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ソフトウェア イメージの保守

• イメージ管理の設定と配布設定

• ソフトウェア イメージの管理

• ソフトウェア イメージのインポート

• ソフトウェア イメージ要件の変更

• デバイスへのソフトウェア イメージの展開

• スタック デバイスのサポートされているイメージ形式

• Cisco.com から推奨されるソフトウェア イメージの表示

• ソフトウェア イメージのアップグレードの分析

デバイスを最新ソフトウェア バージョンに手動でアップグレードするとエラーが発生すること
があり、時間もかかります。Cisco Prime Infrastructure は、ソフトウェア イメージの更新の計画、ス
ケジュール設定、ダウンロード、およびモニタリングを支援することで、デバイスに対するソフ
トウェア更新のバージョン管理とルーチン展開を簡略化します。また、ソフトウェア イメージの
詳細の表示、推奨されるソフトウェア イメージの表示、およびソフトウェア イメージの削除を
行うこともできます。

Prime Infrastructure は、ネットワーク上にあるデバイスのすべてのソフトウェア イメージを保存
します。イメージは、イメージのタイプとバージョンに従って保存されます。

ソフトウェア イメージをアップグレードするには、その前に、デバイスが Prime Infrastructure に
追加された際に入力されたコミュニティ ストリングと一致する SNMP 読み取り/書き込みコ
ミュニティ ストリングでデバイスを設定する必要があります。

表 30-1 では、ソフトウェア イメージの管理に関与するさまざまなプロセスと、そのプロセスが
ユニファイド ワイヤレス LAN コントローラおよびデバイスでサポートされているかどうかに
ついて説明します。
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第 30 章      ソフトウェア イメージの保守
  
表 30-1 ソフトウェア イメージの管理プロセスとサポートされているデバイス

ソフトウェ
ア イメージ
の管理プロ
セス 説明 Unified WLC 3850 Cisco IOS XE 3.2.2 5760 Cisco IOS XE 3.2.2

デバイスか
らのイメー
ジのイン
ポート

すでに Prime Infrastructure に
よって管理されているデバ
イスからソフトウェア イ
メージをインポートする機
能。ソフトウェア イメージは
その後、他のデバイスに配布
できます。

ソフトウェア 
イメージは
パッケージに
再構成できな
いため、サ
ポートされて
いません。

サポート対象

（注） デバイスがイン
ストール モード
で動作している
場合、実行イメー
ジは

「packages.conf」
となります。
Prime 
Infrastructure は、
インストール 
モードでのこの
形式のイメージ
のインポートは
サポートしてい
ません。

サポート対象

（注） デバイスがインス
トール モードで動
作している場合、実
行イメージは

「packages.conf」とな
ります。Prime 
Infrastructure は、イ
ンストール モード
でのこの形式のイ
メージのインポー
トはサポートして
いません。

ファイルか
らのイメー
ジのイン
ポート

ファイル サーバの既知の場所
から Prime Infrastructure にソ
フトウェア イメージをイン
ポートする機能。ソフトウェ
ア イメージはその後、他のデ
バイスに配布できます。

サポート対象 サポート対象 サポート対象

URL からの
イメージの
インポート

ネットワーク上のアクセス可
能な場所（URI/URL）から 
Prime Infrastructure にソフト
ウェア イメージをインポート
する機能。ソフトウェア イ
メージはその後、他のデバイ
スに配布できます。

サポート対象 サポート対象 サポート対象

プロトコル
からのイ
メージのイ
ンポート

FTP ロケーションから Prime 
Infrastructure にソフトウェア 
イメージをインポートする機
能。ソフトウェア イメージは
その後、他のデバイスに配布
できます。

サポート対象 サポート対象 サポート対象
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第 30 章      ソフトウェア イメージの保守
  
イメージの
アップグ
レード/配布

Prime Infrastructure から管理
対象デバイスのソフトウェア 
イメージをアップグレードす
る機能。この機能を使用する
と、オンデマンドまたは後で
スケジュールされている時点
で、複数デバイスのソフト
ウェア イメージをアップグ
レードできます。アップグ
レード中にはフィードバック
とステータスが表示され、必
要に応じてデバイスを再起動
できます。大規模な展開では、
あるサイトのサービスがアッ
プグレード期間に完全にダウ
ンしないように、再起動をず
らすことができます。

