
統合パッケージとサブパッケージの管理

このマニュアルでは、CiscocBRシリーズコンバージドブロードバンドルータでの統合パッケー
ジとソフトウェアサブパッケージ（個別およびオプション）の動作および管理の方法について

説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。
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• コマンドセットを使用したソフトウェアファイルの管理, 4 ページ

• 統合パッケージおよび個別のサブパッケージを使用したルータの管理および設定, 5 ペー
ジ

• 個別のサブパッケージのアップグレード, 27 ページ

• その他の参考資料, 35 ページ

• 統合パッケージとサブパッケージの管理に関する機能情報, 35 ページ

機能情報の確認

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。
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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。

個別およびオプションのサブパッケージを使用した Cisco
cBR シリーズルータの実行：概要

Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンドルータは、個別のサブパッケージおよびオプ
ションのサブパッケージを使用して稼働するように設定できます。

ルータが個別およびオプションのサブパッケージを使用して稼働するように設定されている場合:

•統合パッケージ内の各個別サブパッケージが、固有ファイルとしてルータに抽出されます。

•また、オプションのサブパッケージはすべて個別にダウンロードし、抽出されたプロビジョ
ニングファイルや他の個別サブパッケージと同じディレクトリに保存する必要があります。

•次に、ルータは、動作の処理に必要な場合に各ファイルにアクセスすることで実行されま
す。個別のサブパッケージを使用してルータが適切に動作するように、すべての個別のおよ

びオプションのサブパッケージファイルはルータの同じディレクトリに保存する必要があり

ます。

個別のサブパッケージおよびオプションのサブパッケージを使用してルータを稼働する場合は、

統合パッケージ内に個別のサブパッケージファイルとともに含まれているプロビジョニングファ

イルを使用してルータをブートするように設定する必要があります。プロビジョニングファイル

も個別のサブパッケージファイルおよびオプションのサブパッケージと同じディレクトリ内に格

納する必要があります。ルータのブート速度は、統合パッケージで稼働するように設定されてい

る場合よりも、個別のサブパッケージおよびオプションのサブパッケージで稼働するように設定

されている方が高速です。

Cisco cBRシリーズルータは、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバまたはその他のネット
ワークサーバに保存されている個別のサブパッケージおよびオプションのサブパッケージを実行

するようには設定できません。ルータを稼働するこの方法を使用するには、個別のおよびオプショ

ンのサブパッケージをプロビジョニングファイルとともに bootflash:ファイルシステムにコピー
します。

統合パッケージを使用した Cisco cBR シリーズルータの
実行：概要

Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンドルータは、統合パッケージを使用して稼働する
ように設定できます。
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統合パッケージからルータをブートする場合、オプションのサブパッケージはサポートされま

せん。

（注）

ルータで統合パッケージでの実行が設定されている場合は、統合パッケージファイル全体がルー

タにコピーされるか、または TFTPまたはその他のネットワーク転送方式でルータからアクセス
されます。ルータは、統合パッケージファイルを使用して稼働します。

統合パッケージを使用して稼働するように設定されたルータは、統合パッケージファイルをブー

トすることで、起動します。このファイルは容量が大きいため、統合パッケージを使用して稼働

するルータのブートプロセスは、個別のサブパッケージで稼働するルータのブートプロセスより

低速になります。

統合パッケージで稼働するように設定されたルータには、個別のサブパッケージで稼働するよう

設定されたルータと比べて、いくつかの利点もあります。その利点の 1つとして、統合パッケー
ジが TFTPまたはその他のネットワーク転送方式を使用してブートおよび利用できる点が挙げら
れます。また、1つの統合パッケージファイルを使用するようにルータを設定する方が、複数の
個別のサブパッケージファイルを管理するよりも簡単です。特定のネットワーキング環境でルー

タを実行する場合は、統合パッケージを使用した方が望ましい方法です。

この方式を使用してルータを実行する場合は、統合パッケージを bootflash:、usb[0-1]:、またはリ
モートファイルシステムに保存する必要があります。

Cisco cBR シリーズルータの実行：概要
個別のサブパッケージを使用してルータを実行する場合は、次の利点があります。

•ルータは、個別のサブパッケージのブートアプローチを使用して起動すると、最も早く起動
します。

•完全な統合イメージではなく、個別のサブパッケージをアップグレードすることができま
す。

統合パッケージを使用してルータを実行する場合は、次の利点があります。

•インストールを簡素化：複数の個別のイメージではなく、1つのソフトウェアファイルだけ
が管理されます。

•ストレージ：統合パッケージは個別のサブパッケージとは異なり、bootflash:、USBフラッ
シュディスク、ネットワークサーバのいずれかに保存した状態でルータを実行できます。

統合パッケージは TFTPまたはその他のネットワーク転送方式でブートして使用することが
できますが、個別のサブパッケージ方式では、個々のサブパッケージをルータの bootflash:
ファイルディレクトリにコピーする必要があります。
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欠点利点実現方法

•複数のソフトウェアサブ
パッケージは管理が困難

です。

• TFTPサーバまたはその他
のネットワークサーバか

らはブートできません。

個別のサブパッケージの

ブート方式を使用する場

合、各個別サブパッケー

ジファイルは、bootflash:
ディレクトリにあること

が必要です。

•個別のおよびオプション
のサブパッケージファイ

ルとプロビジョニング

ファイルは、bootflash:に
保存する必要があります。

ブート時間が短縮されます。個別のおよびオプションのサブ

パッケージ

システムでオプショ

ンのサブパッケージ

をインストールする

必要がある場合は、

この方法を使用する

必要があります。

（注）

大きなイメージを常時処理する

必要があるため、ブートに時間

がかかり、最大システムスケー

ラビリティが低下します。

•管理が簡素化されます。
多数のファイルではなく、

1つのファイルだけが管理
されます。

•統合パッケージファイル
を bootflash:、任意のTFTP
サーバやその他のネット

ワークサーバのいずれか

に保存できます。

統合パッケージ

コマンドセットを使用したソフトウェアファイルの管理
Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンドルータで、次の個別のコマンドセットを使用し
てソフトウェアファイルを管理できます。

request platform コマンドセット

request platform software packageコマンドは、 Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンド
ルータに導入されている request platformコマンドセットの一部です。
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request platform software packageコマンドは、個別のサブパッケージおよび統合パッケージ全体
をアップグレードする場合に使用でき、Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンドルータ
上のソフトウェアのアップグレードに使用されます。request platform software packageコマンド
は、特に個別のサブパッケージをアップグレードする場合に推奨されます。また、ルータが個別

のサブパッケージを実行している場合、ルータ上の個別のサブパッケージをダウンタイムなしで

アップグレードできる唯一の方法でもあります。

request platform software packageコマンドを使用する場合は、コマンドラインで宛先デバイスま
たはプロセスを指定する必要があるので、このコマンドを使用すると、アクティブまたはスタン

バイプロセッサの両方でソフトウェアをアップグレードできます。

コマンド構文

request platform software package install rp rp-slot-numberfile file-URL

値は次のとおりです。

• rp-slot-numberは RPスロットの数、

• file-URLはルータのアップグレードに使用するファイルのパスです。

copy コマンド

copyコマンドを使用すると、ルータに統合パッケージおよび個別のサブパッケージを移動できま
す。ただし、このコマンドにより特定のストレージから別のストレージに個別のサブパッケージ

ファイルを移動するのは、ほとんどの場合、非効率的です（このような場合は、統合パッケージ

を移動してからサブパッケージを抽出するか、統合パッケージを移動せずにサブパッケージを抽

出する方法を推奨します）。

Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンドルータ上の統合パッケージをアップグレードす
るには、他のほとんどのCiscoルータの場合と同じように、copyコマンドを使用して統合パッケー
ジをファイルシステム（通常は bootflash）にコピーします。このコピーを行ってから、統合パッ
ケージファイルを使用してブートするようにルータを設定します。

