ファームウェア アップグレードの管理
ここでは、IoT FND におけるファームウェア アップグレードの設定の管理について説明します。具体的な内容は次のとおり
です。


FAR ファームウェアのアップデート



ファームウェア グループの設定



FAR ファームウェア イメージの使用



OS の移行



メッシュ エンドポイント ファームウェア イメージの使用

IoT FND を使用して、FAR（CGR1000、C800、IR800）、AP800、メッシュ エンドポイント（CGE および Range Extender）で実行
されているファームウェアをアップグレードします。IoT FND は、後で IoT FND および IoT DM ファイル転送を通じてファー
ムウェア グループ内の FAR に転送するため、および IoT FND を使用して ME に転送するため、ファームウェア バイナリをそ
のデータベースに保存します。
シスコではファームウェア バンドルを zip ファイルとして提供しています。Cisco IOS では、ソフトウェア バンドルにハイ
パーバイザ、システム イメージ、および IOx イメージ（ゲスト OS、ホスト OS など）が含まれています。Cisco CG-OS では、
IoT FND により、バンドルに含まれるキックスタートとシステム イメージが自動的に解凍されます。ファームウェア システ
ム イメージはサイズが大きく
（約 130 MB）、キックスタート イメージは約 30 MB です。すべてのファームウェア バンドルに
は、マニフェスト ファイルとバンドル内のイメージに関するメタデータが含まれています。アップロード プロセスは一時停
止、停止、または再開できます。

FAR ファームウェアのアップデート
IoT FND では次の 2 ステップで FAR ファームウェアをアップデートします。
1. IoT FND からデバイスにファームウェア イメージをアップロードします。
ファームウェア イメージのサイズが大きいため、インターフェイスの速度によっては、FAR へのアップロードに 30 分程
かかります。
2. デバイスにファームウェアをインストールしてリロードします。
（注）インストール プロセスを開始する必要があります。イメージのアップロード後に、IoT FND によってプロセスが自動的に
開始されることはありません。
トンネル プロビジョニングの登録と要求のために FAR が IoT FND に初めてコンタクトすると、
IoT FND は FAR をデフォル
トの工場出荷時の設定（ps-start-config）にロールバックしてから、新しいファームウェア イメージのアップロードとインス
トールを行います。
（注）このロールバックには、ps-start-config でブート パラメータを更新し、最新の設定を適用するために 2 回目のリロード
が必要になります。
この 2 回目のリロードにより、インストールおよびリロードの操作にさらに 10 ～ 15 分程かかります。

Cisco Systems, Inc.
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ゲスト OS イメージのアップグレード
CGR の工場出荷時の設定によっては、
ゲスト OS
（GOS）が VM インスタンス内に存在している場合があります。
Cisco IOS の
インストールまたはアップグレードは、[Config] > [Firmware Update] ページでできます（「FAR ファームウェアのアップデー
ト」を参照）。Cisco IOS イメージ バンドルのインストールまたはアップグレードを実行すると、GOS、ハイパーバイザ、Cisco
IOS イメージがすべてアップグレードされます。
任意の Cisco IOS をインストールまたはアップグレードすると、IoT FND が GOS を検出した際に、初期通信が設定されてい
ることを確認してから、必要な設定を行います。CGR が IP アドレスを提供し、GOS のゲートウェイとして機能するには、
DHCP プールがあり、GigabitEthernet 0/1 インターフェイスが設定されている必要があります。新しい GOS イメージによっ
て既存の設定が上書きされます。IoT FND には、既存のアプリをアップグレードされたゲスト OS に移植する内部バックアッ
プと復元メカニズムがあります（「ゲスト OS の管理」を参照）。
CGR の設定の詳細については、
『Cisco 1000 Series Connected Grid Routers Configuration Guides』を参照してください。
（注）IoT FND が VM に Cisco 以外の OS がインストールされていることを検出すると、ファームウェア バンドルはアップ
ロードされず、シスコ参照 GOS はインストールされません。

WPAN イメージのアップグレード
[Config] > [Firmware Update] ページで、他のイメージのアップグレードと同じように、[Images] サブタブ（左側）と [Upload
Image] ボタンを使用して、独立した WPAN イメージ（IOS-WPAN-RF または IOS-WPAN-PLC）を IoT FND にアップロード
できます。このプロセスは「統合されていない WPAN ファームウェア アップグレード」と呼ばれます。
IOS CGR イメージ オプションと統合された WPAN ファームウェア イメージはまだサポートされています。
また、IOS イメージにバンドルされたイメージから WPAN ファームウェアのみアップグレードしたい場合（たとえば、IOS の
アップグレード時に WPAN ファームウェア アップグレード オプションがオンになっていなかった場合）は、各 WPAN イ
メージのタイプ（IOS-WPAN-RF または IOS-WPAN-PLC）の下に [Install from Router] オプションも提供されます。
詳細なステップについては、FAR ファームウェア イメージの使用、268 ページを参照してください。

アクションの有効期限タイマーの変更
cgnms_preferences.sh スクリプトを使用して、IoT FND データベース内のアクションの有効期限タイマーを設定または取
得することができます。
/opt/cgms
/bin/cgnms_preferences setCgrActionExpirationTimeout 50

