
Cisco IOS-XE インサービスソフトウェアアッ
プグレードプロセス

Cisco cBR-8ルータは、冗長プラットフォームのインサービスソフトウェアアップグレード
（ISSU）をサポートします。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと

ソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載

されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合

は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）

表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ

   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
ド（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）

2

Cisco IOS-XE インサービスソフトウェアアップグレードプロセス
Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス



インサービスソフトウェアアップグレードについて
CiscocBR-8ルータは、冗長プラットフォームのインサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）
をサポートします。ISSUプロセスを使用すると、ソフトウェアを更新または変更している間も
LCHAを利用してパケット転送を続けることができます。ISSUは 2種類のソフトウェアアップグ
レードモードをサポートします。

•統合パッケージモード

•サブパッケージモード

Cisco cBRシリーズルータの場合、ISSUの互換性はアップグレードされるソフトウェアサブパッ
ケージ、およびハードウェア構成によって異なります。統合パッケージは、デュアル SUP構成の
場合にだけ ISSU対応となり、その他にもこのマニュアルで後述する制限があります。

このマニュアルに記載された特定の手順は、サポートされているテスト済みのインストールシー

ケンスを表します。特別な目的のために、シスコカスタマーサポート担当者の指示を受けながら

他のインストールシーケンスを使用して Cisco IOS-XEシステムソフトウェアをアップグレード
することもできますが、それ以外の場合はこのマニュアルに記載されたステップに従ってくださ

い。Cisco cBRシリーズルータは、SUP上のすべての統合パッケージおよびサブパッケージにつ
いて 1つのバージョンの Cisco IOS-XEを実行するように設計されており、異なるバージョンの
Cisco IOS-XEに含まれるサブパッケージを実行すると、予測できないルータの動作を引き起こす
可能性があります。そのため、このマニュアルに記載されたステップに完全に従う必要がありま

す。

インサービスソフトウェアアップグレードの設定方法
ここでは、ISSU機能の設定について説明します。

統合パッケージアップグレードの設定

統合パッケージアップグレード

ISSUを使用した統合パッケージのアップグレードは、SUP構成の場合にだけ実行できます。シン
グル SUP構成での統合パッケージのアップグレードでは、ISSUはサポートされません。

インサービスのワンショットソフトウェアアップグレード手順を使用すると、1つのコマンドを
使用してソフトウェアをアップグレードまたはダウングレードできます。ワンショット ISSUで必
要なユーザ介入やモニタリングは最小限です。

ワンショットアップグレードの手順は複数の段階に分割されます。障害が発生した場合は、コマ

ンドの実行は停止され、ユーザはロールバックタスクを手動で実行する必要があります。アップ

グレードの 1段階では、必要なスイッチオーバーが自動的に処理されます。スイッチオーバー時
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に、コンソールおよび出力は失われます。追加コマンドが、コンソールに再び接続するために使

用されます。

ワンショットアップグレードは複数の同時アップグレードをサポートしません。（注）

はじめる前に

統合パッケージアップグレードプロセスを実行する前に、次の前提条件を完了してください。

•ルータに 2つの SUPをセットアップします。

•スタンバイ SUPはホットスタンバイモードになっている必要があります。

•自動起動をイネーブルにします。

• SUPは両方とも統合パッケージモードで、同じパスから同じイメージを実行しています。

•両方の SUPのブートフラッシュの空き容量は 700 MB以上です。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXEC
モードをイ

enable

例：

Router> enable

ス

テッ

プ 1   ネーブルにし

ます。

•パスワー
ドを入力

します

（要求さ

れた場

合）。

ワンショット

ISSU手順を使
requestplatformsoftwarepackageinstallnodebootflash:

例：

Router# request platform software package install node
bootflash:subpkg_3_16/cbrsup-universalk9.03.16.00.S.155-3.S-std.SPA.bin

ス

テッ

プ 2   用して cBR-8
ルータをアッ

プグレードし

ます。
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統合パッケージアップグレードの中止

ISSU手順を中止するには、requestplatformsoftwarepackageinstallnodeabortコマンドを使用しま
す。

ユーザが ISSUを中断する場合、SUPにあるラインカードのバージョンは異なります。

新しいバージョンが安定せず、アップグレードを停止したいと顧客が考えている場合は、このコ

マンドを使用して現在のアップグレードプロセスを中断することができます。顧客は、このコマ

ンドを入力したら、SUPと LCの両方の状態を確認し、次の手順で何（ロールバックなど）を実
行するかを決定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルに
します。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要
求された場合）。

ISSU手順を中断します。requestplatformsoftwarepackageinstallnodeabort

例：

Router# request platform software package
install node abort

ステップ 2   

統合パッケージアップグレードのロールバック

アップグレード後に顧客が新しいパッケージに満足しない場合、ロールバック操作を使用して以

前の動作状態にシステムを戻すことができます。冗長グループ外のラインカードはリロードされ

ます。

ロールバック操作では、履歴における一段階前にしか戻れません。顧客がもっと以前のイメー

ジに戻ることを望む場合は、ダウングレード操作を使用する必要があります。

（注）

統合パッケージアップグレードのロールバックを実行するは、次の手順を使用できます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブル
にします。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します
（要求された場合）。

