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章

フレキシブル パッケージ：容易な定期アッ
プグレードとメンテナンスを実現
フレキシブル パッケージでは、Cisco IOS XR オペレーティング システムがモジュール化され、
RPM パッケージとして提供されます。Redhat Packet Manager（RPM）は、パッケージでの提供を
基本としているので、簡単かつ迅速にシステムを更新できます。
基本ソフトウェアは可能な限りスリム化されており、必須パッケージのみが含まれています。他
のオプションのパッケージは、個別にインストール可能な RPM パッケージとして分けられた状
態で提供されます。ユーザは、関連するオプションの RPM を選択することで、必要なサービス
を柔軟に選択し、インストールできます。
フレキシブル パッケージでは、自動依存関係管理もサポートされています。これにより、ユー
ザが RPM を更新中、システムによってすべての関連する依存パッケージが特定され、更新され
ます。アップグレード中に依存関係を管理するために標準の Linux ツールがシステムによって使
用されます。
基本ソフトウェアは、NCS 1002 の基本機能に必要な最小限の必須パッケージ（ユーティリティ
を含む）です。また、mini.iso とも呼ばれています。この基本パッケージには、以下が含まれて
います。
• オペレーティング システム（OS）：カーネル、ファイル システム、メモリ管理、および他
の OS ユーティリティ
• 基本コンポーネント：インターフェイス マネージャ、システム データベース、チェックポ
イント サービス、構成管理ユーティリティ
• インフラストラクチャ コンポーネント：ラック管理、ファブリック管理
• ルーティング プロトコル：必須のルーティング プロトコル（BGP、ISIS など）
• 転送コンポーネント：FIB、ARP、QoS、ACL
• ライン カード ドライバ
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基本ソフトウェアの一部である必須の RPM（BGP など）は削除できません。アップグレードの
みできます。EIGRP などのオプションの RPM は、必要に応じて追加、アップグレード、および
削除できます。
図 1：細かな単位のルーティング モジュール

RPM は細かな単位でのモジュール形式で利用可能で、mpls-te-rsvp、bgp（アップグレードのみ）、
があります。
またこの章では、次の内容についても説明します。
• フレキシブル パッケージのワークフロー, 3 ページ
• パッケージのファイル名形式, 3 ページ
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フレキシブル パッケージのワークフロー
次の図に、フレキシブル パッケージの全体的なワークフローを示します。
図 2：フレキシブル パッケージ ワークフロー

パッケージのファイル名形式
RPM のファイル名形式は次のとおりです。name-version-release.architecture.rpm
• name：ソフトウェアがサポートするプラットフォーム名
• version：ソフトウェアのバージョン
• release：ソフトウェアのこのバージョンが更新された回数
• architecture：ノードのプロセッサ アーキテクチャ
例：-mpls-1.2.0.0-r622.x86_64.rpm
ソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）は、RPM として提供されます。RPM には、
4 桁のバージョン番号が付けられています。 最初の 3 桁の数字は、それぞれメジャー、マイナー、
およびビルド番号を表します。 4 桁目の数字は、SMU がリリースされるごとに増分されます。
次の表に、バージョンの各桁が増分される理由を示します。
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パッケージのファイル名形式

バージョン（左からの桁数）

意味

増分される理由

1 番目

Major

API に対する後方互換性のない
変更の発生

2 番目

Minor

パブリック API に対する後方互
換性のある変更の発生

3 桁目

ビルド

API 変更のない RPM ビルドの
発生

4 桁目

SMU リリース

新しい SMU のリリース

不具合 ID
SMU は、不具合 ID で特定されます。この例では、パッケージの最初の SMU がリリースされる
と、4 桁目の数字が 1 から始まり、2 回目のリリースでは増分されて 2 になることに注意してくだ
さい。
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自動依存関係管理
フレキシブル パッケージでは、自動依存関係管理がサポートされます。RPM の更新中に、関連
するすべての依存パッケージがシステムによって自動的に特定され、更新されます。
図 3：インストール フロー（基本ソフトウェア、RPM、および SMU）

このリリースまでは、ユーザはネットワーク サーバ（リポジトリ）上の CCO からソフトウェア
イメージおよび必要な RPM をダウンロードしていました。また、install add コマンドおよび
install activate コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルを NCS 1002 に追加し、それらで
アクティブ化していました。さらに、関連する依存 RPM を手動で特定し、追加およびアクティ
ブ化する必要がありました。
自動依存関係管理を使用すると、ユーザ側で依存 RPM を特定し、個別に追加およびアクティブ
化する必要がありません。また、依存 RPM を自動的に特定し、インストールする新しいインス
トール コマンドを実行できます。
新しいコマンドは、install update コマンドおよび install upgrade コマンドです。install update コ
マンドは、依存パッケージを特定し、更新します。このコマンドは、基本パッケージを更新しま
せん。install upgrade コマンドは、基本パッケージをアップグレードします。
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自動依存関係管理
自動依存関係管理

（注）

1 Cisco IOS XR 6.0.1 では、サードパーティおよびホスト パッケージ SMU（install update コ
マンドと install upgrade コマンド）は、自動依存関係管理に含まれません。サードパーティ
およびホスト パッケージの SMU は、他のインストール手順（IOS XR の SMU および RPM、
または管理コンテナのインストール）と独立して、個別にインストールする必要がありま
す。
2 Cisco IOS XR 6.0.1 では、現在、パッケージの非同期アップグレードはサポートされていま
せん。
これ以降で説明する内容は、次のとおりです。
• 自動依存関係管理, 6 ページ
• RPM と SMU の更新, 7 ページ
• 基本ソフトウェア バージョンのアップグレード, 8 ページ
• RPM のダウングレード, 8 ページ

