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概要

このドキュメントでは、Cisco MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ ディレクタ スイッチ
（MDS）上でファームウェアをアップグレードする方法について説明します。

背景説明

ヒント：このドキュメントで説明されている手順に関する詳細については、適切な『Cisco
MDS 9000 NX-OS と SAN-OS ソフトウェアのインストールおよびアップグレード ガイド
』を参照してください。また、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチに関連するベスト プラ
クティスの情報を確認するためには、「MDS スイッチの NX-OS アップグレード ベストプ
ラクティス」Cisco サポート コミュニティ記事を参照してください。

中断のないアップグレードの概要

すべてのMDSスイッチは、MDSリリースノートに記載されている制限に従って、中断のないアッ
プグレードとダウングレードをサポートします。

デュアルスーパーバイザを搭載した95xxまたは97xxシリーズMDSでは、ファームウェアアップグ
レード中に新しいコードがスタンバイスーパーバイザにロードされます。その後、スイッチオー
バーが発生し、新しいコードを実行するスーパーバイザがアクティブになります。その後、コー
ドが以前アクティブなスーパーバイザにロードされ、新しいスタンバイスーパーバイザになりま
す。データプレーンは、ファイバチャネルトラフィックを引き続き通過します。その後、モジュ
ールは、番号の最も小さいモジュールから無停止で開始し、最も高いモジュールに進みます。

スーパーバイザが1つしかない91xx、92xx、または93xxシリーズのMDSでは、スーパーバイザ
（コントロールプレーン）がリロードされます。データプレーンは、ファイバチャネルトラフィ
ックを引き続き通過します。

Telnet、セキュア シェル（SSH）、または Simple Network Management
Protocol（SNMP）（Fabric Manager/Device Manager）を介してアップグレードを行う場合は、
両方のスーパバイザにイーサネット接続があることを確認します。アップグレード中に Telnet セ
ッションが失われた後、スイッチに再接続する必要があります。以前のスタンバイ スーパバイザ
に接続します。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/storage-networking/mds-9000-nx-os-san-os-software/products-installation-guides-list.html
https://supportforums.cisco.com/document/108136/nx-os-upgrade-best-practices-mds-switches
https://supportforums.cisco.com/document/108136/nx-os-upgrade-best-practices-mds-switches


注：Cisco では、ファームウェア アップグレードはローカル コンソールから完了すること
を推奨しています。

Upgrade Firmware

ファームウェアをアップグレードするには、次の手順を実行します。

アップグレードする予定のバージョンの MDS リリース ノートをお読みください。変更内容
について学ぶことができるように、必要に応じて、以前のレベルと新しいレベルのファーム
ウェアのリリース ノートを参照してください。リリース ノートには、中断のないアップグ
レードのパスを提供するテーブルがあります。

1.

保存していない変更を行った場合に、イベント内にバックアップを持てるように、実行コン
フィギュレーションとスタートアップ コンフィギュレーションをコピーするために、次の
いずれかのコマンドを入力します。

copy running-config startup-config

copy r s

2.

バックアップで使用できるコピーがあり、ブートフラッシュが読み取り専用（これはまれで
すが、フラッシュに対するエラーが要因となる場合があります）でないことを確認するため
のブートフラッシュに実行コンフィギュレーションをコピーするには、次のコマンドを入力
します。：

copy running-config bootflash:$(SWITCHNAME)-$(TIMESTAMP).cfg

このブートフラッシュの出力例を次に示します。

MDS9124A-2015-04-07-10.02.27.cfg

3.

お使いの TFTP サーバに保存した構成をコピーします。そのために、次の 3 つのことを念頭
に置きます。スイッチ障害のイベントが発生した場合にバックアップを持てるように、運用
TFTP サーバがあり、IP ネットワーク経由でそのサーバに到達でき、スイッチの外部ロケー
ションに構成のコピーが置かれていることを確認します。 ヒント：インターネット上には
、Solarwinds などの利用可能な無料の TFTP サーバが多数提供されています。ブートフラッ
シュのコピーを入力します。tftp:設定を TFTP サーバにコピーするためのコマンドです。以
下が一例です。

copy bootflash: tftp:

<prompts for file name> MDS9124A-2015-04-07-10.02.27.cfg

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

4.