個別のサブパッケージを使用してルータをアップグレードし、リブートするには、copyコマンド
を使用して統合パッケージをルータにコピーし、 request platform software package expandコマ
ンドを入力して個別のサブパッケージを抽出してから、サブパッケージを使ってブートするよう

にルータを設定します。同一の統合パッケージ内のそれぞれ個別のサブパッケージをディレクト

リからコピーしたり、request platform software packageコマンドを使用してルータのディレクトリ
にサブパッケージを抽出したりするなど、他の方式も使用できますが、個別のサブパッケージを

コピーすることは、ほとんどの場合、非効率的です。

統合パッケージおよび個別のサブパッケージを使用した

ルータの管理および設定
このセクションでは、ルータ上のパッケージ、サブパッケージ、パッチを管理および設定するた

めに使用する方法を説明します。
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ケーブルラインカードのプロセスリスタート

パッケージやサブパッケージをアップグレードして管理する方法では多くの場合、最後の手順と

して、ソフトウェアの設定またはアップグレード先のルータまたはコンポーネントをリロードし

ます。ルータまたはコンポーネントのリロードには、次のデメリットがあります。

•サービスが停止する（制限される）

•モデムのコンフィギュレーションデータが失われる

•ラインカードや他のコンポーネントのリブートに時間がかかる

N+1ラインカード高可用性（LCHA）システムでは、ラインカードでパッケージをアップグレー
ドすると常に、アクティブおよびスタンバイラインカードが再起動します。これは、ラインカー

ドの現場交換可能ユニット（FRU）用サブパッケージのアップグレードの場合も同じです。パッ
ケージまたはサブパッケージをアップグレードしたときは常に、ラインカードを再起動する必要

があります。N個のアクティブラインカードでパッケージアップグレードを行った場合、合計で
2xNの再起動を行うことになります。これには多くの時間がかかり、ラインカードの再起動時に
サービスが影響を受ける可能性があります。

ルータおよびラインカードのリロードのデメリットを避けるため、RFラインカードでパッケージ
をアップグレードする場合は、ケーブルラインカードのプロセスリスタート機能を使用してくだ

さい。

プロセスリスタート機能は、RFラインカードへパッケージをアップグレードまたはインス
トールして使用してください。

（注）

ケーブルラインカードのプロセスをリスタートする機能として、主に次の 2つの機能がありま
す。

•ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート

•ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート機能には次のメリットがあ

ります。

•パッケージのアップグレードが簡略化され、アクティブおよびスタンバイラインカードの
LCHAベースの再起動が不要です。

•サービスを中断せずに特定のプロセスを再起動します。

• IOSdプロセスの再起動後、モデムのコンフィギュレーションデータはすべて回復されます。

• IOSdプロセスの再起動中のモデムのコンフィギュレーションデータの変更は、IOSdプロセ
スが再起動した後に調整されます。
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•セカンダリラインカードのシャットダウンおよび非シャットダウンプロセスは、自動的に
実行されます。

制約事項

•ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセス再起動機能を使用してラインカー
ド IOSをアップグレードするには、サブパッケージに cbrsup-clciosおよび cbrsup-clciosdbに
関するパッチが必要です。

• IOSdおよび USスケジューラの再起動がサポートされています。IOSdのみを再起動する
（IOSd/IOSdbパッケージが必要）ことも、USスケジューラのみを再起動する（clc-docsis
パッケージが必要）こともできます。また、単一のコマンドで両方を再起動することもで

き、その場合、USスケジューラが最初に再起動し、その後、IOSdが再起動します。この場
合、IOSd/IOSdbおよび clc-docsisパッケージが必要となります。

その他の制約事項は、次のとおりです。

• IOSdプロセスは、プライマリアクティブ RFラインカードでのみ再起動できます。

• IOSdプロセスを再起動する前にセカンダリRFラインカードをシャットダウンする必要があ
ります。

•二重障害（つまり IOSdと 1つ以上のプロセスの同時停止）が発生した場合、IOSdプロセス
の再起動は機能しません。二重障害の結果、ラインカードのリロードが発生します。

•現行の IOSdプロセスが完全に回復するまで、次の IOSd（次の RFラインカード上の IOSd）
は実行されません。

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート機能は、次の再起動オプ

ションを提供します。

•特定のスロットを再起動するには、slot slot numberオプションを指定した request platform
software process restartコマンドを使用します。

•特定のスロットを指定せずにすべてのラインカードを再起動するには、slot slot numberオプ
ションを指定せずに request platform software process restartコマンドを使用します。

•すべてのラインカードを間隔ベースで再起動するには、interval secsオプションを指定した
request platform software process restartコマンドを使用します。

覚えておく必要のある重要なポイント

•ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセス再起動機能を使用する前に、
hw-module slot shutdown コマンドを使用してセカンダリラインカードをシャットダウンし
てください。

•ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセス再起動機能が開始すると、セカン
ダリラインカードが自動的にシャットダウンします。

•ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセス再起動機能を使用する前に、
hw-module slot shutdown コマンドを使用してセカンダリラインカードをシャットダウンし
てください。
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•ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセス再起動機能が開始すると、セカン
ダリラインカードが自動的にシャットダウンします。

•サブパッケージのアップグレード後にラインカードがリロードされないようにするには、
noreload linecardオプションを指定した request platform software package install node fileコ
マンドを使用します。

•再起動プロセスを確認するには、show platform software ios slot slot numberrestart infoコマン
ドを使用します。

クラッシュ時の再起動

クラッシュの発生後は、ケーブルラインカードコントロールプレーンプロセスおよびアップス

トリームスケジューラプロセスが自動的に再起動されます。プロセスが再起動されると、セカン

ダリラインカードがリセットされます。

制約事項

•クラッシュ時の再起動は、アクティブなプライマリラインカードでのみサポートされます。

次の表に、さまざまなルールごとのクラッシュ発生時のケーブルラインカードの動作を記載しま

す。

表 1：ケーブルラインカードプロセス再起動ポリシーマトリックス

セカンダリケーブルラ

インカードの状態

クラッシュ時セカンダリケーブルラ

インカードの有無

スイッチオーバー後、

アクティブ

ケーブルラインカード

をリセット

ありLCHAまたは LCPR

該当なし再起動なしプロセス再起動が有効

スイッチオーバー後、

アクティブ

ケーブルラインカード

をリセット

ありLCHAまたは LCPR

該当なしケーブルラインカード

をリセット

なしプロセス再起動が無効

プライマリケーブルラ

インカードでプロセス

が再起動した後、セカ

ンダリケーブルライン

カードをリセット

プロセス再起動あり優先 LCHAなし、
LCPRなし

該当なしプロセス再起動なしプロセス再起動が有効
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セカンダリケーブルラ

インカードの状態

クラッシュ時セカンダリケーブルラ

インカードの有無

スイッチオーバー後、

アクティブ

ケーブルラインカード

をリセット

あり優先 LCHAなし、
LCPRなし

該当なしケーブルラインカード

をリセット

なしプロセス再起動が無効

（注） •手動プロセス再起動は、設定されているポリシーに依存せず、セカンダリケーブルライ
ンカード（存在する場合）を停止/停止解除します。

•「LCHA優先」と「プロセス再起動が有効」がデフォルトです。disable-auto-restartおよび
lcha-preferredコマンドを使用して、この2つのパラメータを設定できます。詳細について
は、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/cmts/cmd_ref/b_cmts_cable_cmd_ref.htmlを参
照してください。

