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ソフトウェアイメージ管理のセットアップ
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素化します。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
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ジの削除を行うこともできます。ソフトウェアイメージの管理ページでは、ソフトウェアイ

メージ管理ライフサイクルウィジェット、ソフトウェアイメージ概要、ジョブ詳細など、ソ

フトウェアイメージ管理をさまざまな面から確認できます。

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前に、Telnetまたは SSHのクレデンシャルでデ
バイスを設定する必要があります。また、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
ングが設定されている必要があります。

SSHまたはTelnetは、デバイスからイメージをインポートできるように設定する必要がありま
す。

•デバイスが正しく構成されていることを確認する（2ページ）
• Prime Infrastructureサーバでの FTP/TFTP/SFTP/SCP設定の確認（3ページ）
•インベントリ収集中にイメージリポジトリにイメージを保存するかどうかの制御（3
ページ）

• Cisco.comのイメージ推奨事項に応じた基準の調整（6ページ）
•イメージの転送および配布設定の調整（6ページ）
•ソフトウェアイメージ操作に関する Cisco.comクレデンシャルの変更（8ページ）

デバイスが正しく構成されていることを確認する

Prime Infrastructure場合、SNMP読み取り/書き込みコミュニティをあなたのデバイスで構成さ
れている文字列に一致にデバイスが追加されたときに指定された文字列にのみデバイスから

ファイルを転送できます Prime Infrastructure。

一部の Cisco IOS-XRデバイス上にソフトウェアイメージを設定すると同時に、SSHの強化機
能により必要な SSH CCB（暗号ブロック連鎖）暗号方式が削除されるため、いくつかのソフ
トウェアイメージ管理操作が失敗します。CTR（カウンタモード）暗号方式をサポートする
Cisco IOS-XFバージョンに必ずアップグレードしてください。

または、SSHDサービスで CBC暗号方式を追加できます。これを実行するには、まず
/etc/ssh/sshd_configファイルの暗号方式の行に CBC暗号方式を設定し（下の例を参照）、
次に service sshd stop/startコマンドを使用して SSHDサービスを再起動します。
Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,
arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,
cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc

（注）

ソフトウェアイメージの管理は、NAT環境ではサポートされていません。つまりそのイメー
ジ管理機能など、イメージのインポート、アップグレード、配布、およびアクティブ化、NAT
環境で機能しません。

（注）
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Prime Infrastructureサーバでの FTP/TFTP/SFTP/SCP設定の確認
FTP、TFTP、SFTP、または SCPを使用する場合は、それが有効で適切に設定されていること
を確認してください。

インベントリ収集中にイメージリポジトリにイメージを保存するかど

うかの制御

ソフトウェアイメージの収集はデータ収集プロセスを遅くする可能性があるため、デフォルト

では、 Prime Infrastructureは、インベントリ収集の実行時には、イメージリポジトリでのデバ
イスソフトウェアイメージの収集および保存を実行しません。次に説明する手順を使用して

設定を変更できるのは、管理権限を持つユーザです。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]の順に選択
し、[インベントリ（Inventory）] > [イメージ管理（Image Management）].を選択します。

ステップ 2 Prime Infrastructureによるインベントリ収集の実行時にイメージリポジトリでデバイスイメー
ジを取得し、保存するには、[インベントリ収集と同時にイメージを収集（Collect images along
with inventory collection）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。
ステップ 4 [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）]を選択し、[便利なリンク（Useful Links）]セクションの [ソフトウェ
アイメージリポジトリ（Software Image Repository）]に隣接する [リンク（Links）]をクリッ
クします。[ソフトウェアイメージ（Software Image）]ページの右上の隅にある [イメージダッ
シュボード（Image Dashboard）]アイコンをクリックして、Cisco 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プロセスとサポートされているデバイス

次の表では、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。

イメージのインポート中にサポートされているプロトコル、ローカルファイルサーバを介し

たイメージの配布、ソフトウェアイメージの管理サーバ、TFTPフォールバックのサポート、
配布なしのISSUおよび有効化などのプラットフォームに関する追加情報については、「Supported
Device List」を参照してください。

（注）
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表 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

5760 Cisco IOS XE 3.2.23850 Cisco IOS XE 3.2.2Unified WLC説明ソフトウェア

イメージの管

理プロセス

サポート対象

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。

（注）

サポート対象

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。

（注）

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。

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。

デバイスから

のイメージの

インポート

サポート対象サポート対象サポート対象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。

ファイルから

のイメージの

インポート

サポート対象サポート対象サポート対象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。

URLからの
イメージのイ

ンポート

サポート対象サポート対象サポート対象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。

プロトコルを

使用したイ

メージのイン

ポート
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5760 Cisco IOS XE 3.2.23850 Cisco IOS XE 3.2.2Unified WLC説明ソフトウェア

イメージの管

理プロセス

サポート対象サポート対象サポート対象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 Prime
Infrastructure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。

イメージの

アップグレー

ド/配布

サポート対象サポート対象フラッシュ要件

が使用できない

ため、サポート

されません。

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。

イメージの推

奨

サポート対象サポート対象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。

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。

イメージの

アップグレー

ド分析

Prime Infrastructureは、冗長スーパーバイザエンジンで設定されたCisco Catalyst 4500デバイス
でのソフトウェアイメージの配布をサポートしていません。

Prime Infrastructureは、デュアルスーパーバイザを搭載したCisco Catalyst 6000デバイスでのソ
フトウェアイメージの配布をサポートしています。Prime Infrastructureは、アクティブとスタ
ンバイの両方のスーパーバイザエンジンでソフトウェアイメージを配布します。

（注）
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Cisco.comのイメージ推奨事項に応じた基準の調整
Cisco.comを使用して、指定した条件に基づいて推奨されるイメージに関する情報を取得でき
ます。次に、これらの推奨事項を調整する手順を示します。また、次の表にデフォルトの設定

も示します。

これらの機能を使用するには、デバイスがイメージの推奨事項をサポートしている必要があり

ます。

（注）

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]の順に選択
し、[インベントリ（Inventory）] > [イメージ管理（Image Management）].を選択します。

ステップ 2 次のように、推奨設定を調整します。

デフォルト説明設定

無効各メジャーリリースの最新のメン

テナンスバージョンのイメージの

みを考慮します。

[各メジャーリリースの最新の
推奨メンテナンスバージョン

（Recommend latestmaintenance
version of each major release）]

