了すると、再度ログインするよう

求められます。切断された後すぐに再度ログインするよう求められた場合、ログインは失敗しま

す。Cisco UCS Managerのアクティベーションが完了するまで数分待つ必要があります。

Cisco UCS Managerによって、選択したバージョンが起動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。

Cisco UCS Managerソフトウェアのサービスパックのアクティブ化
ここで説明する手順を使用して、Cisco UCS Managerソフトウェアのサービスパックをアクティ
ブ化することができます。このプロセスでは、ファブリックインターコネクトのアップグレード

または再起動は必要ありません。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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 メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから、[UCS Manager]を選択します。
ステップ 6 [Activate Firmware]ダイアログボックスの [UCS Manager]行で、次の手順を実行します。

a) [UCS Manager Service Pack]行で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのド
ロップダウンリストからアップグレードするサービスパックの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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CiscoUCSManagerはアクティブなすべてのセッションを切断し、すべてのユーザをログアウトさ
せ、ソフトウェアをアクティブにします。アップグレードが完了すると、再度ログインするよう

求められます。切断された後すぐに再度ログインするよう求められた場合、ログインは失敗しま

す。Cisco UCS Managerのアクティベーションが完了するまで数分待つ必要があります。

Cisco UCS Managerソフトウェアからのサービスパックの削除

ここで説明する手順を使用して、Cisco UCS Managerソフトウェアからサービスパックを削除す
ることができます。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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 メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから、[UCS Manager]を選択します。
ステップ 6 [Activate Firmware]ダイアログボックスの [UCSManager Service Pack]の行で、[スタートアップバー

ジョン（Startup Version）]カラムの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とし
て [<not set>]を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。

IOM ファームウェア
CiscoUCS I/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。
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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、Cisco UCS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

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 UCS Manager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。
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IOM 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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [IOモジュール（IO Modules）]
の順に展開します。

ステップ 3 アップデートする I/Oモジュールをクリックします。
ステップ 4 [General]タブで [Update Firmware]をクリックします。
ステップ 5 [ファームウェアの更新（Update 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（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によって、選択され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バックアップとして留まります。

ステップ 6 （任意） [ステータスの更新（UpdateStatus）]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。[一般（General）]タブの [ファームウェア
（Firmware）]領域の [バックアップバージョン（BackupVersion）]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。

次の作業

ファームウェアをアクティブにします。

複数の IOM でのファームウェアのアクティブ化
この手順により、これらのエンドポイントのファームウェアのアクティベーションで、データト

ラフィックの中断を最小限に抑えることができます。正しいオプションを設定した次の順序でエ

ンドポイントをアクティブにしないと、エンドポイントがリブートし、データトラフィックが一

時中断する可能性があります。
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[Activate Firmware]ダイアログボックスの [Filter]ドロップダウンリストで [ALL]を選択しない
でください。選択すると、すべてのエンドポイントが同時にアクティブになります。多くの

ファームウェアリリースやパッチには依存関係があるため、ファームウェアの更新を正常に

実行するためにエンドポイントを特定の順序でアクティブにする必要があります。この順序は

リリースやパッチの内容によって異なります。すべてのエンドポイントをアクティブにして

も、更新が目的の順序で実行される保証はなく、エンドポイント、ファブリックインターコ

ネクト、Cisco UCS Managerの間での通信が損なわれる可能性があります。特定のリリースや
パッチの依存関係については、当該のリリースやパッチに付属のリリースノートを参照して

ください。

注意

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（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。
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、[バージョン設定（Set Version）]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、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カ
ラムからバージョンを選択する必要があります。

ステップ 5 IOMファームウェアをアクティブにするには、[Activate Firmware]ダイアログボックスで、次の手
順を実行します。

a) [Filter]ドロップダウンリストから、[IO Modules]を選択します。
b) [Set Version]ドロップダウンリストから、現在の 2.0リリースのバージョンを選択します。
c) [Ignore Compatibility Check]チェックボックスをオンにします。
d) [Set Startup Version Only]チェックボックスをオンにします。