自動依存関係管理
フレキシブル パッケージでは、自動依存関係管理がサポートされます。RPM の更新中に、関連す
るすべての依存パッケージがシステムによって自動的に特定され、更新されます。
図 4：インストール フロー（基本ソフトウェア、RPM、および SMU）

このリリースまでは、ユーザはネットワーク サーバ（リポジトリ）上の CCO からソフトウェア
イメージおよび必要な RPM をダウンロードしていました。また、install add コマンドおよび install
activate コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルを NCS 1002 に追加し、それらでアク
ティブ化していました。さらに、関連する依存 RPM を手動で特定し、追加およびアクティブ化す
る必要がありました。
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自動依存関係管理を使用すると、ユーザ側で依存 RPM を特定し、個別に追加およびアクティブ化
する必要がありません。また、依存 RPM を自動的に特定し、インストールする新しいインストー
ル コマンドを実行できます。
新しいコマンドは、install update コマンドおよび install upgrade コマンドです。install update コ
マンドは、依存パッケージを特定し、更新します。このコマンドは、基本パッケージを更新しま
せん。install upgrade コマンドは、基本パッケージをアップグレードします。

（注）

1 Cisco IOS XR 6.0.1 では、サードパーティおよびホスト パッケージ SMU（install update コ
マンドと install upgrade コマンド）は、自動依存関係管理に含まれません。サードパーティ
およびホスト パッケージの SMU は、他のインストール手順（IOS XR の SMU および RPM、
または管理コンテナのインストール）と独立して、個別にインストールする必要がありま
す。
2 Cisco IOS XR 6.0.1 では、現在、パッケージの非同期アップグレードはサポートされていま
せん。
これ以降で説明する内容は、次のとおりです。

RPM と SMU の更新
RPM には特定の不具合に対する修正が含まれており、その修正でシステムを更新する必要があり
ます。RPM および SMU を新しいバージョンに更新するには、install update コマンドを使用しま
す。特定の RPM に対して install update コマンドが発行されると、NCS 1002 によりリポジトリと
の間で通信が行われ、RPM がダウンロードされてアクティブ化されます。依存関係にある RPM
がリポジトリにある場合、NCS 1002 によってその RPM が特定され、インストールされます。
install update コマンドの構文は次のとおりです。
install update sourcerepository[rpm]
install update コマンドは、次の 4 つの方法で実行できます。
• パッケージ名を指定しない。
パッケージ名を指定しないと、すべてのインストール済みパッケージがコマンドによって最
新の SMU で更新されます。
install update source [repository]

• パッケージ名を指定する。
パッケージ名を指定すると、そのパッケージがコマンドによってインストールされ、依存関
係とともにそのパッケージの最新の SMU で更新されます。パッケージがすでにインストー
ルされている場合、そのパッケージの SMU だけがインストールされます（すでにインストー
ルされている SMU は、スキップされます）。
install update source [repository] ncs1002-mpls.rpm

• SMU を指定する。
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SMU を指定すると、その SMU は依存関係にある SMU とともにダウンロードおよびインス
トールされます。
install update source [repository] ncs1002-mpls-1.0.0.1-r622.CSCub12345.x86_64.rpm

• パッケージ名とバージョン番号を指定する。
パッケージの特定のバージョンをインストールする必要がある場合、完全なパッケージ名を
指定します。このパッケージは、リポジトリにあるパッケージの最新の SMU とともにイン
ストールされます。
install update source [repository] ncs1002-mpls-1.0.2.0-r622.x86_64.rpm

基本ソフトウェア バージョンのアップグレード
基本ソフトウェアは、新しいバージョンが利用可能になった場合に、そのバージョンにアップグ
レードできます。基本ソフトウェアを最新バージョンにアップグレードするには、install upgrade
コマンドを使用します。ベース バージョンをアップグレードすると、NCS 1002 で現在利用可能な
RPM もアップグレードされます。
install upgrade コマンドの構文は次のとおりです。
install upgrade sourcerepositoryversionversion[rpm]
install upgrade コマンドは、次の 2 つの方法で実行できます。
• バージョン番号を指定する。
基本ソフトウェア（.mini）は、特定のバージョンにアップグレードされます。すべてのイン
ストール済み RPM も、同じリリース バージョンにアップグレードされます。
install upgrade source

[repository]

version 6.2.2

• RPM のバージョン番号を指定する。
システム アップグレードを実行する場合、ユーザはオプションの RPM（基本ソフトウェア
のバージョンのリソースとは異なるリリース）を選択できます。つまり、RPM を指定できま
す。
install upgrade source [repository] version 6.2.2 ncs1002-mpls-1.0.2.0-r623.x86_64.rpm

RPM のダウングレード
RPM をアクティブ化した後に、下位バージョンの RPM のアクティブ化と、RPM のダウングレー
ドが必要になる場合があります。install activate コマンドで force オプションを使用して、下位バー
ジョンの RPM をアクティブ化します。
コマンドの構文は次のとおりです。install activate [rpm] force
例
目的：下位バージョンの RPM の追加およびアクティブ化
現在アクティブな RPM：mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r60011I
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アクティブ化される RPM：mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r6006I
設定
1 RPM（mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r6006I.rpm）を NCS 1002 にダウンロードします。
install add source [repository] mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r6006I.rpm

2 RPM（mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r6006I.rpm）をアクティブ化します。
install activate mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r6006I.rpm force

アップグレード後、mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r6006I.rpm はアクティブになり、
mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r60011I.rpm は自動的に非アクティブになります。
show install active コマンドを実行して、アクティブな RPM のバージョンを確認します。
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