元のバージョンに戻すためのバックアップを持てるように、TFTP サーバ上に現在のファー
ムウェアのコピーがあることを確認します。ない場合、この時点でスイッチから TFTP サー
バにコピーします。

以下は顧客データの例になります:

5.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod_release_notes_list.html


copy bootflash: tftp:

<prompts for file name> m9100-s2ek9-kickstart-mz.3.3.5b.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

copy bootflash: tftp:

<prompts for file name> m9100-s2ek9-kickstart-mz.3.3.5b.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

注：ファイル名入力のためのプロンプトの場合は、実際の現在のバージョンを使用します。
シスコの [Download Software] ページから、新しい NX-OS バージョンをダウンロードしま
す。キックスタートおよびシステム イメージの両方が必要になります。それらを、デフォ
ルトの TFTP ディレクトリ内の TFTP サーバ上に置きます。

スイッチ シリーズを選択するためにこのテーブルを使用でき、その後、スイッチ モデルを
選択できます。

6.

これは、MDS 9148 シリーズ ファームウェア キックスタートとシステム ソフトウェア バー
ジョン 5.2(8f) を使用する例です。

m9100-s3ek9-kickstart-mz.5.2.8f.bin

m9100-s3ek9-mz.5.2.8f.bin

注：Message Digest 5（MD5）チェックサムを取得するには、ダウンロード ページのイメ
ージ名にカーソルを合わせます。

7.

新しいイメージを追加するために、ブートフラッシュに十分な空き領域があることを確認し
ます。領域がない場合、少なくともシステム イメージ ファイルを消去する必要があります
。故障が発生した場合に、（TFTPに）新しいイメージをロードできるポイントへのスイッ
チを取得できるように、キックスタート イメージを保持します。アップグレードを行った
ら、以前のバージョンを削除できます。

このコマンドを入力してブートフラッシュの空き領域を確認します。

dir bootflash:

さらに、デュアルスーパーバイザ スイッチを実行した場合、スタンバイ スーパーバイザ上
に十分な空き領域が同様に存在することを確認するには、次のコマンドを入力します。

dir bootflash://sup-standby/

8.

スイッチ上のブートフラッシュに新しいイメージをダウンロードします。

copy tftp: bootflash:

<prompts for file name> m9100-s3ek9-kickstart-mz.5.2.8f.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

copy tftp: bootflash:

<prompts for file name> m9100-s3ek9-mz.5.2.8f.bin

<prompt for tftp server name or ip address> 192.168.1.1

9.

チェックサムと MD5 チェックサムを確認するために、CLI に次のコマンドを入力します。10.

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=279947628&flowid=7220
https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=279947628&flowid=7220


show file bootflash:filename md5sum

このコードのインストールの影響の確認と、イメージをチェックしてそれらがスイッチと
互換性があることを確認するために、CLI に次のコマンドを入力します。

show install all impact kickstart bootflash:m9100-s2ek9-kickstart-mz.5.2.8f.bin

system bootflash:m9100-s2ek9-mz.5.2.8f.bin

注：このコマンドはインストールのためには使用されませんが、この情報を検証するため
に使用することができます。注：スイッチへのすべてのファイル転送セッション
（SFTP/SCPなど）は、アップグレード/ダウングレードプロセスを開始する前に閉じる必
要があります。オープンなファイル転送セッションがあると、スイッチはISSU/Dの時点で
中断してリロードする可能性があります。詳細はCSCvo2269およびCSCvu52058を参照し
てください。

11.

オプションの手順として、CLI に show incompatibility system bootflash:m9500-sf2ek9-
mz.6.2.5a.bin コマンドを入力できます。以下が一例です。

switch# show incompatibility system bootflash: m9500-sf2ek9-mz.6.2.5a.bin

Cisco Fabric Services (CFS)

The following configurations on active are incompatible with the system image:

1) Service : cfs , Capability : CAP_FEATURE_CFS_ENABLED_DEVICE_ALIAS

Description : CFS - Distribution is enabled for DEVICE-ALIAS

Capability requirement : STRICT

Disable command : no device-alias distribute

12.

CLI に次のコマンドを入力して、ファームウェアをインストールします。

install all kickstart bootflash:m9100-s2ek9-kickstart-mz.4.2.9.bin system

bootflash:m9100-s2ek9-mz.4.2.9.bin

注：影響するテーブルを厳密にモニタしていることを確認します。

13.

コードの各バージョンに対してステップ7 ～ 12を繰り返し、次のバージョンイメージ名を
使用します。

14.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo22269/?rfs=iqvred
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu52058/?rfs=iqvred
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