I/Oモジュールに対して [スタートアップバージョンのみを設定する（Set StartupVersion
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、[ス
タートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）] 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モジュールの間でプロトコルやファームウェ
アバージョンの不一致を検出した場合、CiscoUCSManagerは、ファブリックインター
コネクトのファームウェアと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。

重要

e) [Apply]をクリックします。
すべての IOMの [Activate Status]カラムに [pending-next-boot]が表示されている場合は、ステッ
プ 6に進みます。
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ステップ 6 [OK]をクリックします。

IOM でのファームウェアのアクティブ化

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [IOモジュール（IO Modules）]
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 I/Oモジュールが含まれている、[IOModule]
ノードを選択します。

ステップ 4 [General]タブの [Activate Firmware]をクリックします。
ステップ 5 [ファームウェアの有効化（ActivateFirmware）]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [アクティブ化するバージョン（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、[バージョン設定（Set Version）]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、[スタートアップバージョン（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、[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]チェックボック
スをオンにします。

[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]を設定した場合は、有
効化されたファームウェアが pending-next-boot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。

ファブリックインターコネクトのファームウェア

従属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

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/activate_the_firmware_on_a_subordinate_fabric_interconnect.html）
の [Play]をクリックして従属ファブリックインターコネクトのファームウェアをアクティブ化す
る方法を視聴することもできます。
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はじめる前に

クラスタの下位ファブリックインターコネクトであるファブリックインターコネクトを特定しま

す。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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 メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから、[Fabric Interconnects]を選択します。
ステップ 6 下位ファブリックインターコネクトの [Activate Firmware]ダイアログボックスの行で、次の手順

を実行します。

a) [Kernel]行で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのドロップダウンリスト
からアップグレードするファームウェアバージョンを選択します。

b) [System]行で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのドロップダウンリス
トからアップグレードするファームウェアバージョンを選択します。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。
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、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すべての I/Oモジュー
ルをリブートします。このファブリックインターコネクトへの両方向のデータトラフィックは中

断します。しかし、Cisco UCSドメインはトラフィックとポートフェールオーバーを許可するよ
う設定されているため、データトラフィックはプライマリファブリックインターコネクトに

フェールオーバーし、中断しません。

ステップ 8 下位ファブリックインターコネクトの高可用性ステータスを確認します。

ファブリックインターコネクトの [High Availability Details]領域に次の値が表示されない場合は、
シスコのテクニカルサポートに問い合わせてください。プライマリファブリックインターコネ

クトのアップデートに進まないでください。

必要な値フィールド名

Yes[Ready]フィールド

Up[State]フィールド
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次の作業

必要な値が従属ファブリックインターコネクトの高可用性ステータスに格納されている場合は、

プライマリファブリックインターコネクトの更新とアクティベーションを実行します。

プライマリ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

この手順は、従属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, （54ペー
ジ）から直接続いており、[Firmware Management]タブが表示されていることを前提としていま
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/acitvate_the_firmware_on_a_primary_fabric_interconnect.html）
の [Play]をクリックしてプライマリファブリックインターコネクトのファームウェアをアクティ
ブ化する方法を視聴することもできます。

はじめる前に

下位のファブリックインターコネクトをアクティブにします。

手順

ステップ 1 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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 2 メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから、[Fabric Interconnects]を選択します。
ステップ 3 下位ファブリックインターコネクトの [Activate Firmware]ダイアログボックスの行で、次の手順

を実行します。

a) [Kernel]行で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのドロップダウンリスト
からアップグレードするファームウェアバージョンを選択します。

b) [System]行で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのドロップダウンリス
トからアップグレードするファームウェアバージョンを選択します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。
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、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すべての I/Oモジュー
ルをリブートします。このファブリックインターコネクトへの両方向のデータトラフィックは中

断します。しかし、Cisco UCSドメインはトラフィックとポートフェールオーバーを許可するよ
う設定されているため、データトラフィックはもう一方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、このファブリックインターコネクトがプライマリとなります。このファブリック
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インターコネクトが再度稼働状態になると、このファブリックインターコネクトは従属ファブ