無効デバイスイメージの実行と同じ機

能セットを備えたイメージのみを

考慮します。

[推奨される同じイメージ機能
（Recommend same image
feature）]

無効実行中のデバイスイメージより高

いバージョンのイメージのみを考

慮します。

[現在のバージョンより高い推
奨バージョン（Recommend
versions higher than the current
version）]

有効Cisco.comおよびイメージリポジ
トリからイメージを取得します。

[推奨事項の CCOを含める
（Include CCO for
recommendation）]

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

イメージの転送および配布設定の調整

Prime Infrastructureがイメージをソフトウェアイメージ管理サーバからデバイスに転送する際
にデフォルトで使用するプロトコルを指定するには、この手順を使用します。また、 Prime
Infrastructureがイメージの転送と配布に関連するさまざまなタスクをデフォルトで実行するよ

デバイスソフトウェアイメージの管理
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うに設定することもできます。たとえば、アップグレードの前に現在のイメージをバックアッ

プする、アップグレード後にデバイスを再起動する、シリアルアップグレードが失敗した場合

に次のデバイスをアップグレードするなどのタスクを実行するように設定できます。次に説明

する手順を使用して設定を変更できるのは、管理権限を持つユーザです。

この手順では、デフォルトのみを設定します。これらのデフォルトは、実際の配布操作を実行

する際にオーバーライドできます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]の順に選択
し、[インベントリ（Inventory）] > [イメージ管理（Image Management）].を選択します。

ステップ 2 [イメージ転送プロトコルの順序（Image Transfer Protocol Order）]で、 Prime Infrastructureがイ
メージを転送する際にデフォルトで使用するプロトコルを指定します。優先順位でプロトコル

を並べ替えます。最初にリストされているプロトコルが失敗した場合、 Prime Infrastructureは
次にリストされているプロトコルを使用します。

イメージをデバイスに配布する際は、デバイスでサポートされている最もセキュアな

プロトコル（たとえば、TFTPではなくSCP）を使用してください。TFTPでは、サイ
ズが非常に大きいファイルを転送したり、サーバとクライアントが地理的に離れてい

たりすると、タイムアウトが発生する傾向があります。イメージの配布に SCP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。

（注）

ステップ 3 [イメージ設定プロトコルの順序（Image Config Protocol Order）]領域で、 Prime Infrastructureが
イメージをデバイスに設定する際にデフォルトで使用するプロトコルを指定します。優先順位

でプロトコルを並べ替えます。

ステップ 4 Prime Infrastructureがイメージを配布する際に実行するタスクを指定します。

デフォルト説明設定

有効複数のデバイスにイメージを配布する場合、あるデバイス

への配布が失敗しても、他のデバイスへの配布を続行しま

す。

失敗した場合に配

信を続けます

（Continue
distribution on
failure）

無効TFTPフォールバックコマンドを実行中のイメージに挿入
し、イメージの配布が失敗した場合にイメージをリロード

できるようにします。

TFTPフォールバッ
ク（TFTP fallback）

デバイスソフトウェアイメージの管理
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デフォルト説明設定

無効イメージを配布する前に、実行中のイメージを TFTPサー
バにバックアップします。

現在のイメージを

バックアップしま

す（Backup current
image）

無効イメージを配布した後、起動コマンドを実行中のイメージ

に挿入します。

起動コマンドを挿

入する（Insert boot
command）

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

デバイスグループを管理するソフトウェアイメージ管理サーバの追

加

イメージをデバイスのグループに配布するには、ソフトウェアイメージ管理サーバを追加し、

イメージ配布に使用するプロトコルを指定します。最大 3つのサーバを追加できます。

手順

ステップ 1 サーバを追加します。

a) [管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [ソフトウェアイメージ管理サーバ
（Software Image Management Servers）]の順に選択します。

b) [行の追加（Add Row）]アイコンをクリックし、サーバがサポートするサーバ名、IPアド
レス、およびデバイスグループを入力します。

c) [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 2 サーバプロトコル設定を構成します。

a) サーバ名の横にあるチェックボックスをオンにし、[プロトコルの管理（ManageProtocols）]
をクリックします。

b) [行の追加（Add Row）]アイコンをクリックし、ソフトウェアイメージ管理プロトコルの
詳細（ユーザ名、パスワードなど）を入力します。

c) [保存（Save）]をクリックします。

ソフトウェアイメージ操作に関する Cisco.comクレデンシャルの変更
Prime Infrastructureが Cisco.comに接続してソフトウェアイメージの管理操作を実行する場合
（たとえば、イメージ推奨事項の確認など）、[アカウント設定（Account Settings）]ページに
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保存されているクレデンシャルを使用します。これらの設定は、次の手順を使用して変更でき

ます。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]を選択し、
[一般（General）] > [アカウント設定（Account Settings）]を選択します。

ステップ 2 [Cisco.comクレデンシャル（Cisco.com Credentials）]タブをクリックします。

ステップ 3 設定を変更してから [保存（Save）]をクリックします。

デバイスからイメージリポジトリへのソフトウェアイ

メージのコピー（ベースラインの作成）
システムの設定によっては、Prime Infrastructureがインベントリ収集時にデバイスのソフトウェ
アイメージをイメージリポジトリにコピーすることがあります（インベントリ収集中にイメー

ジリポジトリにイメージを保存するかどうかの制御（3ページ）を参照）。この操作を手動
で実行する必要がある場合は、ソフトウェアイメージをデバイスからイメージリポジトリへ

次直接インポートする次の手順を実行します。

開始する前に、イメージが（リモートにロードされているのではなく）デバイス上に物理的に

存在することを確認します。

多数のイメージをインポートする場合は、生産に影響を与える可能性が最も低い時間にこの操

作を実行します。

（注）

手順

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 [追加/インポート（Add/Import）]タブをクリックします。

ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。

a) [ソース（Source）]領域では、デバイスを選択します（一度に 1つのデバイスグループを
選択することもできます）。

b) [収集オプション（Collection Options）]領域では、ファイルをすぐにインポートするか、
または後でインポートするためのスケジュールを設定するかを指定します。
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ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。

ネットワークデバイスでどのイメージが使用されている

かを調べる方法
ネットワークデバイスが使用するイメージの一覧を表示するを選択 [レポート（Reports）] >
[レポート発射（Reports Launch Pad）] > [デバイス（Device）] > [詳細なソフトウェア
（Detailed Software）] 。