•コントロールプレーンプロセス再起動とアップストリームスケジューラプロセス再起
動の動作は同じです。

•スタンバイモードのセカンダリケーブルラインカードは、存在すると見なされます。

ケーブルラインカードプロセス再起動機能に追加された再起動再試行制限機能は、クラッシュ

時の再起動にのみ適用されます。この機能を使用すると、再起動再試行回数の制限を設定できま

す。この制限内でプロセスの再起動が成功しなければ、ラインカードはリロードされます。この

機能により、再起動が失敗したときにラインカードがいつまでも再起動されるのを回避できま

す。

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート機能の使用

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート機能を使用するには、コマ

ンドを使用して RFラインカードサブパッケージアップグレードをインストールします。

手順

ステップ 1 request platform software package install node file noreload linecardコマンドを使用して RFライン
カードサブパッケージアップグレードをインストールします。

Router#request platform software package install node file bootflash:sp/cbr_patch.9.0.tar
noreload linecard
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ステップ 2 すべてのケーブルラインカードの RFラインカード IOSdプロセスを順番に再起動するには、
request platform software process restartコマンドを使用します。

Router# request platform software process restart

ステップ 3 特定のケーブルラインカードの RFラインカード IOSdプロセスを再起動するには、request
platform software process restart slot slot#コマンドを使用します。

Router# request platform software process restart slot 7

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート再試行制限の設定

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタートの再試行制限を設定するに

は、次の手順に従います。

enable
configure terminal
process-restart
lc-control-plane-timeout time
restart-retry retry-times
exit

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート機能の例

ここでは、ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスで使用されるコマンドの出

力例を示します。

この例には、サブパッケージアップグレードをインストールする noreload linecardオプションを
指定した request platform software package install node fileコマンドの出力が示されています。

Router# request platform software package install node file bootflash:sp/cbr_patch.9.0.tar
noreload linecard
Image file expanded and copied
Expanding image file: stby-bootflash:sp/cbr_patch.9.0.tar
Image file expanded and copied
Finished image file expansion
Found clc package
STAGE 1: Installing software on standby RP
==========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 ---
Finished local lock acquisition on R0
--- Starting installation state synchronization ---
Finished installation state synchronization
--- Starting local lock acquisition on R1 ---
Finished local lock acquisition on R1
--- Starting file path checking ---
Finished file path checking
--- Starting image file verification ---
Checking image file names
Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-clcios.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Found cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
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Creating candidate provisioning file
Finished image file verification
--- Starting candidate package set construction ---
Verifying existing software set
Processing candidate provisioning file
Constructing working set for candidate package set
Constructing working set for running package set
Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction
--- Starting ISSU compatibility verification ---
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility
Checking infrastructure compatibility with running software
Checking package specific compatibility
Finished ISSU compatibility verification
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cbrsup-clcios.2015-03-23_17.28_haolin2.SSA.pkg
Removed cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.28_haolin2.SSA.pkg
New files list:
Added cbrsup-clcios.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Added cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Finished list of software package changes
--- Starting commit of software changes ---
Updating provisioning rollback files
Creating pending provisioning file
Committing provisioning file
Finished commit of software changes
--- Starting analysis of software changes ---
Finished analysis of software changes
--- Starting update running software ---
Blocking peer synchronization of operating information
Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information
Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software
SUCCESS: Finished installing software.
STAGE 2: Installing software on active RP
=========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 ---
Finished local lock acquisition on R0
--- Starting installation state synchronization ---
Finished installation state synchronization
--- Starting file path checking ---
Finished file path checking
--- Starting image file verification ---
Checking image file names
Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-clcios.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Found cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification
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--- Starting candidate package set construction ---
Verifying existing software set
Processing candidate provisioning file
Constructing working set for candidate package set
Constructing working set for running package set
Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction
--- Starting ISSU compatibility verification ---
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility
Checking infrastructure compatibility with running software
Checking package specific compatibility
Finished ISSU compatibility verification
--- Starting impact testing ---
Checking operational impact of change
Finished impact testing
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cbrsup-clcios.2015-03-23_17.28_haolin2.SSA.pkg
Removed cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.28_haolin2.SSA.pkg
New files list:
Added cbrsup-clcios.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Added cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Finished list of software package changes
--- Starting commit of software changes ---
Updating provisioning rollback files
Creating pending provisioning file
Committing provisioning file
Finished commit of software changes
--- Starting analysis of software changes ---
Finished analysis of software changes
--- Starting update running software ---
Blocking peer synchronization of operating information
Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information
Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software
SUCCESS: Finished installing software.
Found clc package
SUCCESS: node ISSU finished successfully.
Invoking cleanup routine

次に、show platform software ios restart infoコマンドの出力例を示します。

Router#show platform software ios 6 restart info
IOSD process restart info:
Process restartable: Yes
IOSD restart state : ACTIVE
Total Modem Count : 31
Active Modem Count : 31
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次に、 request platform software process restart コマンドの出力例を示します。

Router# request platform software process restart
--- Upgrading/Restarting LineCard-2 Packages/Processes ---
NOTICE: No upgrades available.
Provide process name in cli if you wish to restart a process
--- Upgrading/Restarting LineCard-3 Packages/Processes ---
Available upgrades
cbrsup-clcios.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
--- Checking for ready state before IOSD upgrade on LineCard-3
Updating Package cbrsup-clcios.2015-03-23_17.28_haolin2.SSA.pkg
---> cbrsup-clcios.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Restarting ubrclc_k9lc_ms
--- Checking for ready state before IOSDB upgrade on LineCard-3
Updating Package cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.28_haolin2.SSA.pkg
---> cbrsup-clciosdb.2015-03-23_17.53_haolin2.SSA.pkg
Restarting iosdb
SUCCESS: Finished

Router#show platform software patch 2 info
cbrsup-clciosdb: 3.17.0 (3.0)
cbrsup-clc-firmware: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clcvideo: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clcios: 3.17.0 (3.0)
cbrsup-clccontrol: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clcdocsis: 3.17.0 (0.0)

ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート

RFラインカードのアップストリームスケジューラプロセスを再起動するには、ケーブルライン
カードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート機能を使用します。

ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート機能には次のメリッ

トがあります。

•アップストリームトラフィックへの影響を最小限にし、ダウンストリームトラフィックに
は影響を与えずに、ラインカードの USスケジューラ（CDMAN）プロセスを再起動するこ
とができます。

•すべてのモデム設定データが、再起動前の状態に回復しました。

•再起動中のモデムのコンフィギュレーションデータの変更が調整されます。

•再起動中、オンラインになった新しいモデムはブロックされます。

•ラインカードをリロードせずに新しい DOCSISサブパッケージパッチをアップグレードす
るには、request platform software package restartコマンドを使用します。

• Cisco IOS-XEリリース3.18.0S以降、クラッシュ後にラインカードが自動的に再起動します。
詳細については、クラッシュ時の再起動, （8ページ）の項を参照してください。

制約事項

この機能には、次の制約事項が適用されます。

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）

13

統合パッケージとサブパッケージの管理

ケーブルラインカードのプロセスリスタート



•アップストリームスケジューラプロセスは、プライマリアクティブRFラインカードでのみ
再起動できます。

•二重障害（つまりアップストリームスケジューラと 1つ以上のプロセスの同時停止）が発生
した場合、アップストリームスケジューラプロセスの再起動は機能しません。二重障害の

結果、ラインカードのリロードが発生します。

•現行のアップストリームスケジューラプロセスが完全に回復するまで、次のアップストリー
ムスケジューラ（次のRFラインカード上のアップストリームスケジューラ）は実行されま
せん。

覚えておく必要のある重要なポイント

• Cisco IOS-XEリリース 3.17.0Sでは、ケーブルラインカードのアップストリームスケジュー
ラプロセスリスタート機能が開始すると、セカンダリラインカードは自動的にシャットダ

ウンします。

•サブパッケージのアップグレード後にラインカードがリロードされないようにするには、
noreload linecardオプションを指定した request platform software package install node fileコ
マンドを使用します。