前の作業状態に戻ります。requestplatformsoftwarepackageinstallnoderollback

例：

Router# request platform software package
install node rollback

ステップ 2   

サブパッケージアップグレードの設定

サブパッケージアップグレード

サブパッケージのアップグレードにより、実行中のソフトウェアのサブセットをアップグレード

できます。その目的は、完全なイメージアップグレードではなく、細かい、ターゲットを絞った

修正をパッチすることです。サブパッケージのアップグレードは、シングルおよびデュアル SUP
セットアップをサポートします。

単一の SUP サブパッケージのアップグレード

はじめる前に

ISSUプロセスを実行する前に、次の前提条件を完了してください。

•コンフィギュレーションレジスタのオートブートがイネーブルになっている。

• packages.confファイルシステムの同じディレクトリ内にあるアクティブな SUPにコピーさ
れるターゲットパッチが一緒に起動している。

•必要に応じて、パッチ情報ファイルを SUPにコピーする。

• SUPに十分なブートフラッシュのディスク領域がある。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

enable

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力
します（要求され

た場合）。

サブパッケージ ISSU手
順に従って、1つのSUP

requestplatformsoftwarepackageinstallrp rp-slotfilebootflash:

例：

Router# request platform software package install rp 1 file
bootflash:cbrsup-universalk9.03.17.00.S.156-1.S-std.SPA.bin

ステッ

プ 2   
を搭載した cBR-8ルー
タをアップグレードしま

す。

デュアル SUP サブパッケージのアップグレード

はじめる前に

ISSUプロセスを実行する前に、次の前提条件を完了してください。

•スタンバイ SUPがホットスタンバイになっている。

•コンフィギュレーションレジスタのオートブートがイネーブルになっている。

•サブパッケージモードの両方の SUPが同じ基本イメージとパッチを同じパスから実行して
いる。

• packages.confファイルシステムの同じディレクトリ内にあるアクティブな SUPにコピーさ
れるターゲットパッチが一緒に起動している。

•必要に応じて、パッチ情報ファイルを両方の SUPにコピーする。

•両方の SUPに十分なブートフラッシュのディスク領域がある。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイ
ネーブルにします。

enable

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力
します（要求され

た場合）。
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目的コマンドまたはアクション

サブパッケージ ISSU手
順に従って、デュアル

requestplatformsoftwarepackageinstallnodefilebootflash:

例：

Router# request platform software package install node file
bootflash:cbrsup-universalk9.03.17.00.S.156-1.S-std.SPA.bin

ステッ

プ 2   
SUPを搭載した cBR-8
ルータをアップグレード

します。

サブパッケージアップグレードのロールバック

アップグレード後に顧客が新しいパッケージに満足しない場合、ロールバック操作を使用して以

前の動作状態にシステムを戻すことができます。冗長グループ外のラインカードはリロードされ

ます。

ロールバック操作では、履歴における一段階前にしか戻れません。顧客がもっと以前のイメー

ジに戻ることを望む場合は、ダウングレード操作を使用する必要があります。

（注）

サブパッケージアップグレードのロールバックを実行するは、次の手順を使用できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

前の作業状態に戻ります。requestplatformsoftwarepackageinstallrp
0rollback

ステップ 2   

例：

Router# request platform software
package install rp 0 rollback

ラインカードのみのインサービスソフトウェアアップグレード

ラインカードのアップグレード段階でアップグレードが失敗したり手動で強制終了したりした場

合は、ラインカードのみのアップグレードを開始できます。
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現在のアクティブ SUPと同じバージョンにラインカードだけをアップグレードするには、
requestplatformsoftwarepackageinstallnodelinecard-onlyコマンドを使用します。この場合、特定の
ラインカードをアップグレードするか、シャーシ内のすべてのラインカードをアップグレードす

るかを選択できます。

このコマンドを requestplatformsoftwarepackageinstallnodefile file-pathnoreloadlinecardコマンドと
併せて使用すると、最初にSUPをアップグレードしてから、ラインカードをアップグレードする
ことができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブ
ルにします。

enable

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   

•パスワードを入力します
（要求された場合）。

すべてのラインカードを現在の

アクティブ SUPのラインカー
requestplatformsoftwarepackageinstallnodelinecard-only

例：

Router# request platform software package install
node linecard-only all

ステッ

プ 2   
ドと同じバージョンにアップグ

レードします。

メジャーリリース間での ISSU アップグレード
Cisco IOS XE Fuji 16.7.1リリース以降、ISSUではメジャーリリース間で cbr-8をアップグレード
できます。

手順

ステップ 1 基本イメージをアクティブ SUPとスタンバイ SUPにコピーします。ISSUターゲットイメージを
アクティブ SUPにコピーします。

copy <location>/<base_image> <location_active_sup>
copy <location>/<base_image> <location_standby_sup>
copy <location>/<target_image> <location_active_sup>

ステップ 2 基本イメージを、同じフォルダにある両方の SUPに展開します。

request platform software package expand file <location_active_sup>/<base_image>
request platform software package expand file <location_standby_sup>/<base_image>
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ステップ 3 自動ブート（例）config-reg 0x2102のレジスタを設定します。

config-register 0x2102
boot system <location_active_sup>/packages.conf

ステップ 4 ルータを保存し、サブパッケージモードでリロードします。

reload

ステップ 5 起動後、show version runningを使用して、ロードされた基本イメージの詳細を確認します。

ステップ 6 前と同じ場所にあるアクティブ SUPにターゲットイメージをコピーします。

copy <location>/<target_image> <location_active_sup>

ステップ 7 要求コマンドを使用して ISSUを行います。
request platform software package install node file <location_active_sup>/<target_image>

その他の参考資料
ここでは、ISSU機能に関する参考資料について説明します。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

インサービスソフトウェアアップグレードに関する機能

情報
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
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る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。

次の表は、特定のソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソ

フトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一

連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

（注）

表 2：ISSU に関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能が Cisco cBRシリーズ
コンバージドブロードバンド

ルータに統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1ISSU
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