トップ 10を一覧表示する画像のネットワークデバイスによって使用 (とどのように多くのデ
バイスがこれらの画像を使用している)、選択 [在庫（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ソフトウェア画像（Software Images）] 。クリックして [ソフトウェアイ
メージ・リポジトリ（Software Image Repository）] 下 [役に立つリンク（Useful Links）] を
クリックして、 [画像ダッシュボード（ImageDashboard）]ページの右上隅にあるアイコン。

デバイスに最新のイメージがあることを確認する方法
デバイスタイプがイメージの推奨事項に対応している場合、次の手順を使用して、デバイスが

Cisco.comからの最新のイメージが設定されているかどうかを確認できます。それ以外の場合
は、Cisco.comの製品サポートページを使用して、この情報を取得します。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイ
ス（Network Devices）]を選択し、デバイス名のハイパーリンクをクリックして [デバイスの
詳細（Device Details）]ページを開きます。

ステップ 2 [イメージ（Image）]タブをクリックし、[推奨されるイメージ（Recommended Images）]領域
まで下方にスクロールします。 Prime Infrastructureには、Cisco.comからのそのデバイスに推奨
されるすべてのイメージが一覧表示されます。

Cisco.comからソフトウェアをダウンロードする権限があ
るかどうかを調べる方法

Prime Infrastructureには、指定したデバイスタイプに推奨される最新のソフトウェアイメージ
が表示され、Cisco.comからソフトウェアイメージを直接ダウンロードできます。Cisco.comか
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ら EULAまたは K9ソフトウェアイメージをダウンロードするには、EULA契約または K9契
約を定期的に承認または更新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。詳細については、
Cisco Prime Infrastructure 3.2でサポートされるデバイスのリストを参照してください。

Cisco.comからソフトウェアイメージをインポート中にエラーメッセージが表示された場合
は、ASDの例外とエラー条件（29ページ）を参照してください。

イメージリポジトリに保存されたイメージを表示する
この手順は、イメージリポジトリに保存されたすべてのソフトウェアイメージを一覧表示す

る場合に使用します。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。

手順

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）]を選択します。 Prime Infrastructureによって、[ソフトウェアイメージ
の概要（Software Image Summary）]パネルにイメージリポジトリに保存されたイメージが一
覧表示されます。

グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。

•ネットワークデバイス（クライアントマシン上のファイルシステム、IPv4または IPv6
サーバ（URL）、および FTPサーバ）からイメージリポジトリに新しいイメージをイン
ポートする。Web GUIを使用して、Cisco.comから入手可能なイメージを見つけることが
できますが、イメージは手動でダウンロードしてから、インポートする必要があります。

ソフトウェアイメージをリポジトリに追加（インポート）する（14ページ）を参照して
ください。

•デバイスがこのイメージにアップグレードするために満たす必要のある要件を調整する。
ソフトウェアイメージをアップグレードするためのデバイス要件の変更（19ページ）を
参照してください。

•アップグレード分析を実行する。デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認（アッ
プグレード分析）（20ページ）を参照してください。

•新しいソフトウェアイメージをデバイスにコピーする。を参照してください。デバイスへ
の新しいソフトウェアイメージの配布（21ページ）を参照してください。

•イメージをアクティブにして、新しいイメージをデバイスの実行イメージにする。デバイ
スで新しいソフトウェアイメージをアクティブにする（23ページ）を参照してくださ
い。

• Cisco IOSXRイメージをコミットすることにより、デバイスのリロード後もイメージを保
持し、ロールバックポイントを作成する。デバイスのリロード間でのCisco ISOXRイメー
ジのコミット（27ページ）を参照してください。
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ステップ 2 ソフトウェアイメージのハイパーリンクをクリックして、ファイル名、イメージ名、ファミ
リ、バージョン、ファイルサイズなどが一覧表示された [イメージ情報（Image Information）]
ページを開きます。

グローバル設定に関して実行できることは次のとおりです。

•ページの下部にある [デバイスの詳細（DeviceDetails）]領域をチェックして、どのデバイ
スがこのイメージを使用しているかを確認します。

•デバイスがこのイメージにアップグレードするために満たす必要のある要件を調整する。
（ソフトウェアイメージをアップグレードするためのデバイス要件の変更（19ページ）
を参照）。

イメージを使用しているデバイスの確認

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [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 [ソフトウェアイメージの概要（Software Image Summary）]パネルで、ナビゲーション領域の
イメージカテゴリを展開するか、または [クイックフィルタ（Quick Filter）]フィールドのい
ずれかにテキストの一部を入力して、対象のイメージを見つけます。たとえば、[バージョン
（Version）]フィールドに「3.1」と入力すると、3.12.02S、3.13.01Sなどのバージョンが一覧
表示されます。

ステップ 3 イメージのハイパーリンクをクリックして [ソフトウェアイメージの概要（Software Image
Summary）]ページを開きます。 Prime Infrastructureは、[デバイスの詳細（Device Details）]領
域にそのイメージを使用しているすべてのデバイスを一覧表示します。

Cisco.comで推奨されるイメージの表示
デバイスが Cisco.comイメージの推奨事項をサポートしている場合は、次の手順を使用してそ
れらのデバイスで使用する必要があるイメージを確認できます。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [ソフトウェアイメージ
（Software Images）]の順に選択します。
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ステップ 2 [便利なリンク（Useful Links）]の [ソフトウェアイメージリポジトリ（Software Image
Repository）]をクリックします。

ステップ 3 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ます。

ステップ 4 [デバイスリスト（Device List）]ドロップダウンリストからイメージを配布するデバイスを選
択し、[新規バージョンの配布（Distribution New Version）]をクリックします。

ステップ 5 次のいずれかのイメージソースを選択します。

• RecommendImagefromCisco.com Cisco.comで使用可能なイメージを選択する場合。オプ
ションを指定し、StartRecommendationをクリックします。

• SelectImagefromLocalRepositoryローカルに保存するイメージを選択する場合。次に、[ロー
カルリポジトリ（Local Repository）]で以下を行います。

• ShowAllImagesチェックボックスをオンにして、イメージリポジトリで使用可能なす
べてのイメージを表示します。

• ShowAllImagesチェックボックスをオフにして、選択したデバイスに適用できるソフ
トウェアイメージを表示します。

ステップ 6 配布するイメージを選択して、Applyをクリックします。

ステップ 7 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、Saveをクリックします。

ステップ 8 配布オプションを指定します。Administration>SystemSettings>Inventory>ImageManagement
で、デフォルトのオプションを変更できます。