有効なオプションは次のとおりです。


set<pkg>actionExpirationTimeoutMins<value>
値は次のとおりです。
—

<pkg> はプリファレンス パッケージです（set および get の操作に必要）。

—

actionExpirationTimeoutMins はプリファレンス キーです（set および get の操作に必要）。

—

<value> は分単位の優先値です
（set および setCgrActionExpirationTimeout の操作に必要）。



setCgrActionExpirationTimeout <value>



get<pkg>actionExpirationTimeoutMins



getCgrActionExpirationTimeout
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例
次の例では、アクション タイマー値を取得、設定し、現在の値を再度取得し、
値を削除し、null 値を取得します。
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh getCgrActionExpirationTimeout
2013-08-12 22:38:42,004:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS:
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
5
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh setCgrActionExpirationTimeout 50
2013-08-12 22:38:51,907:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS:
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
Successfully set the preferences.
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh getCgrActionExpirationTimeout
2013-08-12 22:38:58,591:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS:
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
50
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh get com.cisco.cgms.elements.ciscocgr
actionExpirationTimeoutMins
2013-08-12 22:39:12,921:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS:
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
50
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh set com.cisco.cgms.elements.ciscocgr
actionExpirationTimeoutMins 15
2013-08-12 22:39:23,594:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS:
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
Successfully set the preferences.
[root@userID-lnx2 cgms]# ./dist/cgms-1.x/bin/cgnms_preferences.sh get com.cisco.cgms.elements.ciscocgr
actionExpirationTimeoutMins
2013-08-12 22:39:29,231:INFO:main:CgmsConnectionProvider: registered the database url for CG-NMS:
[jdbc:oracle:thin:@localhost:1522:cgms]
15

メッシュ エンドポイント ファームウェアのアップデート
IoT FND にファームウェア イメージを ME ファームウェア グループまたはサブネットのメンバーにアップロードするよう
に指示すると、IoT FND はバックグラウンドでそのイメージをグループ メンバーにプッシュして、アップロードの進捗を追跡
し、デバイスがイメージを確実に受け取れるようにします。
メッシュ エンドポイントは次の 3 つのファームウェア イメージを保存します。


アップロードされたイメージ：最後にアップロードされたイメージ



動作しているイメージ：現在動作しているイメージ



バックアップ イメージ：動作しているイメージに問題がある場合に、
エンドポイントのゴールデン（フォールバック）イ
メージとして機能します。

（注）最大 3 つのファームウェアのダウンロードを同時に開始できます。

メッシュ ファームウェアの移行（CG-OS CG4 プラットフォームのみ）
（注）Cisco Mesh へのメッシュ ファームウェアの移行は、CG-OS バージョン CG4(4) を実行する CGR ではサポートされま
せん。
IoT FND では、CGR ファームウェアの旧バージョンを更新して、次の IoT FND North Bound API を使用して Cisco Mesh の
ネットワークを許可することができます。


findEidByIpAddress



startReprovisionByEidList
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startReprovisionByEidListAbridged



startReprovisionByGroup



startReprovisionByGroupAbridged

使用方法ついては、
『Cisco Connected Grid NMS North Bound API Programming Guide』を参照してください。

ファームウェア グループの設定
ここでは、ファームウェア グループの追加、削除、および設定方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。


ファームウェア グループの追加ファームウェア グループの追加



ファームウェア グループへのデバイスの割り当て



ファームウェア グループの名前変更



ファームウェア グループの削除

（注）アップロード操作は、[Resume] ボタンをクリックした場合にのみ開始されます。
FAR または ME を IoT FND に追加すると、アプリケーションによってデバイスが対応するデフォルトのファームウェア グ
ループ（default-<router> または default-cgmesh）にソートされます。これらのグループを使用して、ファームウェア イメー
ジをメンバーのデバイスにアップロードおよびインストールします。ファームウェア グループを追加して、デバイスのカス
タム セットを管理します。ファームウェア グループへのデバイスの割り当ては、手動または一括で行えます。ファームウェア
グループを削除する前に、グループ内のすべてのデバイスを別のグループに移動する必要があります。空ではないグループを
削除することはできません。
（注）ファームウェア グループを作成するときには、次の警告に注意してください。


CGR、IR800、および C800 は、ネットワーク上に共存することはできますが、ファームウェア管理では、これらが同じ
ファームウェア グループに属することはできません。



IR500 とその他のメッシュ エンドポイント デバイスは、ネットワーク上に共存することはできますが、ファームウェア
管理では、これらが同じグループに属することはできません。

[Config] > [Firmware Update] ページの [Groups] タブには、さまざまなデバイスのメトリックが表示されます。
IoT FND は、選択したファームウェア グループ内の FAR にイメージに関するこの情報を表示します。
フィールド

説明

Selected Firmware Image

グループ メンバーにアップロードされる現在のイメージの zip アーカイブまたはイメージ
の名前。

Current Action

実行されるファームウェア アクションの名前。

Current Status

アップロード中のイメージのステータス。次のようなステータスがあります。


Image Loading、Upload Paused、Upload Stopped、Upload Finished、Upload
Stopping、Upload Pausing



Scheduling Reload、Reload Paused、Reload Stopped、Reload Scheduling Finished、
Reload Stopping、Reload Pausing



Setting Backup、Backup Paused、Backup Stopped、Backup Finished、Backup
Stopping、Backup Pausing
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フィールド