•再起動プロセスを確認するには、show platform software us-schedulerrestart infoコマンドを
使用します。

Router# show platform software us-scheduler 3 restart info
us-scheduler process restart info:
Process restartable : Yes
us-scheduler state : RESTART_OPERATIONAL
Features bit map : 0x001e
us-scheduler restart count : 4

ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート機能の使用

ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート機能を使用するに

は、コマンドを使用して RFラインカードサブパッケージアップグレードをインストールしま
す。

手順

ステップ 1 request platform software package install node file noreload linecardコマンドを使用して RFライン
カードサブパッケージアップグレードをインストールします。

Router#request platform software package install node file bootflash:sp/cbr_patch.9.0.tar
noreload linecard

ステップ 2 すべてのケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスを順番に再起動する

には、request platform software process restartコマンドを使用します。

Router# request platform software process restart
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ステップ 3 特定のケーブルラインカードでアップストリームスケジューラプロセスを再起動するには、

request platform software process restart slot slot#コマンドを使用します。

Router# request platform software process restart slot 7

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタート再試行制限の設定

ケーブルラインカードのコントロールプレーンプロセスリスタートの再試行制限を設定するに

は、次の手順に従います。

enable
configure terminal
process-restart
lc-us-scheduler-timeout time
restart-retry retry-times
exit

ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート機能の例

ここでは、ケーブルラインカードのアップストリームスケジューラプロセスリスタート機能で

使用されるコマンドの出力例を示します。

この例には、show platform software us-scheduler restart infoコマンドの出力が示されています。

Router#show platform software us-scheduler 6 restart info
us-scheduler process restart info:
Process restartable : Yes
us-scheduler state : RESTART_OPERATIONAL
Features bit map : 0x001e
us-scheduler restart count : 1

ここでは、アップストリームスケジューラプロセスをリスタートした場合の出力例を示します。

Router# request platform software package install node file
bootflash:subpkg/cbr_patch-3.17.0-patch2.tar noreload linecard
NOTE: Currently node has booted from a provisioning file
NOTE: Going to start a dual rp sub-packages node ISSU install
--- Starting initial file path checking --- Copying
bootflash:subpkg/cbr_patch-3.17.0-patch2.tar to
stby-bootflash:subpkg/cbr_patch-3.17.0-patch2.tar
Finished initial file path checking
--- Starting config-register verification --- Finished config-register verification
--- Starting Checking noreload options --- Finished Checking noreload options
--- Starting image file expansion ---
Expanding image file: bootflash:subpkg/cbr_patch-3.17.0-patch2.tar
Image file expanded and copied
Expanding image file: stby-bootflash:subpkg/cbr_patch-3.17.0-patch2.tar
Image file expanded and copied
Finished image file expansion
Found clc package
STAGE 1: Installing software on standby RP ==========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 --- Finished local lock acquisition on R0
--- Starting installation state synchronization --- Finished installation state
synchronization
--- Starting local lock acquisition on R1 --- Finished local lock acquisition on R1
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--- Starting file path checking ---
Finished file path checking
--- Starting image file verification --- Checking image file names Locating image files and
validating name syntax
Found cbrsup-clcdocsis.2015-10-08_18.10_haolin2.SSA.pkg
Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification
--- Starting candidate package set construction --- Verifying existing software set Processing
candidate provisioning file Constructing working set for
candidate package set Constructing working set for running package set Checking command
output Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete Finished candidate package
set construction
--- Starting ISSU compatibility verification ---
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software Checking candidate package set infrastructure
compatibility Checking infrastructure compatibility with running
software Checking package specific compatibility Finished ISSU compatibility verification
--- Starting list of software package changes --- Old files list:
Removed cbrsup-clcdocsis.BLD_MCP_DEV_LATEST_20151006_133623.SSA.pkg
New files list:
Added cbrsup-clcdocsis.2015-10-08_18.10_haolin2.SSA.pkg
Finished list of software package changes
--- Starting commit of software changes --- Updating provisioning rollback files Creating
pending provisioning file Committing provisioning file Finished
commit of software changes
--- Starting analysis of software changes --- Finished analysis of software changes
--- Starting update running software --- Blocking peer synchronization of operating
information Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information Unmounting old packages Cleaning
temporary installation files
Finished update running software
SUCCESS: Finished installing software.
STAGE 2: Installing software on active RP =========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 --- Finished local lock acquisition on R0
--- Starting installation state synchronization --- Finished installation state
synchronization
--- Starting file path checking ---
Finished file path checking
--- Starting image file verification --- Checking image file names Locating image files and
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validating name syntax
Found cbrsup-clcdocsis.2015-10-08_18.10_haolin2.SSA.pkg
Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification
--- Starting candidate package set construction --- Verifying existing software set Processing
candidate provisioning file Constructing working set for candidate
package set Constructing working set for running package set Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages Checking if resulting
candidate package set would be complete Finished candidate package set construction
--- Starting ISSU compatibility verification ---
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
WARNING:
WARNING: ISSU between engineering builds with release strings in non-standard fo rmat.
Skipping ISSU Software Compatibility checks.
WARNING:
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software Checking candidate package set infrastructure
compatibility Checking infrastructure compatibility with running
software Checking package specific compatibility Finished ISSU compatibility verification
--- Starting impact testing ---
Checking operational impact of change
Finished impact testing
--- Starting list of software package changes --- Old files list:
Removed cbrsup-clcdocsis.BLD_MCP_DEV_LATEST_20151006_133623.SSA.pkg
New files list:
Added cbrsup-clcdocsis.2015-10-08_18.10_haolin2.SSA.pkg
Finished list of software package changes
--- Starting commit of software changes --- Updating provisioning rollback files Creating
pending provisioning file Committing provisioning file Finished
commit of software changes
--- Starting analysis of software changes --- Finished analysis of software changes
--- Starting update running software --- Blocking peer synchronization of operating
information Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information Unmounting old packages Cleaning
temporary installation files
Finished update running software
SUCCESS: Finished installing software.
Found clc package
SUCCESS: node ISSU finished successfully.
Invoking cleanup routine
Router#

Router#show platform software us-scheduler 2 restart info
us-scheduler process restart info:
Process restartable : Yes
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us-scheduler state : RESTART_OPERATIONAL
Features bit map : 0x001e
us-scheduler restart count : 1

Router#request platform software process restart slot 2
--- Upgrading/Restarting LineCard-2 Packages/Processes ---
Available upgrades
cbrsup-clcdocsis.BLD_MCP_DEV_LATEST_20151006_13362
Updating Package cbrsup-clcdocsis.BLD_MCP_DEV_LATEST_20151006_13362
---> cbrsup-clcdocsis.2015-10-08_18.10_haolin2.SSA.pkg
Restarting us-scheduler
SUCCESS: Finished upgrading the LineCard-2

Router#show platform software patch 2 info
cbrsup-clciosdb: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clc-firmware: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clcvideo: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clcios: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clccontrol: 3.17.0 (0.0)
cbrsup-clcdocsis: 3.17.0 (2.0)

アップグレードパッケージに IOSD-CLCと USスケジューラサブパッケージの両方が含まれ
る場合、request platform software process restartコマンドにより、まずケーブルラインカー
ドのアップストリームスケジューラプロセスがリスタート（再起動）し、次にケーブルライ

ンカードのコントロールプレーンプロセスがリスタートします。

（注）

ここでは、コントロールプレーンおよびアップストリームスケジューラプロセスがリスタート

する場合の request platform software process restartコマンドの出力例を示します。

キーワード slotを使用しない場合は、すべてのラインカード上のアップストリームスケジュー
ラプロセスが順番にリスタートします。

（注）

Router#request platform software process restart

--- Upgrading/Restarting LineCard-1 Packages/Processes ---

Available upgrades
cbrsup-clcdocsis.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
cbrsup-clcios.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
cbrsup-clciosdb.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg

Updating Package cbrsup-clcdocsis.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
---> cbrsup-clcdocsis.2015-09-24_19.04_haolin2.SSA.pkg

Restarting us-scheduler
--- Checking for ready state before IOSD upgrade on LineCard-1

Updating Package cbrsup-clcios.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
---> cbrsup-clcios.2015-09-24_19.04_haolin2.SSA.pkg

Restarting ubrclc_k9lc_ms
--- Checking for ready state before IOSDB upgrade on LineCard-1

Updating Package cbrsup-clciosdb.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
---> cbrsup-clciosdb.2015-09-24_19.04_haolin2.SSA.pkg

Restarting iosdb

SUCCESS: Finished upgrading the LineCard-1

--- Upgrading/Restarting LineCard-2 Packages/Processes ---

Available upgrades
cbrsup-clcdocsis.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg

   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）

18

統合パッケージとサブパッケージの管理

ケーブルラインカードのプロセスリスタート



cbrsup-clcios.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
cbrsup-clciosdb.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg

Updating Package cbrsup-clcdocsis.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
---> cbrsup-clcdocsis.2015-09-24_19.04_haolin2.SSA.pkg

Restarting us-scheduler
--- Checking for ready state before IOSD upgrade on LineCard-2

Updating Package cbrsup-clcios.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
---> cbrsup-clcios.2015-09-24_19.04_haolin2.SSA.pkg

Restarting ubrclc_k9lc_ms
--- Checking for ready state before IOSDB upgrade on LineCard-2

Updating Package cbrsup-clciosdb.2015-09-24_03.09_johuynh.SSA.pkg
---> cbrsup-clciosdb.2015-09-24_19.04_haolin2.SSA.pkg

Restarting iosdb

SUCCESS: Finished upgrading the LineCard-2
Router#

キーワード intervalを使用すると、シーケンス内の 2つのラインカードプロセスのリスタート間
隔を秒単位で指定できます。デフォルトの間隔は 5秒です。

この例では、間隔を 6秒に設定しています。

Router#request platform software process restart interval 6

クイックスタートソフトウェアアップグレード

次の手順では、 Cisco cBRシリーズコンバージドブロードバンドルータを実行するソフトウェ
アを簡単にアップグレードするための方法について説明します。この手順は、ユーザが統合パッ

ケージにアクセスできること、統合パッケージファイルを bootflash:ファイルシステムに保存す
ること、bootflash:ファイルシステムに既存のサブパッケージまたは統合パッケージがないこと、
および bootflash:ファイルシステムにファイルを格納するための領域が十分にあることを前提と
します。

手順

ステップ 1 copyURL-to-imagebootflash:コマンドを使用して、統合パッケージをブートフラッシュにコピーし
ます。

ステップ 2 個別のサブパッケージを使用してルータを実行するには、request platformsoftwarepackage expand
file bootflash:/sub_dir/base_imageコマンドを使用します。統合パッケージを使用してルータを実行
する場合は、この手順を省略します。

ステップ 3 dir bootflash:コマンドを入力して、統合パッケージまたは抽出したサブパッケージが bootflash:
ディレクトリ内にあることを確認します。

ステップ 4 個別のサブパッケージを実行する場合は、delete bootflash:base_imageを使用して統合パッケージ
を削除します。統合パッケージを使用してルータを実行する場合は、この手順を省略します。

ステップ 5 ブート用のブートパラメータを設定します。config-register 0x2102グローバルコンフィギュレー
ションコマンドを入力してコンフィギュレーションレジスタを 0x2に設定し、boot system flash
bootflash:base_image（統合パッケージを使って実行する場合）または boot system flash
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bootflash:provisionging-file-name（個別のサブパッケージを使って実行する場合）グローバルコン
フィギュレーションコマンドを入力します。

ステップ 6 copy running-config startup-configを入力して設定を保存します。

ステップ 7 reloadコマンドを入力して、ルータをリロードし、ブートを終了します。リロード完了時には、
アップグレードされたソフトウェアが実行されています。

copy コマンドを使用した統合パッケージの管理および設定
copyコマンドを使用して Cisco cBRシリーズルータ上の統合パッケージをアップグレードするに
は、他のほとんどのシスコルータの場合と同じように、copyコマンドを使用して統合パッケージ
をルータ上のファイルシステム（通常は bootflash:ディレクトリ）にコピーします。このコピー
を行ってから、統合パッケージファイルを使用してブートするようにルータを設定します。

次の例では、統合パッケージファイルを TFTPから bootflash:ファイルシステムにコピーしてい
ます。さらに、boot systemコマンドを使用してブートするようにコンフィギュレーションレジス
タを設定し、boot systemコマンドにより、bootflash:ファイルシステムに保存されている統合パッ
ケージを使用してブートするようルータに指示します。その後、新しい設定は copyrunning-config
startup-configコマンドにより保存され、システムがリロードされてプロセスが終了します。

Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

11 drwx 16384 Dec 4 2007 04:32:46 -08:00 lost+found
86401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:24 -08:00 .ssh
14401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:36 -08:00 .rollback_timer
28801 drwx 4096 Mar 18 2008 17:31:17 -07:00 .prst_sync
43201 drwx 4096 Dec 4 2007 04:34:45 -08:00 .installer
13 -rw- 45977 Apr 9 2008 16:48:46 -07:00 target_support_output.tgz.tgz

928862208 bytes total (712273920 bytes free)

Router# copy tftp bootflash:
Address or name of remote host []? 172.17.16.81
Source filename []?
/auto/tftp-users/user/cbrsup-universal*.bin Destination filename [cbrsup-universal*.bin]?
Accessing
tftp://172.17.16.81//auto/tftp-users/user/ cbrsup-universal*.bin...

Loading /auto/tftp-users/user/cbrsup-universal*.bin from
172.17.16.81 (via GigabitEthernet0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
[OK - 208904396 bytes]

208904396 bytes copied in 330.453 secs (632176 bytes/sec)

Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/
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11 drwx 16384 Dec 4 2007 04:32:46 -08:00 lost+found
86401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:24 -08:00 .ssh
14401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:36 -08:00 .rollback_timer
28801 drwx 4096 Mar 18 2008 17:31:17 -07:00 .prst_sync
43201 drwx 4096 Dec 4 2007 04:34:45 -08:00 .installer
12 -rw- 208904396 May 28 2008 16:17:34 -07:00
cbrsup-universal*.bin
13 -rw- 45977 Apr 9 2008 16:48:46 -07:00 target_support_output.tgz.tgz

928862208 bytes total (503156736 bytes free)

Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#boot system flash
bootflash:cbrsup-universal*.bin
Router(config)#config-reg 0x2102
Router(config)#exit
Router#show run | include boot
boot-start-marker
boot system flash bootflash:cbrsup-universal*.bin boot-end-marker
Router# copy run start
Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]
Router# reload

統合パッケージから個別のサブパッケージを使用してルータを実行す

るための管理と設定

統合パッケージに含まれる個別のサブパッケージを使用してルータを実行するには、次のいずれ

かの手順を実行します。

統合パッケージの抽出とプロビジョニングファイルを使用したブート

統合パッケージを抽出し、プロビジョニングファイルを使用してブートするには、次の手順を実

行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの作業を実行します。

a) copyコマンドを使用して、統合パッケージファイル（または、すべての個別サブパッケージ
とサブパッケージ用のプロビジョニングファイルが使用可能な場合は、個別のサブパッケージ

とプロビジョニングファイル）を bootflash:ファイルシステムにコピーします。プロビジョニ
ングファイルと個別のイメージサブパッケージを保存する bootflash:ファイルシステムおよび
ディレクトリに、統合パッケージをコピーするようにしてください。他のオプションを指定せ