ステップ 9 スケジュールオプションを指定して、Submitをクリックします。

Cisco.comからのイメージのダウンロード
デバイスのタイプによっては、Prime Infrastructureでは、メンテナンスバージョン、機能セッ
ト、バージョンなどにより使用可能なイメージのリストを絞り込むことができます（Cisco.com
のイメージ推奨事項に応じた基準の調整（6ページ）を参照）。

Prime Infrastructureは、管理者が設定したCisco.comのクレデンシャルを使用します。デフォル
トのクレデンシャルが設定されていない場合は、有効なクレデンシャルを入力する必要があり

ます（ソフトウェアイメージ操作に関する Cisco.comクレデンシャルの変更（8ページ）を
参照）。

手順

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 [追加/インポート（Add/Import）]タブをクリックします。
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Prime Infrastructureを使用して Cisco.comからイメージを直接ダウンロードし、Prime
Infrastructureにインポートすることはできませんが、追加またはインポート機能を使
用して使用可能なソフトウェアイメージをCisco.comで確認できます。その後に、イ
メージを手動でダウンロードし、イメージリポジトリにインポートできます。

（注）

ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）]ダイアログで、次の手順を実行します。

a) [Cisco.com]をクリックします。
b) クレデンシャルが自動的に入力されない場合は、有効な Cisco.comのユーザ名とパスワー
ドを入力します。

c) [エンドユーザライセンス契約書（End User License Agreement）]と [強力な暗号化資格同
意書（Strong Encryption Eligibility Agreement）]に同意します。

ステップ 4 [デバイスの選択（Device Selection）]タブをクリックします。

ステップ 5 デバイスを選択します。最大 20個のデバイスを選択できます。

ステップ 6 [イメージの選択（Image Selection）]タブをクリックします。

ステップ 7 イメージを選択し、[スケジュール（Schedule）]タブをクリックします。

ステップ 8 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 9 イメージが [ソフトウェアイメージ（Software Images）]ページのリストに表示されていること
を確認します（[便利なリンク（Useful Links）]セクションで [ソフトウェアイメージリポジト
リ（Software Image Repository）]リンクをクリックします）。

ソフトウェアイメージをリポジトリに追加（インポー

ト）する
Prime Infrastructureは、指定されたデバイスタイプの推奨されている最新のソフトウェアイ
メージを表示し、Cisco.comから直接ソフトウェアイメージをダウンロードできるようにしま
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。詳細につい
ては、「Cisco Prime Infrastructure 3.2のサポート対象デバイス [英語]」のリストを参照してく
ださい。

Cisco.comから K9ソフトウェアイメージをダウンロードするには、定期的に
https://software.cisco.com/download/eula.htmlK9契約を確認して同意する必要があります。

（注）

次のトピックでは、ソフトウェアイメージをイメージリポジトリに追加するさまざまな方法

について説明します。失敗したインポートのトラブルシューティング方法の例については、

ジョブダッシュボードを使用したジョブの管理を参照してください。

•管理対象デバイスで実行されているソフトウェアイメージの追加（15ページ）

• IPv4または IPv6サーバからソフトウェアイメージを追加する（URL）（16ページ）
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• FTPプロトコルサーバのソフトウェアイメージの追加（プロトコル）（17ページ）

•クライアントマシンのファイルシステムからのソフトウェアイメージの追加（18ペー
ジ）

管理対象デバイスで実行されているソフトウェアイメージの追加

この方法では、管理対象デバイスからソフトウェアイメージを取得し、イメージリポジトリ

にそのイメージを保存します。

デバイスへのイメージの配布には、デバイスでサポートされている最もセキュアなプロトコル

（TFTPではなく SCPなど）を使用します。非常に大きなファイルを転送する場合、または
サーバとクライアントが地理的に離れている場合には、TFTPがタイムアウトになる傾向があ
ります。イメージの配布に SCP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。

デバイスからサーバにイメージをコピーする場合のみ（その逆ではない）、TFTPがサポート
されることに注意してください。

（注）

制限事項

• Cisco IOS XRデバイスの場合、デバイスからのイメージの直接インポートは、 Prime
Infrastructureによってサポートされていません。SMUと PIEのインポートも、これらのデ
バイスではサポートされていません。

• Cisco IOS-XEデバイスについては、デバイスが「packages.conf」ファイルを使用してロー
ドされている場合、そのデバイスからイメージを直接インポートすることはできません。

手順

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 [追加/インポート（Add/Import）]タブをクリックします。

ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）]ダイアログで、

a) [デバイス（Device）]をクリックし、[コレクションオプション（Collection Options）]の
下で 1つ以上のデバイスを選択します。

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以下の 2つ
のモードがあります。
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• [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（Bundlemode）]：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。

b) [スケジュール（Schedule）]エリアで、ジョブを即時実行するか、後で実行するか、また
は定期的に実行するかをスケジュールします。

c) [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 4 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップメッセージのジョブリンクをクリックす
るか、Administration>Job Dashboardを選択します。

ステップ 5 イメージが [ソフトウェアイメージ（Software Images）]ページ（[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）]）に表
示されていることを確認します。

IPv4または IPv6サーバからソフトウェアイメージを追加する（URL）
ネットワークアクセス可能な IPv4または IPv6サーバからソフトウェアイメージをインポー
トできます。次のファイル形式がサポートされま

す。.bin、.tar、.aes、.pie、.mini、.vm、.gz、.ova、および .ros。

Prime Infrastructureは、シスコ以外の標準イメージのインポートをサポートしています。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [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 [追加/インポート（Add/Import）]タブをクリックします。

ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）]ダイアログで、次の手順を実行します。

a) [URL]をクリックします。
b) [イメージを収集する URL（URL To Collect Image）]フィールドに、URLを次の形式で入
力します（ユーザクレデンシャルが必要ない HTTP URLを使用することもできます）。
http://username:password@server-ip/filename
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c) [スケジュール（Schedule）]領域で、ジョブをすぐに実行する、後で実行する、または定
期的に実行するようにスケジュールします。

d) [送信（Submit）]Submitをクリックします。

ステップ 4 ジョブのステータスを表示するには、ポップアップメッセージ内のジョブリンクをクリック
するか、Administration > Job Dashboardを選択します。

ステップ 5 イメージが [ソフトウェアイメージ（Software Images）]ページ（[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）]）に表
示されていることを確認します。

FTPプロトコルサーバのソフトウェアイメージの追加（プロトコル）

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [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 [追加/インポート（Add/Import）]タブをクリックします。

ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）]ダイアログで、次の操作を行います。

a) Protocolをクリックします。
b) [プロトコル（Protocol）]フィールドにFTPと入力してから、FTPユーザ名、パスワード、
サーバ名または IPアドレス、およびファイル名を入力します。ファイル名の例は次のとお
りです。

/ftpfolder/asr901-universalk9-mz.154-3.S4.bin

c) [スケジュール（Schedule）]領域で、ジョブを即時に実行するか、後で実行するか、また
は定期的に実行するかをスケジュールします。

d) [送信（Submit）]Submitをクリックします。

ステップ 4 ジョブのステータスを確認するには、ポップアップメッセージに示されるジョブリンクをク
リックするか、Administration>Job Dashboardの順に選択します。

ステップ 5 [ソフトウェアイメージ（Software Images）]ページ（[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）]）に、イメージが
リストされていることを確認します。
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クライアントマシンのファイルシステムからのソフトウェアイメー

ジの追加

始める前に

ソフトウェアイメージファイルをインポートすると、ブラウザセッションが一時的にブロッ

クされます。アップロード処理がブラウザセッションのアイドルタイムアウトの制限値を超

えると、 Prime Infrastructureからログアウトされて、ファイルのインポート操作が異常終了し
ます。したがって、インポート操作を開始する前に、アイドルタイムアウトの制限値を増やす

ことを推奨します。アイドルタイムアウト値を増やすには、アイドルユーザ用のグローバル

タイムアウトを設定するを参照してください。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [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 [追加/インポート（Add/Import）]タブをクリックします。

ステップ 3 [イメージのインポート（Import Images）]ダイアログで、次の操作を行います。

a) Fileをクリックします。
b) Browseボタンをクリックし、ソフトウェアイメージファイルに移動します。
c) [スケジュール（Schedule）]領域で、ジョブを即時に実行するか、後で実行するか、また
は定期的に実行するかをスケジュールします。

d) [送信（Submit）]Submitをクリックします。

ステップ 4 ジョブのステータスを確認するには、ポップアップメッセージに示されるリンクをクリックす
るか、Administration>Job Dashboardの順に選択します。

ステップ 5 [ソフトウェアイメージ（Software Images）]ページ（[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）]）に、イメージが
リストされていることを確認します。

仮想イメージリポジトリへのソフトウェアイメージのイ

ンポート
Prime Infrastructureの仮想イメージリポジトリ（VIR）を使用すると、指定 URLまたはファイ
ルからデバイスイメージを自動的に取得および保存できます。これらのダウンロードを定期的

に実行するようにスケジュールを設定できます。

現在、VIRは FTPまたは HTTPダウンロードのみをサポートしています。

ソフトウェアイメージを VIRにインポートするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [仮想イメージリポジ
トリ（Virtual Image Repository）]を選択します。ページには、リポジトリに現在保持されて
いるイメージの数が表示されます。

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となる [送信元（Source）]を指定します。次のいずれか
の送信元を指定できます。

• [URL]：ソフトウェアイメージのインポート元となる FTPまたは HTTP 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。

• [ファイル（File）]：クライアントマシン上のローカルファイル。

ステップ 4 [収集オプション（Collection Options）]をクリックし、必要な情報を入力します。

ステップ 5 [スケジュール（Schedule）]をクリックし、イメージファイルのインポートのスケジュールを
指定します。収集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。また、ジョブを自動的に繰り返すようにスケジュールを設定することもでき

ます。

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）]> [ソフトウェアイメージのインポート（Software
ImageImport）]を選択し、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。

関連トピック

ソフトウェアイメージのインポート

デバイスへ新しいソフトウェアイメージを配布

ソフトウェアイメージをアップグレードするためのデバ

イス要件の変更
以下の手順を使用して、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、フラッシュ、およびブート ROMの要件を変更します。アップグレード分
析を行う場合、これらの値を確認します（デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認

（アップグレード分析）（20ページ）を参照）。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [ソフトウェアイメージ
（Software Images）]の順に選択します。
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ステップ 2 [ソフトウェアイメージサマリー（Software Image Summary）]パネルで、関連付けられたハイ
パーリンクをクリックすることによって、ソフトウェアイメージを検索および選択します。

ステップ 3 ソフトウェアイメージ名のハイパーリンクをクリックして、イメージ情報を開きます。

ステップ 4 以下のように、デバイス要件を調整します。

•最小 RAM（1～ 999999999999999）

•最小 FLASH（1～ 999999999999999）

•ブート ROMの最小バージョン

ステップ 5 [保存（Save）]Saveをクリックします。

ステップ 6 以前の要件を維持するには、[デフォルトに戻す（Restore Defaults）]をクリックします。

デバイスがイメージ要件を満たしていることの確認（アッ

プグレード分析）
アップグレード分析では、デバイスに十分なRAMまたはフラッシュストレージが含まれてい
ること（デバイスの種類によって異なります）、イメージがデバイスファミリと互換性がある

こと、そして、ソフトウェアのバージョンがデバイス上で実行されているイメージバージョン

と互換性があることを確認します。分析の後、デバイスごとの結果を提供するレポートが Prime
Infrastructureで表示されます。レポートデータは以下から収集されます。

•ソフトウェアイメージリポジトリ。これには、イメージヘッダー内の最小RAM、最小フ
ラッシュなどの情報が含まれます。

• Prime Infrastructureインベントリ。これには、デバイス上のアクティブイメージに関する
情報と、フラッシュメモリ、モジュール、プロセッサの詳細が含まれます。

アップグレード分析は、Cisco NCS 1000、Cisco NCS 4000、Cisco NCS 5000、Cisco NCS 5500、
Cisco NCS 6000、Cisco ASR 9000などの Cisco IOS-XRデバイスではサポートされていません。

（注）

イメージのデバイス要件を調節する場合は、ソフトウェアイメージをアップグレードするため

のデバイス要件の変更（19ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [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 [役に立つリンク（Useful Links）]の下にあるUpgradeAnalysisをクリックします（[ソフトウェ
アイメージ（Software Images）]ページから画像を選択しないでください）。
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ステップ 3 [アップグレード分析（Upgrade Analysis）]ダイアログで以下を行います。

a) ソフトウェアイメージのソース（イメージリポジトリまたは Cisco.com）を選択します。
b) 分析するデバイスを選択します。
c) デバイスを分析するソフトウェアイメージを選択します。
d) RunReportをクリックします。