説明

Written/Devices

グループ内のデバイスの総数のうち、イメージを受け取るまたはイメージをインストール
するデバイスの数を指定します。
たとえば 1/3 は、グループ内の 3 つのデバイスのうち、1 つのデバイスがファームウェア
イメージを受け取ったことを意味します。

Error/Devices

グループ内のデバイスの総数のうち、イメージを受け取るまたはイメージをインストール
するのに失敗したデバイスの数を指定します。たとえば 2/3 は、グループ内の 3 つのデバ
イスのうち、2 つのデバイスがイメージのインストールに失敗したことを意味します。
ヒント：エラー状態にあるデバイスを表示するには、[Error/Devices] リンク（図 1 の 1）を
クリックします。

IoT FND はグループ内のすべての FAR に対してこの情報を表示します。
フィールド

説明

Status（ステータス）

デバイスのステータス
（Up、Down、または Unheard など）。

名前

デバイスの EID。

IP アドレス

デバイスの IP アドレス。

Firmware Version

デバイスにインストールされたファームウェア イメージのバージョン。

アクティブな状態

デバイス アクティビティ。

Update Progress

ファームウェア イメージ更新の進捗状況。100% の進捗状況は、イメージのアップロード
が完了したことを示します。

Last Firmware Status Heard

最後に確認されたファームウェア ステータス。

エラー メッセージ

イメージのアップロードに失敗した場合のエラー メッセージ。

Error Details

選択したデバイスのエラーの詳細が表示されます。

ヒント：フィルタを適用（3）するには、[Error/Devices] リンク（図 1 の 1）をクリックします。選択したデバイス グループの
フィルタされていないビューに戻すには、[Clear] ボタン（2）をクリックします。

図 1

[Firmware Update] ページ：エラーが発生したデバイス

263

ファームウェア アップグレードの管理

ファームウェア グループの追加
ファームウェア グループを追加するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。

3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、[default-cgr1000]、[default-c800]、[default-ir500]、[default-ir800]、または
[default-cgmesh] を選択します。
4. [FIRMWARE GROUPS] ペインの右上の [Add Group]
（

）をクリックします。

5. [Add Group] ダイアログ ボックスに、ファームウェア グループの名前を入力します。[Device Category] は、3. で選択し
たデバイス タイプによって異なります。

6. [Add] をクリックします。
新しいグループ ラベルが、[FIRMWARE GROUPS] ペインの対応するデバイス タイプの下に表示されます。
新しいグループにデバイスを割り当てるには、
「ファームウェア グループへのデバイスの割り当て」を参照してください。

ファームウェア グループへのデバイスの割り当て
ここでは、デバイスの移動について説明します。具体的な内容は次のとおりです。


他のグループにデバイスを手動で移動する



他のグループにデバイスを一括で移動する
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他のグループにデバイスを手動で移動する
グループに手動でデバイスを移動するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、
デバイス タイプに基づいて、目的のファームウェア グループを選択します。
（注）
これが ENDPOINT ファームウェア グループの場合は、
メイン ペインの上部にある [Devices] タブをクリックします。

4. 移動するデバイスのチェック ボックスをオンにします。
5. [Change Firmware Group] をクリックします。

6. [Firmware Group] ドロップダウン メニューから、デバイスの移動先のファームウェア グループを選択するか、新しいグ
ループ名を入力します。
7. [Change Firmware Group] をクリックします。
8. [Close] をクリックします。
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他のグループにデバイスを一括で移動する
グループ間でデバイスを一括で移動するには、次の手順を実行します。
1. 次の例に示す形式を使用して、移動するデバイスをリストした CSV ファイルまたは XML ファイルを作成します。
CGR のデバイス タイプ/EID：

EID
（ME 専用）
：

EID（IR800 専用）
：

eid
CGR1120/k9+JS1
CGR1120/k9+JS2
CGR1120/k9+JS3

eid
00078108003c1e07
00078108003C210b

eid
ir800

EID（ISR 800 専用）
：

EID
（IR500 専用）
：

eid
C819HGW-S-A-K9+FTX174685V0
C819HGW-S-A-K9+FTX174686V0
C819HGW-S-A-K9+FTX174687V0

eid
da1
da2
da3

（注）ファイルごとに 1 つのデバイス タイプのみをリストできます。
2. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
3. [Groups] タブをクリックします。
4. [Assign Devices to Group] をクリックします。

5. [Browse] をクリックして、デバイス リストの CSV ファイルまたは XML ファイルを参照します。
6. [Group] ドロップダウン メニューから、目的のグループを選択します。
7. [Change Group] をクリックします。
IoT FND はファイルにリストされているデバイスを現在のグループから目的のグループに移動します。
8. [Close] をクリックします。
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ファームウェア グループの名前変更
ファームウェア グループを名前変更するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、
名前変更するファームウェア グループを選択します。
4. グループの上にカーソルを移動し、[Edit Group Name] の鉛筆アイコンをクリックします。

5. [Rename Group] ウィンドウで、新しい名前を入力して [OK] をクリックします。

（注）上の図のように、フィールド内に無効な文字エントリ（@、#、!、+ など）を入力すると、IoT FND では赤いアラート ア
イコンが表示され、フィールドが赤で強調表示され、[OK] ボタンが無効化されます。