サポート対象 サポート対象 サポート対象

イメージの
推奨

Prime Infrastructure から管理
され、Cisco.com からダウン
ロードされるデバイスに対し
互換性のあるイメージを推奨
する機能。

フラッシュ要
件が使用でき
ないため、サ
ポートされま
せん。

サポート対象 サポート対象

イメージの
アップグ
レード分析

ソフトウェア アップグレー
ドを実行する前にハード
ウェアのアップグレードが
必要かどうかを判断するた
めにソフトウェア イメージ
を分析する機能。

RAM または 
ROM には最
小要件がない
ため、サポー
トされませ
ん。新しく
アップグレー
ドされたイ
メージは、
アップグレー
ド後に既存の
イメージを置
き換えます。

サポート対象 サポート対象

表 30-1 ソフトウェア イメージの管理プロセスとサポートされているデバイス（続き）

ソフトウェ
ア イメージ
の管理プロ
セス 説明 Unified WLC 3850 Cisco IOS XE 3.2.2 5760 Cisco IOS XE 3.2.2
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第 30 章      ソフトウェア イメージの保守

  イメージ管理の設定と配布設定
イメージ管理の設定と配布設定
デフォルトでは、デバイスからインベントリ データを収集する場合、Prime Infrastructure はデバ
イスのソフトウェア イメージを収集および保存しません。

イメージ管理と配布設定を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [イメージ管理
（Image Management）] の順に選択します。

ステップ 2 Prime Infrastructureがデバイスのインベントリ データを収集する際に、デバイス イメージを自動
的に取得して保存するように設定するには、[インベントリ収集時にイメージを収集（Collect 
images along with inventory collection）] をオンにします。

ステップ 3 必要に応じて、他のオプションを選択します。オプションの詳細を表示するには、情報アイコン
にマウスのカーソルを合わせます。

[プロトコル順序の設定（Config Protocol Order）] フィールドで、プロトコルが使用される順序が
指定されます。たとえば、SSH が Telnet の前にリストされている場合は、SSH が最初に使用され、
Telnet が次に使用されます。

ステップ 4 [保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択し、[ソフトウェア イメージ（Software Image）] ページの右上隅に
ある [イメージ ダッシュボード（Image Dashboard）] アイコンをクリックして、Prime Infrastructure 
によって取得されたすべてのソフトウェア イメージを表示します。イメージはイメージ タイプ
別に分類され、対応するソフトウェア イメージのグループ フォルダに保存されます。

ソフトウェア イメージの管理
ソフトウェア イメージのダッシュボードには、ネットワークで使用される上位のソフトウェア 
イメージが表示され、イメージ要件の変更、イメージを実行しているデバイスの確認、およびイ
メージの配布を行うことができます。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択し、[ソフトウェア イメージ（Software Image）] ページの右上隅に
ある [イメージ ダッシュボード（Image Dashboard）] をクリックします。

ステップ 2 ソフトウェア イメージ名をクリックすると、そのイメージの詳細が表示されます。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• イメージ要件の変更。ソフトウェア イメージ要件の変更を参照してください。

• ソフトウェア イメージを実行しているデバイスの確認。

• イメージの配布。デバイスへのソフトウェア イメージの展開を参照してください。
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  ソフトウェア イメージのインポート
ソフトウェア イメージのインポート
ネットワーク上のデバイスからイメージをインポートして、ネットワーク イメージのベースラ
インを作成すると役立ちます。また、Cisco.com から推奨されるソフトウェア イメージを表示す
ることもできます。

デフォルトでは、デバイスのインベントリ データを収集する際、Prime Infrastructure はデバイス 
イメージを自動的に取得せず保存もしません。（「イメージ管理の設定と配布設定」に説明されて
いるように、この設定を変更できます）。

デバイスの機能に基づき、Prime Infrastructure はさまざまなプロトコル（SCP、TFTP、FTP）を使用
してデバイスからイメージをインポートできます。より高い信頼性とセキュリティを確保する
ため、ソフトウェア イメージのインポートにはセキュア プロトコル（SFTP、SCP）のみを使用す
ることを推奨します。TFTP または FTP の使用は推奨しません。