レポートでは、デバイスが IPアドレスでグループ化されます。

デバイスへの新しいソフトウェアイメージの配布
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。

ソフトウェアイメージ配布を効率的に実行するには、配布の実行元となるデバイスおよびサー

バが、地理的に同じ場所または建物内にある必要があります。ネットワークの速度低下によ

り、配布に時間がかかる場合、ソフトウェア配布ジョブはエラーを返します。

CISCO-FLASH-MIBへのアクセスをブロックするSNMPビューがないようにするため、ソフト
ウェアイメージをダウンロードするすべてのルータとスイッチ（存在する場合）の設定から、

次のコマンドを削除します。

（注）

snmp-server view ViewName ciscoFlashMIB excluded

手順

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。
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ステップ 2 ソフトウェアイメージ管理ライフサイクルウィジェットの [配布（Distribute）]をクリックし
ます。

ステップ 3 [イメージ選択（Image Selection）]ウィンドウで、配布するソフトウェアイメージを選択しま
す。

ステップ 4 [デバイスの選択（Device Selection）]タブをクリックし、イメージを配布するデバイスを選択
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 5 [イメージ詳細の検証（Image Details Verification）]タブをクリックし、イメージの行をクリッ
クして次の操作を行います。

•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。

• [配布場所（Distribute Location）]フィールドに表示されている値を選択し、ソフトウェア
イメージを保存する新しい場所を選択し、[保存（Save）]をクリックします。

• [ソフトウェアイメージ管理サーバ（Software Image Management Server）]フィールドに表
示されている値を選択し、[保存（Save）]をクリックします。ローカルファイルサーバ、
または [管理（Administration）] > [サーバソフトウェアイメージ管理サーバ（Servers
Software Image Management Servers）]で作成したサーバの 1つを選択できます。

[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 6 [イメージ展開（Image Deployment）]タブをクリックし、必要に応じてイメージ展開オプショ
ンを設定します。

• [現行イメージのバックアップ（Back Up Current Image）]：新しいイメージを配布する前
に、デバイスからソフトウェアイメージリポジトリページに実行イメージをインポート

します。

• [ブートコマンドの挿入（Insert boot command）]：デバイスのブートパスリストでブート
変数を設定します。

• [アクティブ化（Activate）]：[アクティブ化（Activate）]オプションを有効にするには、
[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する必要があ
ります。

• [アクティブ化オフ（ActivateOFF）]：新しいイメージが配布され、デバイスのブート
パスリストでブート変数が設定されます。このモードではデバイスはリブートせず、

引き続き実行イメージを使用して稼働します。

• [順次アクティブ化（Activate Sequential）]：選択されているすべてのデバイスへのイ
メージ配布が完了すると、デバイスは順次リブートします。

• [並行アクティブ化（ActivateParallel）]：選択されているすべてのデバイスへのイメー
ジ配布が完了すると、デバイスは同時にリブートします。
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• [配布前にフラッシュを消去（Erase Flash Before Distribution）]：デバイスに十分なメモリ
がない場合、イメージ配布前にフラッシュメモリを消去します。

• [障害が発生しても続行（Continue on Failure）]：1つのイメージのイメージ配布が失敗し
ても、キュー内の次のデバイスが配布対象としてピックアップされます。

• [TFTPフォールバック（TFTP Fallback）]：イメージ配布が失敗した場合に、TFTPサーバ
の場所から現行の実行イメージをリロードするよう、デバイスに指示します。

ステップ 7 Prime Infrastructureでは、ソフトウェアイメージの配布に最大で 1台のローカルファイルサー
バと 3台のソフトウェアイメージ管理サーバを使用できます。各サーバでは 1回あたりイメー
ジを 5つのデバイスに配布できます。1つのデバイスでイメージの配布が完了すると、後続の
次のデバイスがイメージ配布対象になります。[配布のスケジュール（Schedule Distribution）]
タブをクリックし、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。

イメージ配布ジョブの詳細は、ソフトウェアイメージ管理ダッシュボードに表示されます。ま

た、[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）] > [ソフトウェアイメージのインポート（Software
ImageImport）]から、イメージ配布ジョブの詳細を表示することもできます。[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。

デバイスで新しいソフトウェアイメージをアクティブに

する
新しいイメージがデバイスでアクティブになっている場合、それがディスクで実行されている

イメージになります。新しいイメージをアクティブにしても、非アクティブにされたイメージ

は削除されません。デバイスからイメージを手動で削除する必要があります。

同じジョブで、イメージの配布とアクティブ化を実行する場合、デバイスへの新しいソフト

ウェアイメージの配布（21ページ）を参照してください。

新しいイメージをデバイスに配布せずに、イメージをアクティブにするには（たとえば、デバ

イスにアクティブにしたいイメージが存在する）、次の手順を実行します。アクティブ化は配

布操作を使用しますが、新しいイメージを配布しません。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [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 ソフトウェアイメージ管理ライフサイクルウィジェットの [有効化（Activate）]アイコンをク
リックします。
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ステップ 3 （注） スタンバイバージョンがアクティブバージョンよりも古い場合、アクティブ化の操

作は実行できません。

[有効化ソース（Activation Source）]タブで、必要に応じて [ライブラリから有効化（Activate
fromLibrary）]、[完了した配布ジョブから有効化（Activate fromCompletedDistribution Jobs）]、
または [スタンバイ/代替イメージから有効化（Activate from Standby/Alternate Images）]を選択
します。

ステップ 4 [完了した配布ジョブから有効化（Activate fromCompletedDistribution Jobs）]を選択する場合、
[ジョブオプションの有効化（Activate Job Options）]タブをクリックします。

ステップ 5 [ジョブオプションの有効化（Activate Job Options）]ウィンドウで、必要な設定を選択し、ス
テップ 10に移動します。

• [オプションのアクティブ化（Activate Options）]：[順次（Sequential）]または [並行
（Parallel）]

• [失敗後に続行（Continue on Failure）]：デバイスで配布が失敗した場合でも、配布を続行
します。

• [コミット（Commit）]：配布後にデバイスでイメージをコミットします。

• [FPDアップグレード（FPDs Upgrade）]：Field-Programmable Device（FPD）とは、ルータ
カードに実装し、個別のソフトウェアアップグレードをサポートするハードウェアデバ