ずに request platform software package expand file bootflash:url-to-Cisco-IOS-XE-imagenameコマ
ンドを入力し、統合パッケージからbootflash:内の現在のディレクトリにプロビジョニングファ
イルおよび個別のサブパッケージを抽出します。サブパッケージは空のディレクトリに抽出

し、これらのファイルを簡単に管理することを推奨します。

b) 統合パッケージファイルをルータ上のいずれかのファイルシステムにコピーした後、request
platform software package expand file file-system:url-to-Cisco-IOS-XE-imagenameto bootflash:コ
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マンドを入力して、bootflash:ファイルシステムにプロビジョニングファイルと個別のイメー
ジサブパッケージを抽出します。

この手順を実行したあとは、ファイルを移動しないでください。起動プロセスは、すべ

てのサブパッケージおよびプロビジョニングファイルが同じディレクトリ内にないと、

正常に機能しません。また、サブパッケージファイルの名前を変更しないでください。

名前を変更できるのはプロビジョニングファイルだけです。また、プロビジョニング

ファイルの名前の変更が必要な場合は、ルータをリブートする前にこの手順で行ってく

ださい。

（注）

ステップ 2 プロビジョニングファイルを使用してブートするようにルータを設定します。

以下のシーケンスでは、他のサブパッケージとともに bootflash:ファイルシステムに保存された
「packages.conf」という名前のプロビジョニングファイルを使用して、ルータをブートする例を
示します。

Router(config)# no boot system
Router(config)# config-register 0x2102
Router(config)# boot system flash bootflash:packages.conf
Router(config)# exit
*May 11 01:31:04.815: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by con
Router# copy running-config startup-config
Building configuration... [OK]
Router# reload

サブパッケージおよびプロビジョニングファイルの抽出：例 1

次に、個別のサブパッケージおよびプロビジョニングファイルを保存するディレクトリに配置済

みの統合パッケージから、個別のサブパッケージおよびプロビジョニングファイルを抽出する例

を示します。サブパッケージは空のディレクトリに抽出し、これらのファイルを簡単に管理する

ことを推奨します。

抽出前後のディレクトリの出力は、ファイルが抽出されたことを確認するために提供されます。

Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

11 drwx 16384 Dec 4 2007 04:32:46 -08:00 lost+found
86401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:24 -08:00 .ssh
14401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:36 -08:00 .rollback_timer
28801 drwx 4096 Mar 18 2008 17:31:17 -07:00 .prst_sync
43201 drwx 4096 Dec 4 2007 04:34:45 -08:00 .installer
12 -rw- 208904396 May 9 2008 14:36:31 -07:00
cbrsup-universal*.bin
13 -rw- 45977 Apr 9 2008 16:48:46 -07:00 target_support_output.tgz.tgz

928862208 bytes total (503156736 bytes free)

Router# request platform software package expand file bootflash:cbrsup-universal*.bin
Verifying parameters
Validating package type
Copying package files
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SUCCESS: Finished expanding all-in-one software package.

Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

11 drwx 16384 Dec 4 2007 04:32:46 -08:00 lost+found
86401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:24 -08:00 .ssh
14401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:36 -08:00 .rollback_timer
28801 drwx 4096 Mar 18 2008 17:31:17 -07:00 .prst_sync
43201 drwx 4096 Dec 4 2007 04:34:45 -08:00 .installer
12 -rw- 208904396 May 9 2008 14:36:31 -07:00
cbrsup-universal*.bin
57611 -rw- 47071436 May 22 2008 11:26:23 -07:00 cbr000rp1-espbase.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57602 -rw- 5740 May 22 2008 11:26:22 -07:00
cbr000rp1-packages-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.conf
57612 -rw- 20334796 May 22 2008 11:26:24 -07:00
cbr000rp1-rpaccess.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57613 -rw- 22294732 May 22 2008 11:26:24 -07:00 cbr000rp1-rpbase.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57614 -rw- 21946572 May 22 2008 11:26:25 -07:00 cbr000rp1-rpcontrol.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57615 -rw- 48099532 May 22 2008 11:26:26 -07:00
cbr000rp1-rpios-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57616 -rw- 34324684 May 22 2008 11:26:27 -07:00 cbr000rp1-sipbase.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57617 -rw- 22124748 May 22 2008 11:26:28 -07:00 cbr000rp1-sipspa.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57603 -rw- 6256 May 22 2008 11:26:28 -07:00 packages.conf
13 -rw- 45977 Apr 9 2008 16:48:46 -07:00 target_support_output.tgz.tgz

928862208 bytes total (286662656 bytes free)

サブパッケージの抽出、プロビジョニングファイルを使用してルータをブートするための設定、

ルータのリロード：例 2

次の例では、統合パッケージからプロビジョニングファイルと個別のサブパッケージが抽出され

ます。パッケージの抽出後、ルータはプロビジョニングファイルを使用してブートするように設

定されます。また、ルータを適切にリロードするために必要となるコンフィギュレーションレジ

スタの設定方法と実行コンフィギュレーションの保存方法も示します。ルータはリロードされ、

プロセスが終了します。

Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

11 drwx 16384 Dec 4 2007 04:32:46 -08:00 lost+found
86401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:24 -08:00 .ssh
14401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:36 -08:00 .rollback_timer
28801 drwx 4096 Mar 18 2008 17:31:17 -07:00 .prst_sync
43201 drwx 4096 Dec 4 2007 04:34:45 -08:00 .installer
12 -rw- 208904396 May 9 2008 14:36:31 -07:00
cbrsup-universal*.bin
13 -rw- 45977 Apr 9 2008 16:48:46 -07:00 target_support_output.tgz.tgz

928862208 bytes total (503156736 bytes free)

Router# request platform software package expand file bootflash:cbrsup-universal*.bin
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Verifying parameters
Validating package type
Copying package files
SUCCESS: Finished expanding all-in-one software package.

Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

11 drwx 16384 Dec 4 2007 04:32:46 -08:00 lost+found
86401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:24 -08:00 .ssh
14401 drwx 4096 Dec 4 2007 06:06:36 -08:00 .rollback_timer
28801 drwx 4096 Mar 18 2008 17:31:17 -07:00 .prst_sync
43201 drwx 4096 Dec 4 2007 04:34:45 -08:00 .installer
12 -rw- 208904396 May 9 2008 14:36:31 -07:00
cbrsup-universal*.bin
57611 -rw- 47071436 May 22 2008 11:26:23 -07:00 cbr000rp1-espbase.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57602 -rw- 5740 May 22 2008 11:26:22 -07:00
cbr000rp1-packages-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.conf
57612 -rw- 20334796 May 22 2008 11:26:24 -07:00 cbr000rp1-rpaccess.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57613 -rw- 22294732 May 22 2008 11:26:24 -07:00 cbr000rp1-rpbase.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57614 -rw- 21946572 May 22 2008 11:26:25 -07:00
cbr000rp1-rpcontrol.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57615 -rw- 48099532 May 22 2008 11:26:26 -07:00
cbr000rp1-rpios-adventerprisek9.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57616 -rw- 34324684 May 22 2008 11:26:27 -07:00 cbr000rp1-sipbase.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57617 -rw- 22124748 May 22 2008 11:26:28 -07:00
cbr000rp1-sipspa.02.01.00.122-33.XNA.pkg
57603 -rw- 6256 May 22 2008 11:26:28 -07:00 packages.conf
13 -rw- 45977 Apr 9 2008 16:48:46 -07:00 target_support_output.tgz.tgz

928862208 bytes total (286662656 bytes free)

Router(config)# no boot system
Router(config)# config-register 0x2102
Router(config)# boot system flash bootflash:packages.conf
Router(config)# exit
Router# copy run start
Router# reload