ファームウェア グループの削除
（注）ファームウェア グループを削除する前に、グループ内のすべてのデバイスを別のグループに移動する必要があります。
空ではないグループを削除することはできません。
ファームウェア グループを削除するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、
削除するファームウェア グループを選択します。
4. グループの上にカーソルを移動し、[Delete]
（

）をクリックします。
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5. 削除を確定するには [Yes] をクリックします。
6. [OK] をクリックします。

FAR ファームウェア イメージの使用
ここでは、FAR ファームウェア イメージを IoT FND に追加する方法と、FAR にイメージをアップロードおよびインストール
する方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。


IoT FND でのファームウェア イメージ ファイルの表示



IoT FND へのファームウェア イメージの追加



FAR グループへのファームウェア イメージのアップロード



FAR ファームウェア イメージのアップロードのキャンセル



FAR ファームウェア イメージのアップロードの一時停止と再開



ファームウェア イメージのインストール



ファームウェア イメージのインストールの停止



FAR ファームウェア イメージのインストールの一時停止と再開



ファームウェア イメージのインストール、およびその他のアクションからサブネットを除外する

IoT FND でのファームウェア イメージ ファイルの表示
[Config] > [Firmware Update] ページの [Images] ペインからのファームウェア イメージ情報を表示できます。[ROUTER] ま
たは [ENDPOINT] を選択し、IoT FND データベース内のこれらのデバイスのすべてのファームウェア イメージを表示しま
す。表示を改善するファームウェア イメージのタイプを選択します。たとえば、図 2 には、[ENDPOINT] > [BBU] が選択され、
使用可能な BBU ファームウェア イメージ ファイルの名前とバージョン、サポートされるハードウェア ID が表示されてい
ます。
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図 2

[Config] > [Firmware Update Images] ペイン

IoT FND はリスト内のすべてのイメージに対し、この情報を提供します。
フィールド

説明

名前

ファームウェア イメージ バンドルのファイル名。

Version

ファームウェア バンドルのバージョン。

ハードウェア ID

このイメージをダウンロードできるハードウェア ファミリ。

サイズ

ファームウェア バンドルのサイズ。

Active Download

ファームウェア イメージを使用しているアクティブなファームウェア。

IoT FND へのファームウェア イメージの追加
ファームウェア イメージをデバイスにアップロードしてインストールするには、先にイメージ ファイルを（zip アーカイブと
して）IoT FND に追加する必要があります。IoT FND はイメージを自身のデータベースに保存します。
（注）イメージ ファイルは解凍しないでください。IoT FND によりファイルが解凍されます。
IoT FND にファームウェア イメージを追加するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Images] タブをクリックします（図 2）。
3. [Firmware Images] ペインで、[ROUTER] または [ENDPOINT] と、デバイス グループのタイプを選択します。
4. [Add Image]
（

）をクリックします。

5. [Browse] をクリックして、ファームウェア イメージを見つけます。イメージを選択し、[Choose] をクリックします。
6. [Upload] をクリックします。
イメージが [Firmware Images] ペインに表示されます。
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イメージを削除するには、[Delete] リンクをクリックします。確認のために [Yes] をクリックします。
ダウンロードが進行中のファームウェア イメージ（[Active Download?] 列が [Yes] になっている）は、削除できま
せん。



ファームウェア イメージをグループ内のデバイスにアップロードするには、グループを選択してから、[Upload
Image] をクリックします。FAR グループへのファームウェア イメージのアップロードを参照してください。

FAR グループへのファームウェア イメージのアップロード
ファームウェア イメージを FAR ファームウェア グループ メンバーにアップロードすると、IoT FND はバックグラウンドで
そのイメージをグループ メンバーにプッシュして、アップロードの進捗を追跡し、デバイスがイメージを確実に受け取れる
ようにします。
FAR では、ファームウェア イメージのアップロードおよびインストールには 200 MB の空きディスク領域が必要です。
IoT FND はイメージ ファイルを FAR の .../managed/images ディレクトリに保存します。
（注）FAR にファームウェア イメージのための十分なディスク領域がない場合、IoT FND は FAR でディスクのクリーンアップ
プロセスを開始して、新しいイメージをアップロードするのに十分なディスク領域ができるまで、次のファイルを順次削除し
ます。


現在実行されていない、または IOS CGR の before-tunnel-config、before-registration-config、express-setup-config、
および factory-config ファイル、CG-OS CGR の golden-config、ps-start-config、express-setup-config、
または
factory-config で参照されていない .../managed/images ディレクトリ内の未使用のファイル



CG-OS CGR の bootflash ディレクトリの未使用の .gbin ファイルと .bin ファイル

それでも十分な領域が確保できない場合は、FAR の未使用のファイルを手動で削除する必要があります。
ファームウェア イメージを FAR グループ メンバーにアップロードするには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、
更新するファームウェア グループを選択します。
（注）CGR グループには、Cisco IOS および CG-OS を実行しているデバイスを含めることができます。したがって、Cisco
IOS ソフトウェア イメージは、
Cisco IOS を実行しているデバイス（IR800、ISR800、CGR）にのみアップロードします。
CG-OS イメージを受け入れるのは CGR だけです。
IoT FND はルータに適用可能なファームウェア イメージのタイプを表示します。
Image