イスのことです。このオプションを有効にすると、アップグレードに FPDイメージパッ
ケージが使用されます。

ステップ 6 [有効化ソース（Activation Source）]タブの [ライブラリから有効化（Activate from Library）]を
選択する場合は、[イメージ選択（Image Selection）]タブをクリックします。

ステップ 7 [スタンバイイメージからアクティブ化（Activate from Standby Image）]を選択する場合、ス
テップ 9に進みます。

ステップ 8 [イメージ選択（Image Selection）]タブで、配布するソフトウェアイメージを選択します。

ステップ 9 [デバイスの選択（Device Selection）]タブをクリックして、イメージをアクティブにする必要
があるデバイスを選択します。

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。たとえば、ステップ

3で [スタンバイ/代替イメージから有効化（Activate from Standby/Alternate Images）]オプショ
ンを選択した場合、[デバイスの選択（DeviceSelection）]タブには、スタンバイ/代替イメージ
のアクティブ化をサポートする Cisco NCS 2000、Cisco ONS 15454、Cisco ME1200のデバイス
だけが表示されます。

ステップ 10 [イメージの有効化（Activate Image）]タブをクリックし、選択したデバイスおよびソフトウェ
アイメージを有効化するために正しくマッピングしているかどうかを確認します。アクティブ

化にスタンバイイメージを使用する場合は、[イメージ選択の確認（Verify Image Selection）]
タブをクリックします。
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スタンバイ/代替イメージをアクティブにする際に、スタンバイ/代替イメージのバー
ジョンがデバイスで実行されているイメージよりも古いバージョンである場合、[確
認ステータスメッセージ（Verification StatusMessage）]列に、赤色で古いバージョン
にダウングレードしようとしていることが示されます。

（注）

ステップ 11 [ジョブオプションの有効化（Activate Job Options）]タブをクリックし、必要なジョブの有効
化オプションを選択します。

[有効化（Activate）]ドロップダウンリストから [ISSU]オプションを選択する場合、デバイス
の再起動は不要で、デバイスのソフトウェアイメージがアップグレードされます。

スタンバイイメージでアクティブ化する際に、選択したデバイスがダウングレードをサポート

する場合、[イメージのダウングレードのみ（Only image downgrade）]チェックボックスが表
示されます。このチェックボックスをオンにすると、デバイスがダウングレード操作をサポー

トしている場合のみ、ダウングレードされます。また、指定されたアップグレード操作はすべ

て失敗します。

ステップ 12 [送信（Submit）]をクリックし、選択したデバイスのソフトウェアイメージを有効化します。

シスコデバイスに関する情報、およびそれらがイメージ配布でサポートするプロトコルについ

ては、以下の表を参照してください。

表 2 :シスコデバイスとサポートされるイメージ配布プロトコル

HTTPSSFTPSCPFTPTFTPシスコデバイ

ス

いいえはいいいえいいえはいCisco ASR9K

いいえはいはいはいはいCisco IOS XR
（Cisco
ASR9Kデバイ
スを除く）

いいえいいえはいはいはいCiscoNCS42xx
または Cisco
ASR907

いいえいいえはいいいえはいCisco ASR90X
または Cisco
ASR920

いいえはいいいえはいはいCisco ME1200

はいいいえいいえはいいいえCisco NCS2K
および Cisco
ONSデバイス
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ワイヤレス/DCデバイスへのソフトウェアイメージの展
開

[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。次の表では、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。

表 3 :アップグレード/ダウングレードモードオプション

配布後のデバイスイメージ形

式

配布前のデバイスイメージ形

式

デバイスアップグレードモード

.binpackages.confインストールモードからバンドルモードへの変更

packages.confpackages.confインストー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現在の既存モードへの変更

packages.conf.binバンドルモードからインストールモードへの変更

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）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）]を選択しま
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。

関連トピック

デバイスで新しいソフトウェアイメージをアクティブにする（23ページ）

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
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• 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
• Cisco ME 3600X-24TS-Mスイッチ
• Cisco ME 3800X-24FS-Mスイッチルータ

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。

（注）

デバイスのリロード間でのCiscoISOXRイメージのコミッ
ト

Cisco IOSXRデバイスの場合、デバイスがその設定で一定期間稼働し、パッケージの変更が適
切であると確信できるまでは、パッケージ変更をコミットしないことが推奨されます。

（注）

デバイスにCiscoIOSXRパッケージをコミットすると、パッケージの設定はデバイスのリロー
ド後にも維持されます。また、コミット操作では、ロールバック操作に使用できるロールバッ

クポイントがデバイスに作成されます。

イメージの配布、アクティブ化、コミットを同一ジョブで行う場合は、「デバイスへの新しい

ソフトウェアイメージの配布」で説明する手順を使用します。

アクティブ化したイメージをコミットするには、次の手順に従います。

単一デバイスだけを使用している場合は、[デバイスの詳細（Device Details）]ページからコ
ミット操作を実行します（[イメージ（Image）]タブをクリックしてイメージを選択し、[コミッ
ト（Commit）]をクリックします）。

（注）

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（DeviceManagement）] > [ソフトウェアイメージ
（Software Images）]の順に選択します。
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ステップ 2 ソフトウェアイメージ管理ライフサイクルウィジェットの [コミット（Commit）]アイコンを
クリックします。

ステップ 3 コミットするイメージのあるデバイスを選択して、[送信（Submit）]をクリックします。（ア
クティブ化されているイメージだけがコミット可能です。）

ステップ 4 アクティブ化するソフトウェアイメージを選択し、[サブミット（Submit）]をクリックしま
す。

ステップ 5 [配布スケジュール（Schedule Distribution）]エリアで、コミットジョブを即時実行するか、後
で実行するか、または定期的に実行するかをスケジュールします。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

ステップ 7 Administration>JobDashboardを選択し、イメージアクティブ化ジョブに関する詳細を確認し
ます。

ソフトウェアイメージ操作に関するネットワーク監査の

確認
デバイスソフトウェアイメージの変更に関する履歴情報を得るには、ネットワーク監査を調

べます。

手順

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）]>[ネットワーク監査（NetworkAudit）]の順に選択します。イメー
ジ管理操作だけを表示するように結果をフィルタリングするには、[監査コンポーネント（Audit
Component）]フィールドに softwareimageと入力します。

ステップ 2 イベントドロワーを展開して、デバイスの変更に関する詳細情報を表示します。たとえば、上
記の図で強調表示されているドロワーを展開すると、ジョブにリストされているイメージがデ