ソフトウェア イメージをインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2 [インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3 ソフトウェア イメージのインポート元のソースを入力します。次のいずれかのソースを指定で
きます。

• [デバイス（Device）]：既存のデバイス。Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル スイッ
チおよび Cisco 5760 シリーズ ワイヤレス コントローラの場合は、ソフトウェア イメージを
インポートするための 2 つのモードがあります。

– [インストール モード（Install mode）]：デバイスがインストール モードで動作している場
合、実行イメージは「packages.conf」となります。Prime Infrastructure は、ｲンストール モー
ドでのイメージのインポートをサポートしていません。

– [バンドル モード（Bundle mode）]：デバイスがバンドル モードで動作している場合、実行
イメージは「.bin」形式となります。Prime Infrastructure は、バンドル モードでのイメージ
のインポートをサポートしています。

– 次のいずれかの方法で実行イメージを確認できます。

• [インベントリ（Inventory）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択
し、デバイス名をクリックして、デバイス ページの [イメージ（Image）] タブをクリック
します。

• デバイス CLI で Show version コマンドを使用します。

• [Cisco.com]：Prime Infrastructure にはユーザが指定したデバイス タイプに推奨されるソフト
ウェア イメージが表示されますが、Cisco.com から直接ソフトウェア イメージをダウンロー
ドすることはできません。Cisco.com からソフトウェア イメージを手動でダウンロードし、
ダウンロードしたイメージ ファイルをインポートする必要があります。Prime Infrastructure 
には延期されたソフトウェア イメージは表示されません。

• [URL]：ソフトウェア イメージのインポート元となる FTP URL を指定します。ユーザ クレデ
ンシャルが必要ない HTTP URL を使用できます。

• [プロトコル（Protocol）]：ソフトウェア イメージのインポート元となる FTP の場所を指定し
ます。ユーザ クレデンシャルが必要です。FTP プロトコルのみがサポートされます。

• [ファイル（File）]：クライアント マシン上のローカル ファイル。
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第 30 章      ソフトウェア イメージの保守

  ソフトウェア イメージ要件の変更
（注） 現在、Prime Infrastructure は、*.bin、*.tar、*.aes、*.ros、*.pie、*.img、*.pkg、*.ova および *.gz 
のイメージの拡張子をサポートしています。

（注） ワイヤレス LAN コントローラの場合は、ファイルまたは URL から、または FTP プロト
コルのみを使用して、ソフトウェア イメージをインポートできます。ソフトウェア イ
メージ管理プロセスとサポート対象デバイスの詳細については、「表 30-1」を参照して
ください。

ステップ 4 [収集オプション（Collection Options）] を指定し、必要な情報を入力します。

ステップ 5 [スケジュール（Schedule）] に、イメージ ファイルをいつインポートするかを指定します。ジョブ
をすぐに実行することも、後で実行するようにスケジュール設定することもできます。

（注） イメージのインポート ジョブは、ファイルからイメージをインポートする場合を除き、
反復実行されません。

ステップ 6 [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Jobs 
Dashboard）] > [ユーザ ジョブ（User Jobs）] > [SWIM 収集（SWIM Collection）] の順に選択し、イ
メージ収集ジョブのステータスを表示します。[期間（Duration）] フィールドは、ジョブが完了し
た後に更新されます。

関連項目

• デバイスへのソフトウェア イメージの展開

ソフトウェア イメージ要件の変更
ソフトウェア イメージをデバイスに配布するためにデバイスが満たす必要のある RAM、Flash、
およびブート ROM の要件を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2 要件を変更するソフトウェア イメージまで移動して選択し、[イメージの詳細（Image Details）] を
クリックします。

ステップ 3 必要なフィールドを変更してから、[保存（Save）] をクリックします。変更を行ったソフトウェア 
バージョンに変更内容が保存されます。
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  デバイスへのソフトウェア イメージの展開
デバイスへのソフトウェア イメージの展開
1 回の展開で、デバイス、または類似するデバイスのセットにソフトウェア イメージを配布で
きます。Prime Infrastructureは、デバイスとソフトウェア イメージに互換性があることを確認し
ます。