個別のサブパッケージファイルセットのコピーとプロビジョニングファイルを使

用したブート

個別のサブパッケージファイルのセットをコピーし、プロビジョニングファイルを使用してブー

トするには、次の手順を実行します。

この方法でもアップグレードは可能ですが、ルータのソフトウェアをアップグレードする他の

方法ほど効率的ではありません。

（注）
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手順

ステップ 1 copyコマンドを使用して、個々のサブパッケージとプロビジョニングファイルを bootflash:ディ
レクトリにコピーします。この方法でルータを実行できるのは、リリースのすべての個別サブパッ

ケージとプロビジョニングファイルがルータにダウンロードされ、bootflash:ディレクトリに保存
されている場合だけです。個別のサブパッケージを使用してルータをブートする場合、他のファ

イルディレクトリが使用されることはありません。

これらのファイルは、USBフラッシュドライブを使用してルータに物理的に移動できます。

ステップ 2 プロビジョニングファイルを使用してブートするようにルータを設定します。

以下のシーケンスでは、他のサブパッケージとともに bootflash:ファイルシステムに保存された
「packages.conf」という名前のプロビジョニングファイルを使用して、ルータをブートする例を
示します。リロードが完了すると、ルータが個別のサブパッケージを使用して起動します。

Router(config)# no boot system
Router(config)# config-register 0x2102
Router(config)# boot system flash bootflash:packages.conf
Router(config)# exit
*May 11 01:31:04.815: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by con
Router# write memory Building configuration... [OK]
Router# reload

オプションのサブパッケージのインストール

オプションのサブパッケージを使用してルータを実行するには、シャーシに搭載されたスーパー

バイザごとに次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 スーパーバイザが個別サブパッケージモードで実行されていて、プロビジョニングファイルから

ブートされたことを確認します。

ステップ 2 インストールするオプションサブパッケージのバージョンが、アクティブスーパーバイザで実行

されているソフトウェアと同じバージョンであることを確認します。

ステップ 3 インストールするオプションのサブパッケージをダウンロードします。オプションサブパッケー

ジは、Cisco cBRシリーズルータの統合パッケージとは別にダウンロードする必要があります。
ステップ 4 各スーパーバイザで、他の個別サブパッケージファイルおよびプロビジョニングファイルが存在

するディレクトリにオプションサブパッケージをコピーします。

ステップ 5 次の例に示すように request platform software package install rp fileコマンドを実行します。
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初回インストールでは、オプションの slotキーワードまたは bayキーワードは使用しないでくだ
さい。

Router# request platform software package install rp 0 file
bootflash: cbrsup-universal*.bin
--- Starting local lock acquisition on R0 --- Finished local lock acquisition on R0

--- Starting file path checking --- Finished file path checking

--- Starting image file verification --- Checking image file names Verifying image file
locations Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-universal*.bin
Inspecting image file types Processing image file constraints Creating candidate provisioning
file

WARNING: No package of type sipspawmak9 is installed.
WARNING: Package will be installed for all SIP slots and bays. Finished image file
verification
--- Starting candidate package set construction --- Verifying existing software set Processing
candidate provisioning file Constructing working set for candidate package set Constructing
working set for running package set Checking command output Constructing merge of running
and candidate packages Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction

--- Starting compatibility testing ---
Determining whether candidate package set is compatible

WARNING:
WARNING: Candidate software combination not found in compatibility database
WARNING:

Determining whether installation is valid

WARNING:
WARNING: Candidate software combination not found in compatibility database
WARNING:

Software sets are identified as compatible Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility Checking infrastructure
compatibility with running software Checking package specific compatibility Finished
compatibility testing

--- Starting impact testing --- Checking operational impact of change Finished impact testing

--- Starting list of software package changes --- No old package files removed New files
list:
Added cbrsup-universal*.bin Finished list of software package changes

--- Starting commit of software changes --- Updating provisioning rollback files Creating
pending provisioning file Committing provisioning file Finished commit of software changes

--- Starting analysis of software changes --- Finished analysis of software changes

--- Starting update running software --- Blocking peer synchronization of operating
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information Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file Finding latest command shortlist file Assembling
CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software Replacing CLI software Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions Generating software version information Notifying
running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software

SUCCESS: Finished installing software.

個別のサブパッケージのアップグレード

パッチのインストール

個別のサブパッケージをサブパッケージモードでアップグレードすることができます。パッチリ

リースは1つまたは複数のサブパッケージから構成されます。パッチをインストールした後、アッ
プデートを有効にするために、シャーシ全体、またはラインカードのみをリブートする必要があ

ることを示すメッセージが表示されます。

ラインカードとスーパーバイザカードの両方に影響するパッチのインストール

手順

ステップ 1 Cisco cBRルータはサブパッケージモードになっている必要があります。
ステップ 2 アクティブとスタンバイのスーパーバイザカード上のアクティブパッケージと同じ場所にパッチ

ファイルをコピーします。

ステップ 3 request platform software package install rp slotfile patch fileコマンドを使用して、スタンバイカー
ドにパッチをインストールします。

ステップ 4 request platform software package install rp slotfile patch fileコマンドを使用して、アクティブカー
ドにパッチをインストールします。

ステップ 5 シャーシをリロードします。
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ラインカードのみに影響するパッチのインストール

手順

ステップ 1 Cisco cBRルータはサブパッケージモードになっている必要があります。
ステップ 2 アクティブとスタンバイのスーパーバイザカード上のアクティブパッケージと同じ場所にパッチ

ファイルをコピーします。

ステップ 3 request platform software package install rp slotfile patch fileコマンドを使用して、スタンバイカー
ドにパッチをインストールします。

ステップ 4 request platform software package install rp slotfile patch fileコマンドを使用して、アクティブカー
ドにパッチをインストールします。

ステップ 5 ラインカードをリロードします。

スーパーバイザカードのみに影響するパッチのインストール

手順

ステップ 1 Cisco cBRルータはサブパッケージモードになっている必要があります。
ステップ 2 アクティブとスタンバイのスーパーバイザカード上のアクティブパッケージと同じ場所にパッチ

ファイルをコピーします。

ステップ 3 request platform software package install rp slotfile patch fileコマンドを使用して、スタンバイカー
ドにパッチをインストールします。

ステップ 4 スタンバイカードに切り替えます。これにより、カードはアクティブになります。

ステップ 5 request platform software package install rp slotfile patch fileコマンドを使用して、スタンバイカー
ドにパッチをインストールします。

ラインカードのサブパッケージのアップグレード

ラインカードのサブパッケージをアップグレードするには request platform software package install
node file filenameコマンドを使用します。

Router# request platform software package install node file
bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar

NOTE: Currently node has booted from a provisioning file
NOTE: Going to start a dual rp sub-packages node ISSU install

--- Starting initial file path checking ---
Copying bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar to stby-bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar
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Finished initial file path checking

--- Starting config-register verfication ---
Finished config-register verfication

--- Starting image file expansion ---
Expanding image file: bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar
Image file expanded and copied
Expanding image file: stby-bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar
Image file expanded and copied
Finished image file expansion

STAGE 1: Installing software on standby RP
==========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 ---
Finished local lock acquisition on R0

--- Starting installation state synchronization ---
Finished installation state synchronization

--- Starting local lock acquisition on R1 ---
Finished local lock acquisition on R1

--- Starting file path checking ---
Finished file path checking

--- Starting image file verification ---
Checking image file names
Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-clcdocsis.2015-02-20_01.02.SSA.pkg

Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification

--- Starting candidate package set construction ---
Verifying existing software set
Processing candidate provisioning file
Constructing working set for candidate package set
Constructing working set for running package set
Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction

--- Starting ISSU compatiblity verficiation ---
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility
Checking infrastructure compatibility with running software
Checking package specific compatibility
Finished ISSU compatiblity verficiation

--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cbrsup-clcdocsis.BLD_V155_2_S_XE315_THROTTLE_LATEST_20150217_110041-st

d.SSA.pkg
New files list:
Added cbrsup-clcdocsis.2015-02-20_01.02.SSA.pkg

Finished list of software package changes

--- Starting commit of software changes ---
Updating provisioning rollback files
Creating pending provisioning file
Committing provisioning file
Finished commit of software changes

--- Starting analysis of software changes ---
Finished analysis of software changes

--- Starting update running software ---
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Blocking peer synchronization of operating information
Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information

Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software

SUCCESS: Finished installing software.