タイプ

適用可能なデバイス

CDMA

all

Cisco IOS CGR、IR800、ISR800

CGOS

cgr1000

ゲスト OS を実行している Cisco IOS CGR
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Image

タイプ

適用可能なデバイス

GSM

all

Cisco IOS CGR、IR800、ISR800

IOS-CGR

cgr1000

Cisco IOS CGR
（CGR 1240 および CGR 1120）

IOS-C800

c800

Cisco 800 シリーズ ISR が接続されたデバイス。

IOS-AP800

ap800

Cisco 800 シリーズ アクセス ポイント。

IOS-IR800

ir800

Cisco 800 シリーズ ISR。

IOS-WPAN-RF

cgr1000

Cisco IOS-CGR

IOS-WPAN-PLC

cgr1000

Cisco IOS-CGR

LORAWAN

lorawan

Cisco IR829-GW

4. [Upload Image] をクリックして、エントリ パネルを開きます。
5. [Select Type:] ドロップダウン メニューから、使用中のデバイスのファームウェア タイプを選択します。
6. [Select an Image:] ドロップダウン メニューから、アップロードするファームウェア バンドルを選択します。
一部の IOS-CGR ソフトウェア バンドルについては、次のいずれかのオプションを選択することもできます。
—

このバンドルからゲスト OS をインストールする

—

このバンドルから WPAN ファームウェアをインストールする

7. [Upload Image] をクリックします。
8. [OK] をクリックします。
IoT FND によりアップロード プロセスが開始されます。イメージのアップロード後、
「ファームウェア イメージのインストー
ル」の説明に従ってイメージをインストールします。

FAR ファームウェア イメージのアップロードのキャンセル
ファームウェア ルータ グループへのイメージのアップロード プロセスは、いつでも停止できます。アップロードの停止には
数分かかることがあります。
イメージのアップロードをキャンセルすると、イメージのアップロード プロセスは、現在実行中
のタスクをすぐに停止して、
キューに入っているすべてのタスクをブロックします。
（注）実行中のタスクは完了せず、
ファイルの一部がディスクに残り、アップロード操作を完了するまで、ファームウェア グ
ループのステータスは
「CANCELING」に設定されます。
グループへのファームウェア イメージのアップロードを停止するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、ファームウェア グループを選択します。
4. [Cancel] をクリックします。
5. [Yes] をクリックします。
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FAR ファームウェア イメージのアップロードの一時停止と再開
FAR ファームウェア グループへのイメージのアップロード プロセスは、いつでも一時停止・再開することができます。
（注）イメージのアップロード プロセスは、すぐに停止されることはありません。キューに入っている（ただし実行されていな
い）すべての操作は一時停止されますが、現在実行中のタスクは完了します。ステータスは、アクティブな操作が完了するまで
「PAUSING」に変更されます。
ファームウェア イメージのアップロードを一時停止するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、ファームウェア グループを選択します。
4. [Pause] をクリックします。
アクティブなアップロード操作が完了するまで、
[Status] 列に「PAUSING」が表示されます。[Resume] ボタンをクリック
するまで、新しいアップロード操作は開始されません。
5. [Yes] をクリックします。
アップロード プロセスを再開するには、[Resume] をクリックします。
（注）ファームウェア イメージをデバイスにアップロード中に IoT FND サーバがダウンすると、
サーバの起動後に、スケ
ジュール設定されたデバイスのアップロード プロセスが再開されます。IoT FND サーバ クラスタでは、アップロード プロセ
ス時に 1 台のサーバがダウンすると、
クラスタ内の別のサーバがプロセスを再開します。

ファームウェア イメージのインストール
ルータ ファームウェア グループ内のデバイスにイメージをインストールするには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、
ファームウェア グループを選択します。
（注）IoT FND は、デバイスをファームウェア固有として認識し、適切なイメージを選択したデバイスにアップロードし
ます。
4. [FIRMWARE IMAGES] ペインで、デバイス サブグループ（IOS-CGR、IOS-WPAN-RF、CDMA など）を選択し、
これらのデ
バイス タイプに表示を調整します。
上記のステップは、IoT FND がデバイスをファームウェア固有として認識し、システムにより適切なイメージが選択した
デバイスに確実にアップロードされるようにするために必要です。
5. [Config] > [Firmware Update] ページで、[Groups] タブをクリックし、[Firmware Upgrade] タブで [Install Image] をク
リックします。
IoT FND はコマンドを送信して、
アップロードされたイメージをインストールして機能するようにします。
6. [Yes] をクリックします。
IoT FND はインストールまたはリロード プロセスを開始します。
（注）イメージのインストール プロセス中に IoT FND を再起動すると、IoT FND は IoT FND がオフラインになる前に実行して
いたファームウェアのインストール操作を再開します。
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次の説明に従って、インストール操作を一時停止または停止することができます。


ファームウェア イメージのインストールの停止



FAR ファームウェア イメージのインストールの一時停止と再開



ファームウェア イメージのインストール、およびその他のアクションからサブネットを除外する

（注）一部のルータでは、ファームウェア インストール操作がタイムアウトになる場合があります。
1 時間以上ルータからの応
答がない場合、IoT FND はエラー メッセージをログに記録します。