リックインターコネクトになります。

ステップ 5 ファブリックインターコネクトの高可用性ステータスを確認します。

ファブリックインターコネクトの [High Availability Details]領域に次の値が表示されない場合は、
シスコのテクニカルサポートに問い合わせてください。

必要な値フィールド名

Yes[Ready]フィールド

Up[State]フィールド

スタンドアロン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

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ドメイン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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [Fabric Interconnects]ノードを展開して、スタンドアロンファブリックインターコネクトをクリッ

クします。

ステップ 4 [General]タブで [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、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

カーネルとして使用するバージョンを選択します。[Kernel Version]ドロップダウン
リスト
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説明名前

オンにすると、Cisco UCSでは、選択したバージョンを前回イ
ンストールしようとしたときに失敗または中断した場合でも、

インストールを試みます。

[Force]チェックボックス

システムとして使用するバージョンを選択します。[System Version]ドロップダウ
ンリスト

オンにすると、Cisco UCSでは、選択したバージョンを前回イ
ンストールしようとしたときに失敗または中断した場合でも、

インストールを試みます。

[Force]チェックボックス

ステップ 6 [OK]をクリックします。

Cisco UCS Managerはファームウェアをアクティブにし、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すべての I/Oモジュールをリブートしま
す。スタンドアロンファブリックインターコネクトでは、これによりCisco UCSドメイン内のす
べてのデータトラフィックが中断します。

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

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   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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)#

ファブリックインターコネクトでのサービスパックの有効化

ここで説明する手順を使用して、ファブリックインターコネクトでサービスパックを有効化でき

ます。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（Activate Firmware）]をクリックします。
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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 メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから、[Fabric Interconnects]を選択します。
ステップ 6 ファブリックインターコネクトの [Activate Firmware]ダイアログボックスの [Service Pack]の行

で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムのドロップダウンリストからアップグ
レードするサービスパックの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。
Cisco UCS Managerは、ファームウェアを有効化します。場合によっては、Cisco UCS Managerに
よってファブリックインターコネクトが再起動され、そのファブリックインターコネクトに対す

るデータトラフィックが中断されます。

ファブリックインターコネクトからのサービスパックの削除

ここで説明する手順を使用して、ファブリックインターコネクトからサービスパックを削除する

ことができます。

Open SLLなどの特定のシナリオでは、サービスパックを削除すると FIの再起動が発生します。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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 メニューバーの [Filter]ドロップダウンリストから、[Fabric Interconnects]を選択します。
ステップ 6 ファブリックインターコネクトの [Activate Firmware]ダイアログボックスの [Service Pack]の行

で、[スタートアップバージョン（Startup Version）]カラムの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として [<not set>]を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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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
ブレードサーバおよび Cシリーズラックサーバのフォームファクタで使用できます。

アダプタ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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [サーバ（Servers）]の順に展開
します。

ステップ 3 アップデートするアダプタを搭載しているサーバのノードを展開します。

ステップ 4 [Adapters]を展開し、アップグレードするアダプタを選択します。
ステップ 5 [General]タブで [Update Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [ファームウェアの更新（Update Firmware）]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
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a) [バージョン（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 UCS Manager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によって、選択され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バックアップとして留まります。

ステップ 7 （任意） [ステータスの更新（UpdateStatus）]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。[一般（General）]タブの [ファームウェア
（Firmware）]領域の [バックアップバージョン（BackupVersion）]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。

次の作業

ファームウェアをアクティブにします。

アダプタでのファームウェアのアクティブ化

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [サーバ（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アダプタ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 [Adapters]を展開し、ファームウェアをアクティブ化するアダプタを選択します。
ステップ 5 [General]タブの [Activate Firmware]をクリックします。
ステップ 6 [ファームウェアの有効化（ActivateFirmware）]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [アクティブ化するバージョン（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、[バージョン設定（Set Version）]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、[スタートアップバージョン（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、[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]チェックボック
スをオンにします。
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直接のアップグレード時に、アダプタに [スタートアップバージョンのみを設定する（SetStartup
Version Only）] を設定する必要があります。この設定では、有効化されたファームウェアが
pending-next-boot状態に移行し、サーバ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、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 [スタートアップバージョンの
みを設定する（Set Startup Version Only）] を設定することはできません。

サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合、アクティブ化されたファーム

ウェアは pending-next-boot状態のままになります。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。

c) [OK]をクリックします。

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 ファームウェアのアップデート

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [サーバ（Servers）]の順に展開
します。

ステップ 3 BIOSの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 [General]タブで [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 [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) （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。
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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、[BackupVersion]の [Update Status]
カラムに [Ready]と表示されます。

次の作業

サーバの BIOS ファームウェアのアクティブ化

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [サーバ（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 [General]タブで [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。

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は、
[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-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

ウェアへ変更されません。

c) [OK]をクリックします。

CIMC ファームウェア
Cisco IntegratedManagementController（CIMC）は、CiscoUCS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
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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

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [サーバ（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 [General]タブで [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]領域で [Update Firmware]をクリックします。
ステップ 7 [ファームウェアの更新（Update 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（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によって、選択され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バックアップとして留まります。

ステップ 8 （任意） [ステータスの更新（UpdateStatus）]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。[一般（General）]タブの [ファームウェア
（Firmware）]領域の [バックアップバージョン（BackupVersion）]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。

次の作業

ファームウェアをアクティブにします。
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サーバの 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されません
が、すべてのKVMセッションで割り込みが発生するため、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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）] > [Chassis Number] > [サーバ（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 [General]タブで [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。
ステップ 7 [ファームウェアの有効化（ActivateFirmware）]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [アクティブ化するバージョン（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、[バージョン設定（Set Version）]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、[スタートアップバージョン（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、[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]チェックボック
スをオンにします。

[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]を設定した場合は、有
効化されたファームウェアが pending-next-boot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。
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PSU ファームウェア
PSUファームウェアは、Cisco UCS Managerから直接更新できます。

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

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）]の順に展開します。
ステップ 3 管理する PSUに対応するシャーシを選択します。
ステップ 4 [Work]ペインの [PSUs]をクリックします。

ステップ 5 [Firmware Management]タブをクリックします。
ステップ 6 アップグレードする PSUを右クリックし、[Update Firmware]を選択します。
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によって、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、明示的にそれをアクティブにするまで、そのまま残ります。

ステップ 8 （任意） [ステータスの更新（UpdateStatus）]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。[一般（General）]タブの [ファームウェア
（Firmware）]領域の [バックアップバージョン（BackupVersion）]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。

次の作業

ファームウェアをアクティブにします。
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PSU でのファームウェアのアクティブ化

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）] > [シャーシ（Chassis）]の順に展開します。
ステップ 3 管理する PSUに対応するシャーシを選択します。
ステップ 4 [Work]ペインの [PSUs]をクリックします。

ステップ 5 アップグレードする PSUを右クリックし、[Activate Firmware]を選択します。
ステップ 6 [General]タブの [Activate Firmware]をクリックします。
ステップ 7 [ファームウェアの有効化（ActivateFirmware）]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [アクティブ化するバージョン（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、[バージョン設定（Set Version）]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、[スタートアップバージョン（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、[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]チェックボック
スをオンにします。

[スタートアップバージョンのみを設定する（Set Startup Version Only）]を設定した場合は、有
効化されたファームウェアが pending-next-boot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。

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

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。
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Cisco UCS B シリーズ M3 以降の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 UCS BシリーズM3以降の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 Cisco UCS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 UCS B200 M4ブレードサーバ
は、CSCuu15465に掲載されている誤った Cisco UCS Manager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, （4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 以降の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、Cisco UCS CシリーズM3以降の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 UCS C220 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。
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Cisco UCS B シリーズ M3 以降のブレードサーバで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をアップグレー