STAGE 2: Installing software on active RP
=========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 ---
Finished local lock acquisition on R0

--- Starting installation state synchronization ---
Finished installation state synchronization

--- Starting file path checking ---
Finished file path checking

--- Starting image file verification ---
Checking image file names
Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-clcdocsis.2015-02-20_01.02.SSA.pkg

Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification

--- Starting candidate package set construction ---
Verifying existing software set
Processing candidate provisioning file
Constructing working set for candidate package set
Constructing working set for running package set
Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction

--- Starting ISSU compatiblity verficiation ---
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility
Checking infrastructure compatibility with running software
Checking package specific compatibility
Finished ISSU compatiblity verficiation

--- Starting impact testing ---
Checking operational impact of change
Finished impact testing

--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cbrsup-clcdocsis.BLD_V155_2_S_XE315_THROTTLE_LATEST_20150217_110041-st

d.SSA.pkg
New files list:
Added cbrsup-clcdocsis.2015-02-20_01.02.SSA.pkg

Finished list of software package changes

   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）

30

統合パッケージとサブパッケージの管理

ラインカードのサブパッケージのアップグレード



--- Starting commit of software changes ---
Updating provisioning rollback files
Creating pending provisioning file
Committing provisioning file
Finished commit of software changes

--- Starting analysis of software changes ---
Finished analysis of software changes

--- Starting update running software ---
Blocking peer synchronization of operating information
Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information

Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software

SUCCESS: Finished installing software.
Found clc package
Found clc package
Found clcdocsis package
SUCCESS: Reload Cable Linecard at slot 1
SUCCESS: Reload Cable Linecard at slot 2
SUCCESS: node ISSU finished successfully.
Invoking cleanup routine

ラインカードのサブパッケージをアップグレードするには request platform software package install
node file filename noreload linecardコマンドを使用します。

Router#request platform software package install node file bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar
noreload linecard
NOTE: Currently node has booted from a provisioning file
NOTE: Going to start a dual rp sub-packages node ISSU install

--- Starting initial file path checking ---
Copying bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar to stby-bootflash:/subpkg/cbr_patch.
5.0.tar
Finished initial file path checking

--- Starting config-register verfication ---
Finished config-register verfication

--- Starting Checking noreload options ---
Finished Checking noreload options

--- Starting image file expansion ---
Expanding image file: bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar
Image file expanded and copied
Expanding image file: stby-bootflash:/subpkg/cbr_patch.5.0.tar
Image file expanded and copied
Finished image file expansion

Found clc package

STAGE 1: Installing software on standby RP
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==========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 ---
Finished local lock acquisition on R0

--- Starting installation state synchronization ---
Finished installation state synchronization

--- Starting local lock acquisition on R1 ---
Finished local lock acquisition on R1

--- Starting file path checking ---
Finished file path checking

--- Starting image file verification ---
Checking image file names
Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-clcdocsis.2015-03-01_01.40.SSA.pkg

Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification

--- Starting candidate package set construction ---
Verifying existing software set
Processing candidate provisioning file
Constructing working set for candidate package set
Constructing working set for running package set
Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction

--- Starting ISSU compatiblity verficiation ---
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility
Checking infrastructure compatibility with running software
Checking package specific compatibility
Finished ISSU compatiblity verficiation

--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cbrsup-clcdocsis.2015-03-01_03.43.SSA.pkg

New files list:
Added cbrsup-clcdocsis.2015-03-01_01.40.SSA.pkg

Finished list of software package changes

--- Starting commit of software changes ---
Updating provisioning rollback files
Creating pending provisioning file
Committing provisioning file
Finished commit of software changes

--- Starting analysis of software changes ---
Finished analysis of software changes

--- Starting update running software ---
Blocking peer synchronization of operating information
Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions
Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
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Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information

Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software

SUCCESS: Finished installing software.

STAGE 2: Installing software on active RP
=========================================
--- Starting local lock acquisition on R0 ---
Finished local lock acquisition on R0

--- Starting installation state synchronization ---
Finished installation state synchronization

--- Starting file path checking ---
Finished file path checking

--- Starting image file verification ---
Checking image file names
Locating image files and validating name syntax
Found cbrsup-clcdocsis.2015-03-01_01.40.SSA.pkg

Verifying image file locations
Inspecting image file types
Processing image file constraints
Creating candidate provisioning file
Finished image file verification

--- Starting candidate package set construction ---
Verifying existing software set
Processing candidate provisioning file
Constructing working set for candidate package set
Constructing working set for running package set
Checking command output
Constructing merge of running and candidate packages
Checking if resulting candidate package set would be complete
Finished candidate package set construction

--- Starting ISSU compatiblity verficiation ---
Verifying image type compatibility
Checking IPC compatibility with running software
Checking candidate package set infrastructure compatibility
Checking infrastructure compatibility with running software
Checking package specific compatibility
Finished ISSU compatiblity verficiation

--- Starting impact testing ---
Checking operational impact of change
Finished impact testing

--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cbrsup-clcdocsis.2015-03-01_03.43.SSA.pkg

New files list:
Added cbrsup-clcdocsis.2015-03-01_01.40.SSA.pkg

Finished list of software package changes

--- Starting commit of software changes ---
Updating provisioning rollback files
Creating pending provisioning file
Committing provisioning file
Finished commit of software changes

--- Starting analysis of software changes ---
Finished analysis of software changes

--- Starting update running software ---
Blocking peer synchronization of operating information
Creating the command set placeholder directory
Finding latest command set
Finding latest command shortlist lookup file
Finding latest command shortlist file
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Assembling CLI output libraries
Assembling CLI input libraries
Assembling Dynamic configuration files
Applying interim IPC and database definitions

Replacing running software
Replacing CLI software
Restarting software
Restarting software: target frus filtered out ... skipped
Applying final IPC and database definitions
Generating software version information
Notifying running software of updates
Unblocking peer synchronization of operating information

Unmounting old packages
Cleaning temporary installation files
Finished update running software

SUCCESS: Finished installing software.
Found clc package
SUCCESS: node ISSU finished successfully.
Invoking cleanup routine

このアップグレードの完了を確認するには show platform software patch ninfoコマンドを使用しま
す。

Router#show platform software patch 1 info
cbrsup-clciosdb: 3.15 (0.0)
cbrsup-clc-firmware: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcvideo: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcios: 3.15 (0.0)
cbrsup-clccontrol: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcdocsis: 3.15 (1.0)
cbrsup-clcmipsbase: 3.15 (0.0)

Router#show platform software patch 2 info
cbrsup-clciosdb: 3.15 (0.0)
cbrsup-clc-firmware: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcvideo: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcios: 3.15 (0.0)
cbrsup-clccontrol: 3.15 (0.0)
cbrsup-clcdocsis: 3.15 (1.0)
cbrsup-clcmipsbase: 3.15 (0.0)

このアップグレードの完了を確認するには show platform software ios slot-number restart infoコマ
ンドを使用します。この例では、RFラインカードスロット番号 2に対するこの showコマンドの
出力を示します。

Router#show platform software ios 2 restart info
IOSD process restart info:
Process restartable: Yes
IOSD restart state : NOT_RESTARTED_YET
Total Modem Count : 251
Active Modem Count : 251

Router#
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その他の参考資料

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

統合パッケージとサブパッケージの管理に関する機能情

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
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）
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表 2：統合パッケージとサブパッケージの管理に関する機能情報

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 16.7.1統合パッケージとサブパッケー

ジの管理
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