バイスに正常に配布されたことがわかります。
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544544
Yes
No
TELNET, SSH
No
currentlyExists
No
No
SCP,SFTP,FTP,TFTP
No
/opt/CSCOlumos/conf/ifm/swim/jobs
No
Sequential
/localdisk/sftp
No
/localdisk/sftp
No
Sequential
Yes
Starting distribution of image to device
asr903rsp1-universalk9_npe.03.13.00.S.154-3.S-ext.bin
asr903rsp1-universalk9_npe.03.13.00.S.154-3.S-ext.bin

Device/Module ID
Distribution Option : ActivatePatches
Distribution Option : BackUpCurrentImageFetch
Distribution Option : CfgXferProtocolOrder
Distribution Option : Commit
Distribution Option : DeviceUpgradeMode
Distribution Option : HaltUponError
Distribution Option : ISSUUpgrade
Distribution Option : ImgXferProtocolOrder
Distribution Option : InsertBootCommand
Distribution Option : JobDirectory
Distribution Option : RebootImmediately
Distribution Option : RebootMode
Distribution Option : SCPDirectory
Distribution Option : SkipDistribution
Distribution Option : TftpDirectory
Distribution Option : TftpFallback
Distribution Option : UpgradeMode
Distribution Option : UseSSH
Operation
Running Image File Name
Running Image File Name

ASDの例外とエラー条件
Cisco Prime Infrastructureでは、Cisco Automated Software Distribution（ASD）サービスを使用し
てソフトウェア情報とダウンロード URLが提供されるので、デバイス/アプリケーションを最
新バージョンにアップグレードする際に役立ちます。

次の表では、cisco.comからソフトウェアイメージをインポートする際に Prime Infrastructureの
ASD APIによって返される ASDの例外とエラー条件について説明します。

表 4 : ASDの例外とエラー条件

エラーの説明エラーコード

要求で指定された PIDが無効です。有効な PIDでサービスを呼び出してください。PID_INVALID

指定された image_nameが無効です。有効な image_nameを指定してください。IMG_NM_INVALID

指定された software_type_idが無効です。有効な software_type_idを指定してください。SWTID_INVALID

入力が無効か、または指定された入力に対してデータが見つかりません。INVALID_INPUT

無効な metadata_trans_id。INVALID_MTRANSID

無効な download_session_id。INVALID_DWLDSID

無効な download_retry_id。INVALID_DRETRYID
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エラーの説明エラーコード

要求で指定された image_guidが無効です。有効な image_guidを指定してください。IMAGE_GUID_INVALID

要求に PIDがありません。要求に有効な PIDを指定してください。PID_MISSING

要求に current_releaseがありません。要求に有効な current_releaseを指定してください。CUR_REL_MISSING

要求に output_releaseがありません。要求に有効な output_releaseを指定してください。OUT_REL_MISSING

要求に image_namesがありません。少なくとも 1つの有効な image_namesを指定してくだ
さい。

IMG_NM_MISSING

要求に download_retry_idがありません。要求に有効な download_retry_idを指定してくだ
さい。

MISSING_DW_RETRY_ID

要求に metadata_trans_idがありません。要求に有効な metadata_trans_idを指定してくださ
い。

MTRANSID_MISSING

要求に入力されたイメージ名の数が制限を超えています。IMAGE_LIMIT_EXCEEDED

有効期限が切れている download_retry_idが以前に付与されました。DRETRYID_EXPIRED

有効期限が切れているdownload_session_idが以前に付与されました。\ndownload_session_id
なしでダウンロードサービスを開始してください。

DWLDSID_EXPIRED

有効期間に時間制限があったため有効期限が切れているmetadata_trans_idが以前に付与さ
れています。メタデータサービスを呼び出してダウンロードを開始してください。

MTRANSID_EXPIRED

データが見つかりません。NO_DATA_FOUND

要求に image_guidがありません。要求に有効な image_guidを指定してください。IMAGE_GUID_MISSING

10000TIMEOUT

チャートに項目がありません。CART_EMPTY

この警告メッセージは、記録では次の製品をダウンロードすることを許可されていない可

能性があることが示されているために表示されます。

DWLD_WARN
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エラーの説明エラーコード

このメッセージが間違いであると思われる場合は、テクニカルサポート

<mailto:ent-dl@cisco.com>に電子メールでお問い合わせください（24時間 365日サポート
体制）要求を迅速に処理するために、次の情報を含めてください：ユーザ ID（ソフトウェ
アのダウンロードに使用されるCisco.comID）、連絡先名、会社名、契約番号、製品 ID、
目的のソフトウェアリリースまたはファイル名。電子メールに上記のメッセージを含め

てください。\上記の製品がお客様のCisco.comプロファイルに関連付けられているサービ
ス契約の対象であるかを確認するには、シスコ担当者、パートナーまたはリセラーにお問

い合わせください。[Partner Locator]https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/
openBasicSearch.doリンクから、最寄りのパートナーを検索できます。Cisco ProfileManager
を使用してこれらの製品のサービス契約をプロファイルに追加するか、またはサービス管

理者に代行させることができます。

DWLD_WARN1

次のいずれかのオプションを使用して、将来的にサービスを十分受けることができるこ

と、およびCisco.comプロファイルが正確で最新のものであることを確認してください。
シスコ担当者、パートナーまたはリセラーに連絡して、上記の製品がCisco.comプロファ
イルに関連付けられているサービス契約の対象であることを確認してください。[Partner
Locator]https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.doリンクか
ら、最寄りのパートナーを検索できます。Cisco Profile Managerを使用してこれらの製品
のサービス契約をプロファイルに追加するか、またはサービスアクセス管理者に代行さ

せることができます。ソフトウェアのダウンロード中に不必要な中断や遅延が発生しない

ように、この通知に従って迅速に対応していただければ幸いです。

DWLD_WARN2

K9フォームが受け入れられなかったか、またはダウンロードを続行することを拒否され
ました。

K9_FORM_AR

EULAフォームが受け入れられなかったか、またはダウンロードを続行することを拒否さ
れました。

EULA_FORM_AR

K9フォームがダウンロードの続行を認められませんでした。K9_FORM_ACC

EULAフォームがダウンロードの続行を認められませんでした。EULA_FORM_ACC

EULAフォームと k9フォームの両方が受け入れられなかったか、またはダウンロードを
続行することを拒否されました。

K9_EULA_FORM_AR

サービスに予期しないエラーが発生しました。要求されたデータを用意してサポートにお

問い合わせください。

SER_UNEXPECT_FAIL
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