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概要

32ビットか 64 ビット IOS XR を、アップグレードすることを行くときアップグレードをゲート
で制御する pacakages のための証明書および表記がどのようにへの行われるかいくつかの変更が
ずっとあります。

アップグレード シスコのドキュメント

シスコのドキュメントは、ある特定のリリースへのアップグレードのための PDFs、ここに含ま
れているのが常でありました:

http://www.cisco.com/web/Cisco_IOS_XR_Software/index.html

ただし、この Web ページの deprecation が原因で特定の製品の特定のリリースのための
Software Download ページの下で少数の異なる形式で今 IOS XR アップグレード ドキュメントを
保存します。

docs.tar としてだけ 32ビットか 64 ビットをサポートする製品に関しては。●

32ビットのための px-docs.tar および 64 ビットのための x64-docs.tar として ASR9K に関し
ては。

●

http://www.cisco.com/web/Cisco_IOS_XR_Software/index.html


32ビット IOS XR 証明書終止（Abraxas）

該当するリリース

Pre-5.3.1 は 2015 年 10 月 17 日以降に SMUs をインストールするのに必要とされる
Abraxas 新しいコードか証明書および XR コードが含まれていません

●

5.3.0 は回避策 CSS サーバのない統合が含まれています●

エラー メッセージ

SMU/PIE ポストをインストールするか、または追加することを試みた場合 10月 17 2015 年 2015
年 10 月 17 日に CSS 証明書の満了による下記のエラーに動作します。

Error: Cannot proceed with the add operation because the code signing

Error: certificate has expired.

Error: Suggested steps to resolve this:

Error: - check the system clock using 'show clock' (correct with 'clock set' if necessary).

Error: - check the pie file was built within the last 5 years using '(admin) show install pie-

info

回避策

パッケージ ポスト 2015 年 10 月 17 日のインストールを可能にするリリースに SMUs および新
しい証明書があります。

より古いのために必要とします turboboot をルータ リリースします。

フィールド通知

アップグレード MOP

32ビット IOS XR 破損円ファイル（SWIM）

該当するリリース

Pre-5.3.2 は署名する SWIM が含まれないし、今完全に非難されるレガシー コードの署名サ
ーバ（CSS）ソフトウェアまたは Abraxas だけをサポートします

●

5.3.2 から 6.3.1 サポート Abraxas および SWIM 両方●

サポート SWIM 署名の上だけの 6.3.2 および●

Abraxas サーバが解放 した後作成されるいくつかの最新の SMU はまた SWIM だけと（5.3.4
SP9 の後で）署名します

●

5.3.1 および以前のリリース以来 Abraxas だけサポートします（の上の 10 月以降に 17 2015）お
よび 6.3.2 日はおよびサポート署名する SWIM だけルータ交互にアップグレードすることができ
ません。 次に 5.3.1 をまたは実行する場合より高いそれから 5.3.2-6.3.1 第 1 と 6.3.2 にアップグ
レードして下さい前。

例

質問： 5.3.1 を実行して、6.4.2 にアップグレードしたいです。 これははたらきますか。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/field-notices/639/fn63979.html
/content/en/us/td/docs/routers/technotes/MOP-CSS-to-Abraxas.html


回答： いいえ、SWIM をサポートする中間リリースに最初にアップグレードして下さい。

質問： 5.3.4 を実行して、6.4.2 にアップグレードしたいです。 これははたらきますか。

回答： はい、5.3.4 として Abraxas および SWIM を両方サポートします。

質問： 5.3.1 を実行して、5.3.4 プラス最新の SMU にアップグレードしたいです。 これははたら
きますか。

回答： 5.3.4 第 1 へのアップグレードおよび次に上で SMU をインストールすることははたらき
ます。 ただし両方の 5.3.4 をアクティブにして + 最も遅く SMU はすぐに 5.3.1 が SMU 表記を理
解しないので失敗します。

エラー メッセージ

Error:    Cannot proceed with the add operation because the pie file

    Error:    '/tmp/install/tar/instdir/8918452_223000000/asr9k-video-px.pie-6.

    Error:    3.3' is corrupt.

回避策

次に SWIM を必要とするコードのバージョンへの 5.3.x へのアップグレード最初におよび●

Turboboot●

64 ビット IOS XR RPM 表記

該当するリリース

Pre-6.3.2 は署名された RPM を使用しないし、従って影響を受けています

エラー メッセージ

2017-07-25 10:33:16:: Traceback (most recent call last):

File "/pkg/bin/install", line 2202, in <module>

main(options,args)

File "/pkg/bin/install", line 1440, in main

upgrade_packages(options, pkglist)

File "/pkg/bin/install", line 1758, in upgrade_packages

upgrade(options,pkgs,cur_version)

File "/pkg/bin/install", line 1919, in upgrade

more_package = pkgstate.checkcompat()

File "/opt/cisco/XR/packages/ncs5500-infra-5.0.0.0-r622/rp/bin/package.py", line 1218, in

checkcompat

version,pkg_name,release = result.split()

ValueError: too many values to unpack

2017-07-25 10:33:16::

Error: An exception is hit while executing the install operation.

If you hit same error on retries, please collect "show tech install"

and contact cisco-support.

回避策



XR および sysadmin ブリッジ SMU を、両方同時にインストールすることができますインストー
ルして下さい


	IOS XR アップグレード変更: 認証満了（Abraxas）、破損したパイ ファイル（SWIM）、および RPM 表記（64 ビット eXR）
	目次
	概要
	アップグレード シスコのドキュメント
	32ビット IOS XR 証明書終止（Abraxas）
	該当するリリース
	エラー メッセージ
	回避策

	32ビット IOS XR 破損円ファイル（SWIM）
	該当するリリース
	例

	エラー メッセージ
	回避策

	64 ビット IOS XR RPM 表記
	該当するリリース
	エラー メッセージ
	回避策