ファームウェア イメージのインストールの停止
ファームウェア イメージのインストールは、いつでも停止できます。
イメージのインストールを停止すると、実行中のファー
ムウェア バージョンがそのまま残ります。
（注）インストールを停止すると、キューに入っているすべてのタスクがキャンセルされます。現在実行中のタスクは完了し
ます。
ファームウェア グループ内のデバイスへのファームウェア イメージのインストールを停止するには、
次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] をクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、ファームウェア グループを選択します。
4. [Cancel] をクリックします。
5. [Yes] をクリックします。

FAR ファームウェア イメージのインストールの一時停止と再開
ファームウェア イメージのインストール プロセスは、いつでも一時停止できます。
（注）インストール プロセスを一時停止すると、キューに入っているすべてのタスクが一時停止されます。
現在実行中のタス
クは完了します。
ファームウェア グループ内のデバイスへのファームウェア イメージのインストールを一時停止するには、次の手順を実行し
ます。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、ファームウェア グループを選択します。
3. [Pause] をクリックします。
4. [Yes] をクリックします。
[Resume] をクリックすると、インストール プロセスを再開できます。

ファームウェア イメージのインストール、およびその他のアクションからサブネッ
トを除外する
[Config] > [Firmware Update] ページ（ページの下部）で、エントリをソート（昇順/降順）できます。
列名にカーソルを合わせて矢印を表示することで、[Pan Id] および [Subnet Prefix] にフィルタを定義できます。これによりア
クションを定義し、サブネットの詳細（Pan Id、Subnet Prefix、Nodes in group、Total in subnet、Upload Status、Last Message
sent など）を表示できます。
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ファームウェア アップグレードのインストールまたはその他のアクションからサブネットを除外するには、そのサブネット
の [Pan Id] を選択します。
[Pan Id] のチェック ボックスを選択すると、そのサブネットがファームウェアのアクションから除外されます。

OS の移行
CG-OS から IOS への CGR のアップグレードは、一括でもデバイスごとにでも行えます。
移行パッケージは、IoT Field
Network Director インストール パッケージ内にあり、[Select IOS Image] メニューで使用できます。
（注）グループ内の CGR がすべて IOS の場合、[Migration to IOS] ボタンは無効化されます。
はじめる前に
CG-OS CGR を移行する場合、デバイス設定プロパティの CSV ファイルまたは XML ファイルに次の IOS プロパティを含め
ます（デバイス設定プロパティの変更、204 ページを参照）。
ブートストラップ プロパティの例
この例では、移行時にトンネルを維持します。
イネーブル化
!
configure terminal
!
!
!
interface GigabitEthernet2/2
no switchport
ip address 66.66.0.75 255.255.0.0
duplex auto
speed auto
no shut
!
crypto key generate rsa label LDevID modulus 2048
!
hostname IOS-IOT1
!
enable password cisco
!
aaa new-model
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!
!
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
!
!
aaa session-id common
clock timezone PDT -8 0
!
!
no ip domain lookup
ip domain name ios.com
ip host nms.sgbu.cisco.com 55.55.0.5
ip host ps.sgbu.cisco.com 55.55.0.8
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
!
!
crypto pki profile enrollment NMS
enrollment url http://55.55.0.17/certsrv/mscep/mscep.dll
!
crypto pki trustpoint LDevID
enrollment mode ra
enrollment profile NMS
serial-number none
ip-address none
password
fingerprint 1D33B1A88574F11E50F5B758EF217D1D51A7C83F
subject-name CN=mig.ios.com/serialNumber=PID:CGR1240/K9 SN:JAF1712BCAP
revocation-check none
rsakeypair LDevID 2048
!
!
!
license accept end user agreement
license boot module cgr1000 technology-package securityk9
license boot module cgr1000 technology-package datak9
!
!
!
username admin password 0 cisco
username cg-nms-administrator privilege 15 secret Sgbu123!
!
!
do mkdir flash:archive
#await Create directory filename
#send_CR
!
!
archive
path flash:archive/
maximum 8
!
!
!
no ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http secure-ciphersuite aes-128-cbc-sha aes-256-cbc-sha dhe-aes-128-cbc-sha dhe-aes-256-cbc-sha
ip http secure-client-auth
ip http secure-port 8443
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ip http secure-trustpoint LDevID
ip http max-connections 2
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 3
ip http client connection timeout 5
ip http client connection retry 5
ip http client source-interface GigabitEthernet2/2
ip http client secure-ciphersuite aes-128-cbc-sha aes-256-cbc-sha dhe-aes-128-cbc-sha
dhe-aes-256-cbc-sha
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 66.66.0.8
!
!
privilege exec level 2 dir /recursive
privilege exec level 2 dir
privilege exec level 2 show memory statistics
privilege exec level 2 show memory
privilege exec level 2 show inventory
privilege exec level 2 show platform hypervisor
privilege exec level 2 show platform led summary
privilege exec level 2 show platform led
privilege exec level 2 show processes cpu
privilege exec level 2 show processes
privilege exec level 2 show environment temperature
privilege exec level 2 show environment
privilege exec level 2 show module
privilege exec level 2 show version
privilege exec level 2 show logging
privilege exec level 2 show platform
privilege exec level 2 show
!
!
wsma agent exec
profile exec
!
wsma agent config
profile config
!
!
wsma profile listener exec
transport https path /wsma/exec
!
wsma profile listener config
transport https path /wsma/config
!
cgna profile cg-nms-tunnel
add-command show hosts | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show interfaces | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show ipv6 dhcp | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show ipv6 interface | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
add-command show version | format flash:/managed/odm/cg-nms.odm
interval 10
url https://ps.sgbu.cisco.com:9120/cgna/ios/tunnel
active
!
!
cgna exec-profile CGNA-default-exec-profile
add-command event manager run no_config_replace.tcl flash:/before-tunnel-config cg-nms-tunnel 1 0
interval 1
exec-count 1
!
event manager environment ZTD_SCEP_CGNA_Profile cg-nms-tunnel
event manager environment ZTD_SCEP_LDevID_trustpoint_name LDevID
event manager directory user policy "flash:/managed/scripts"
event manager policy tm_ztd_scep.tcl type system authorization bypass
event manager policy no_config_replace.tcl type system authorization bypass
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event manager environment ZTD_SCEP_Enabled TRUE
!
!
do write memory
!
do reload in 005
#await Proceed with reload?
#send_CR
!
crypto pki authenticate LDevID
!
end