ドする際は、サーバ BIOSのアップグレードと同時に、（Cisco UCSドメインのアップグレー
ドの最後の手順として）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行

うことをお勧めします。これによって、アップグレードプロセス中にサーバをリブートする

回数を低減できます。

（注）

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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 C シリーズ M3 以降のラックサーバで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をアップグレー

ドする際は、サーバ BIOSのアップグレードと同時に、（Cisco UCSドメインのアップグレー
ドの最後の手順として）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行

うことをお勧めします。これによって、アップグレードプロセス中にサーバをリブートする

回数を低減できます。

（注）

手順

ステップ 1 [ナビゲーション（Navigation）]ペインで [機器（Equipment）]をクリックします。

ステップ 2 [機器（Equipment）]ノードをクリックします。
ステップ 3 [ワーク（Work）]ペインの [ファームウェア管理（Firmware Management）]タブをクリックしま

す。

ステップ 4 [インストールされているファームウェア（Installed Firmware）]タブで、[ファームウェアの有効
化（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。

   Cisco UCS Manager ファームウェアリリース 3.1 管理ガイド
72

Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
ボードコントローラファームウェア


	Cisco UCS Manager によるファームウェアの管理
	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
	ファームウェア イメージ ヘッダー
	ファームウェア イメージ カタログ

	シスコからのソフトウェア バンドルの入手
	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
	ローカル ファイル システムからファブリック 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
	イメージ ダウンロードのキャンセル
	ファームウェア パッケージの内容の判断
	ファブリック インターコネクトの空き領域のチェック

	自動インストール によるファームウェア アップグレード
	自動インストール後の直接アップグレード
	自動内部バックアップ
	インフラストラクチャ ファームウェアのインストール
	サーバ ファームウェアのインストール
	自動インストール のための必要な手順
	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
	自動インストールによるインフラストラクチャのファームウェアのアップグレード
	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
	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
	デフォルトのインフラストラクチャ パックおよびサービス パックのスタートアップ バージョンのクリア
	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

	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
	ホスト ファームウェア パッケージ
	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
	ホスト ファームウェア パッケージの作成
	ホスト ファームウェア パッケージのアップデート
	既存のサービス プロファイルへのファームウェア パッケージの追加

	ファームウェアの自動同期
	ファームウェア自動同期サーバ ポリシーの設定

	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
	直接のファームウェア アップグレードのステージ
	直接のファームウェア アップグレードの停止の影響
	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

	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
	複数のエンドポイントのファームウェアのアップデート
	Cisco UCS Manager ファームウェア
	Cisco UCS Manager ソフトウェアのアクティブ化
	Cisco UCS Manager ソフトウェアのサービス パックのアクティブ化
	Cisco UCS Manager ソフトウェアからのサービス パックの削除


	IOM ファームウェア
	IOM のファームウェアのアップデート
	複数の IOM でのファームウェアのアクティブ化
	IOM でのファームウェアのアクティブ化

	ファブリック インターコネクトのファームウェア
	従属ファブリック インターコネクトでのファームウェアのアクティブ化
	プライマリ 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
	スタンドアロン 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
	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
	ファブリック インターコネクトでのサービス パックの有効化
	ファブリック インターコネクトからのサービス パックの削除


	アダプタ ファームウェア
	アダプタのファームウェアのアップデート
	アダプタでのファームウェアのアクティブ化

	BIOS ファームウェア
	サーバの BIOS ファームウェアのアップデート
	サーバの BIOS ファームウェアのアクティブ化

	CIMC ファームウェア
	サーバの CIMC ファームウェアのアップデート
	サーバの CIMC ファームウェアのアクティブ化

	PSU ファームウェア
	PSU でのファームウェアのアップデート
	PSU での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
	Cisco UCS B シリーズ M3 以降のブレード サーバでのボード コントローラ ファームウェアのアクティブ化
	Cisco UCS C シリーズ M3 以降のラック サーバでのボード コントローラ ファームウェアのアクティブ化