デバイスの機能に基づき、Prime Infrastructure はさまざまな転送プロトコル（SCP、TFTP、FTP、
SFTP）を使用してデバイスにイメージを配布できます。より高い信頼性とセキュリティを確保す
るため、ソフトウェア イメージの配布にはセキュア プロトコル（SFTP、SCP）のみを使用するこ
とを推奨します。イメージの配布に SCP プロトコルを選択する場合は、デバイスがフル ユーザ
権限（特権 EXEC モード）を使用して Prime Infrastructure で管理されていることを確認してくだ
さい。フル ユーザ権限を使用しないと、配布はコピー権限エラー（「SCP：プロトコル エラー：権限
拒否（SCP: protocol error: Privilege denied）」）が原因で失敗します。

TFTP または FTP の使用は推奨しません。イメージの配布に TFTP プロトコルを選択し、デバイ
スとサーバが別のサブネットにある場合は、アプリケーションで維持される指定セッション時
間制限（1 時間）内にイメージをコピーする必要があります。そうしないと、配布はタイムアウト 
エラーが原因で失敗します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2 配布するソフトウェア イメージを選択し、[配布（Distribute）] をクリックします。

デフォルトで、選択したイメージを適用できるデバイスが表示されます。

ステップ 3 選択内容を変更するには [配布イメージ名（Distribute Image Name）] フィールドでイメージ名を
選択し、新しいイメージを選択してから、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 4 ソフトウェア イメージを保存するデバイス上の場所を変更するには、[配布先の場所（Distribute 
Location）] フィールドに表示されている値を選択し、新しい場所を選択して [保存（Save）] をク
リックします。

[ステータス（Status）] フィールドと [ステータス メッセージ（Status Message）] フィールドに選択
内容の有効性が表示されます。たとえば、ステータスが緑色の場合、デバイス上の指定された場
所にイメージを保存するための十分なスペースがあることを示しています。

ステップ 5 スケジュール済みのデバイスが新しく配布されたイメージを実行できるように、[ブート コマ
ンドの挿入（Insert Boot Command）] チェックボックスをオンにして、イメージ展開オプション
の [有効化（Activate）] ドロップダウンリストから [順次（Sequentially）] または [並列（Parallely）] 
を選択します。

（注） これらのオプションのいずれも選択しない場合、ジョブが正常に完了した後でも、デバイ
スは古いイメージ バージョンを実行し続けます。

ステップ 6 スケジュール オプションを指定して、[送信（Submit）] をクリックします。

イメージの配布ジョブは反復実行されません。

ステップ 7 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Jobs 
Dashboard）] > [ユーザ ジョブ（User Jobs）] > [SWIM 配布（SWIM distribution）] の順に選択し、イ
メージ配布ジョブの詳細を表示します。[期間（Duration）] フィールドは、ジョブが完了した後に
更新されます。
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  スタック デバイスのサポートされているイメージ形式
Cisco 5760 シリーズ ワイヤレス コントローラおよび Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル ス
イッチ向けのデバイスの [デバイス アップグレード モード（Device Upgrade Mode）] オプション

[デバイス アップグレード モード（Device Upgrade Mode）] オプションは、Cisco 5760 シリーズ ワ
イヤレス コントローラおよび Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル スイッチのイメー
ジ アップグレード時のみ表示されます。表 30-2 では、Cisco 5760 シリーズ ワイヤレス コント
ローラおよび Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル スイッチ向けの考えられるデバイ
ス アップグレード オプションと対応するイメージ形式について説明します。

イメージ配布ステータスが「成功（Success）」の場合、次のオプションのいずれかを使用してイ
メージ バージョンを確認できます。

• [インベントリ（Inventory）]> [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network 
Devices）] の順に選択します。

– [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページの [ソフトウェア バージョン
（Software Version）] 列を確認します。

– デバイス名をクリックし、[イメージ（Image）] タブをクリックします。

• デバイス CLI で show version コマンドを使用します。

スタック デバイスのサポートされているイメージ形式
Prime Infrastructure は、スタック構成デバイスのアップグレードとダウングレードに対し、.tar イ
メージのみをサポートしています。スタック デバイスは .bin 形式をサポートしていません。サ
ポートされるスタック デバイスのリストは次のとおりです。