（注）CG4(3) からの移行先は、そのデバイスの最小の IOS イメージに限られます。
IOS イメージの最小要件については、表 1
（22 ページ）を参照してください。
CGR IOS イメージを IoT Field Network Director に追加して、移行イメージを CGR にアップロードしてインストールするに
は、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択し、[Migration to IOS] タブをクリックします。

2. [ROUTERS] ペインで、CGR グループを選択します。
3. グループ移行または個別の CGR のデバイス リストの一番上のチェック ボックスを選択して、[Upload Image] をクリッ
クします。
4. [Select IOS Image] ドロップダウン メニューから、目的のイメージを選択し、[Upload Image] をクリックします。
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5. [OK] をクリックしてアップロードを開始します。

アップロードの進捗がデバイス リストに表示されます。
6. 次のプロパティ ファイルをアップロードします
（Cisco IoT FND のインストール、21 ページを参照）。


config



トンネル プロビジョニング



ブートストラップ



ランタイム設定

7. [Migrate To IOS] ボタンをクリックします。

8. [Yes] をクリックして確定し、移行プロセスを開始します。

デバイス リストで更新の進捗状況を確認できます。エラー メッセージもデバイス リストに表示されます。移行プロセス
は、キャンセル、一時停止、または再開することができます。
ヒント：いずれかのルータがアップグレードに失敗した場合、
そのグループで移行を再開します。IoT Field Network
Director はアップグレード済みのルータをスキップします。

278

ファームウェア アップグレードの管理

移行後のインターフェイス名
IoT Field Network Director は移行時に、さまざまなインターフェイスのメトリックと関連付けられているプロパティを保存
します。表 1 に、
CG-OS インターフェイスとメトリックを保存するための対応する IOS インターフェイスのマッピングを示
します。

表 1

CG-OS と IOS インターフェイスの移行マッピング

CG-OS インターフェイス

対応する IOS インターフェイス

Wifi2/1

Dot11Radio2/1

Ethernet2/1

GigabitEthernet2/1

Ethernet2/2

GigabitEthernet2/2

Ethernet2/3

FastEthernet2/3

Ethernet2/4

FastEthernet2/4

Ethernet2/5

FastEthernet2/5

Ethernet2/6

FastEthernet2/6

Wpan4/1

Wpan4/1

Serial1/1

Async1/1

Serial1/2

Async1/2

Cellular3/1

Cellular3/1

該当なし

GigabitEthernet0/1

メッシュ エンドポイント ファームウェア イメージの使用
ここでは、ME ファームウェア イメージを IoT FND に追加する方法と、FAR にイメージをアップロードおよびインストールす
る方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。


メッシュ エンドポイント グループへのファームウェア イメージのアップロード



メッシュ デバイス ファームウェア イメージのアップロード ログの表示



メッシュ エンドポイント ファームウェア アップデート情報の表示



ファームウェア イメージのインストール、およびその他のアクションからサブネットを除外する

（注）IR500 とその他のメッシュ エンドポイント デバイスは、ネットワーク上に共存することはできますが、
ファームウェア
管理では、これらが同じグループに属することはできません。
（注）エンドポイント デバイスは BL/ブート ローダ イメージのタイプを IoT FND に報告できますが、IoT FND はブートローダ
イメージをデバイスにアップロードできません。

メッシュ エンドポイント グループへのファームウェア イメージのアップロード
ファームウェア イメージを ME グループ メンバーにアップロードするには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、更新するファームウェア グループを選択します。
4. [Firmware Management] をクリックします。
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5. [Upload Image] をクリックします。
6. [Select Type:] ドロップダウン メニューから、使用中のデバイスのファームウェア タイプを選択します。
IoT FND では、これらのイメージ タイプを ENDPOINT デバイスにアップロードできます。
Image Type

説明

RF

RFLAN が接続されているデバイス。

PLC

電力線通信デバイス。

BBU

バッテリ バックアップがあるデバイス。

LMAC

ローカル MAC が接続されているデバイス。

PLC-RF

PLC 無線周波数デバイス。

7. [Select an Image:] ドロップダウン メニューから、アップロードするファームウェア バンドルを選択します。
8. [Upload Image] をクリックします。
9. [OK] をクリックします。

