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Cisco.com からダウンロードしたファイルの整合性を検証する方法

概要

このドキュメントでは、シスコ ソフトウェア ダウンロード サイトから Windows、Mac、Linux
PC および MDS または NX-OS スイッチにダウンロードしたファイルのチェックサムを簡単に検
証する方法を示します。

  

Cisco.com からダウンロードしたファイルの整合性を検証する方
法

シスコ ソフトウェア ダウンロード リンクで、ダウンロードするファイル上にカーソルを置くと
、追加のファイルの詳細が表示されます。これには、MD5 と SHA512 チェックサムが含まれま
す。

Windows PC では、MD5 や SHA512 などのハッシュ アルゴリズムを使用して、すべてのファイ
ルで固有のチェックサムを確立できる組み込みツール certutil があります。



certutil -hashfile <filename> MD5|SHA512

例として上記の m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin ファイルを使用します。

c:\Temp>certutil -hashfile m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin MD5

MD5 hash of file m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin:

2d c1 55 94 5b 35 f9 6e 12 9c a8 e1 43 78 02 55

CertUtil: -hashfile command completed successfully.

 

c:\Temp>certutil -hashfile m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin SHA512

SHA512 hash of file m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin:

8e d2 c7 0b 87 9e d7 6b e2 f1 49 f7 0a 1d 35 c9 2e 75 75 bc 2f 88 1b 49 73 b6 a4 a8 db 44 98 78

2d 14 5d 6d a6 f4 e5 08 71 ce 98 21 86 2a 76 a7 26 72 2b e3 b1 fc 0b a6 08 12 9e c7 3d 6e c2 ff

CertUtil: -hashfile command completed successfully.

c:\Temp>

Mac では、これを行うために、md5 または shasum -a 512 <filename> を使用できます。

$ md5 m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

MD5 (m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin) = 2dc155945b35f96e129ca8e143780255

 

$ shasum -a 512 m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

8ed2c70b879ed76be2f149f70a1d35c92e7575bc2f881b4973b6a4a8db4498782d145d6da6f4e50871ce9821862a76a7

26722be3b1fc0ba608129ec73d6ec2ff m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

Linux または Unix マシンでは、通常 /usr/bin にある md5sum または sha512sum を使用します。

$ md5sum m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

2dc155945b35f96e129ca8e143780255 m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

 

$ sha512sum m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

8ed2c70b879ed76be2f149f70a1d35c92e7575bc2f881b4973b6a4a8db4498782d145d6da6f4e50871ce9821862a76a7

26722be3b1fc0ba608129ec73d6ec2ff m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

ファイルが MDS または Nexus ブートフラッシュに転送されたら、次を使用して md5sum または
sha512sum を確認できます。

MDSswitch# show file bootflash:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin ?

<CR>

> Redirect it to a file

>> Redirect it to a file in append mode

cksum Displays CRC checksum for a file

md5sum Displays MD5 checksum for a file

sha256sum Displays SHA256 checksum for a file

sha512sum Displays SHA512 checksum for a file

| Pipe command output to filter

MDSswitch# show file bootflash:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin md5sum

2dc155945b35f96e129ca8e143780255

MDSswitch# show file bootflash:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin sha512sum

8ed2c70b879ed76be2f149f70a1d35c92e7575bc2f881b4973b6a4a8db4498782d145d6da6f4e50871ce9821862a76a7

26722be3b1fc0ba608129ec73d6ec2ff



上記から、シスコ ソフトウェア ダウンロード サイトから Windows、Mac、Linux PC、および
MDS スイッチにダウンロードした m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin ファイルに、md5sum と
sha512sum の文字があることが分かります。

これにより、スイッチに転送されたファイルの有効性が確認されます。

注:  以前の NX-OS バージョンには sha512sum オプションがない場合がありますが、
md5sum はすべてのバージョンに存在しています。
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