• CBS3100 スイッチ モジュールのスタック

• Cisco Catalyst Switch Module 3110X for IBM Blade Center

• Cisco Catalyst Blade Switch 3120X for HP

• Cisco Catalyst Blade Switch 3130X for Dell M1000E

• Cisco Catalyst 2975 スイッチ

• Cisco 3750 スタッカブル スイッチ

• Cisco Catalyst 29xx スタッカブル イーサネット スイッチ

• Cisco ME 3600X-24FS-M スイッチ

表 30-2 アップグレード/ダウングレード モード オプション

デバイス アップグレード モード
配布前のデバイス イメージ
形式

配布後のデバイス イメー
ジ形式

インストール モードからバンドル モードへの
変更

packages.conf .bin

インストール モードから現在の既存モードへの
変更

packages.conf packages.conf

バンドル モードから現在の既存モードへの変更 .bin .bin

バンドル モードからインストール モードへの
変更

.bin packages.conf
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• Cisco ME 3600X-24TS-M スイッチ

• Cisco ME 3800X-24FS-M スイッチ ルータ

（注） Cisco Catalyst 3650 および 3850 スイッチの .tar イメージは Cisco.com にはありません。こ
れらのスイッチでは、Prime Infrastructure は .bin 形式をサポートします。

Cisco.com から推奨されるソフトウェア イメージの表示

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2 要件を変更するソフトウェア イメージまで移動して選択し、[イメージの詳細（Image Details）] を
クリックします。

ステップ 3 次のいずれかのイメージ ソースを選択します。

• Cisco.com で入手できるイメージを選択する場合は、[Cisco.com からの推奨イメージ
（Recommend Image from Cisco.com）] を選択します。オプションを指定して、[推奨の開始
（Start Recommendation）] をクリックし、ステップ 5 に進みます。

Prime Infrastructure にはユーザに固有のデバイス タイプに推奨されるソフトウェア イメー
ジが表示されますが、Cisco.com から直接ソフトウェア イメージをダウンロードすることは
できません。Cisco.com からソフトウェア イメージを手動でダウンロードし、ダウンロード
したイメージ ファイルをインポートする必要があります。Prime Infrastructure には延期され
たソフトウェア イメージは表示されません。

• ローカルに保存されているイメージを選択する場合は、[ローカル リポジトリのイメージを
選択（Select Image from Local Repository）] を選択します。次に、[ローカル リポジトリ（Local 
Repository）] で以下を行います。

– Prime Infrastructure リポジトリで使用可能なすべてのイメージを表示するには、[すべて
のイメージを表示（Show All Images）] チェックボックスをオンにします。

– 選択したデバイスに適用可能なソフトウェア イメージを表示するには、[すべてのイ
メージを表示（Show All Images）] チェックボックスをオフにします。

ステップ 4 配布するイメージを選択して、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 5 選択内容を変更するには [配布イメージ名（Distribute Image Name）] フィールドでイメージ名を
選択し、新しいイメージを選択してから、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6 配布オプションを指定します。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System 
Settings）] > [イメージ管理（Image Management）] で、デフォルト オプションを変更できます。

ステップ 7 スケジュール オプションを指定して、[送信（Submit）] をクリックします。
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ソフトウェア イメージのアップグレードの分析
Prime Infrastructureはアップグレード分析レポートを生成して、新しいソフトウェア イメージ展
開の前提条件の判別に役立てることができます。これらのレポートはソフトウェア イメージを
分析して、ソフトウェア アップグレードを実行するために必要なハードウェア アップグレード

（ブート ROM、フラッシュ メモリ、RAM、およびブート フラッシュ（該当する場合）など）を判別
します。

アップグレード分析レポートでは、次の疑問を解決できます。

• 新しいソフトウェアに維持に十分なだけの RAM がデバイスにあるか。

• デバイスのフラッシュ メモリに、新しいソフトウェアを保存できるだけの大きさがあるか。

ソフトウェア イメージのアップグレードを分析するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2 [アップグレード分析（Upgrade Analysis）] をクリックします。

ステップ 3 分析するソフトウェア イメージのソースを選択します。

ステップ 4 ソフトウェア イメージを分析するデバイスを選択します。

ステップ 5 選択したデバイスに対して分析するイメージを選択します。

ステップ 6 [レポートの実行（Run Report）] をクリックします。
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