1
1

[Sync membership] ボタン

2

[Schedule Install and Reload] ボタン

3

[Set as Backup] ボタン

2
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IoT FND はイメージを [Firmware Management] ペインのイメージ リストに追加し、バックグラウンドでアップロード
プロセスを開始します。

ファームウェア アップグレードの管理

リスト内のすべてのイメージに対し、IoT FND は次の情報を表示します。
カラム

説明

Image

イメージ名。

Uploaded

イメージをアップロードしたデバイスの数を指定します。数値をクリックすると、これらのデバ
イスのリストが表示されます。

Running

このイメージを実行しているデバイスの数を指定します。数値をクリックすると、これらのデバ
イスのリストが表示されます。

バックアップ

このイメージをバックアップとして使用しているデバイスの数を指定します。数値をクリックす
ると、
これらのデバイスのリストが表示されます。

ブート ローダ

ブート ローダ イメージのバージョンを指定します。

LMAC

LMAC イメージのバージョンを指定します。

BBU

BBU イメージのバージョンを指定します。

Status
（ステータス） アップロード プロセスのステータスを指定します。
Scheduled Reload

スケジュール設定されたリロード時間を指定します。

Actions

次の 2 つのアクションを提供します。


Schedule Install and Reload：ロードされたイメージのインストールと、
ME の再起動をスケ
ジュール設定します。



Set as Backup：イメージをバックアップ イメージとして設定します。

インストール スケジュールの設定
インストール スケジュールを設定するには、次の手順を実行します。
1. [Schedule Install and Reload] ボタン（2）をクリックします。
2. イメージのインストールとデバイスを再起動する日時を指定します。

3. [Set Reboot Time] をクリックします。


選択したイメージをファームウェア イメージ バックアップとして設定するには、[Set as Backup] ボタン（3）をク
リックします。
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4. [Yes] をクリックします。


同じファームウェア グループ内のグループ メンバーを同期するには、[Sync Membership]（1）をクリックします。



メンバーのデバイスを表示するには、
[Devices] タブをクリックします。



グループのログ ファイルを表示するには、[Logs] タブをクリックします。

メッシュ デバイス ファームウェア イメージのアップロード ログの表示
メッシュ デバイスのファームウェア イメージのアップロード ログを表示するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、
メッシュ デバイス ファームウェア グループを選択します。
4. [Logs] タブをクリックします。

メッシュ エンドポイント ファームウェア アップデート情報の表示
より見やすくするため、エンドポイント ファームウェア アップデート プロセスからサブネット レベルまでを表示できます。
アップグレード プロセス中、またはファームウェアのアップグレードが完了した後に、メッシュ エンドポイント デバイスの
ファームウェア アップデートの詳細（Subnet、Pan ID または Group ごと）
を表またはヒストグラムで表示するには、以下のス
テップに従います。
（注）Subnet および Pan ID の場合、表示されているテキスト ボックスに値を入力する必要があります。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、MESH DEVICES グループを選択します。
4. [Firmware Management] タブをクリックします。
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フィールド

説明

（左上のパネル）
[Upload Image] ラジオ ボタン ラジオ ボタンをクリックすると、ファームウェアのアップロードが開始されます。
（注）デフォルトでは、画面の下部にリストされているすべてのサブネットがイメージ
のアップロードを受け取ります。
ファームウェアのアップロードからサブネットを除外するには、除外するサブネット
の横のチェック ボックス（1 または 2 など）をオンにします。詳細については、後述す
る PAN ID 定義を参照してください。
Current Status

ファームウェア アップロードのステータス（「Image Loading」や「Upload Finished」
など）。


Image Loading、Upload Paused、Upload Stopped、Upload Finished、Upload
Stopping、Upload Pausing



Scheduling Reload、Reload Paused、Reload Stopped、Reload Scheduling
Finished、Reload Stopping、Reload Pausing



Setting Backup、Backup Paused、Backup Stopped、Backup Finished、Backup
Stopping、Backup Pausing

Image

ファームウェア イメージ名。

Uploaded/Devices

アップデートを受け取るデバイスの総数に対し、ファームウェアのアップデートが正
常に完了した数。

Error/Devices

グループ内のデバイスの総数に対し、操作が失敗（エラー）したデバイスの数。

Not Synced/Devices

グループ内のデバイスの総数に対し、ファームウェア グループ メンバーシップの同期
されていないデバイスの数。

（右側のパネル）ヒストグラム
% Completed

アップロードの進捗度（パーセンテージ）の視覚ステータス。

Filter by

[Subnet]、[Pan ID]、[Group] ごとに結果をフィルタ処理して表示します。
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フィールド

説明

（下のパネル）
All または RF

[All] では、
[Running]、[Uploaded]、[Backup] のスロット内のすべてのイメージに関す
る情報に加え、グループ内のすべてのデバイス イメージの BBU および PLC 情報（RF
メッシュ、BBU および PLC がある IR500 WPAN Range Extender および WPAN
Range Extender）、およびリロードのスケジュールとステータス情報が表示されます。
[RF] では、[Running]、[Uploaded]、[Backup] のスロット内の RF メッシュ イメージに
関する情報と、リロードのスケジュールとステータス情報が表示されます。

Image

イメージ ファイル名が表示され、次のステータスに関するファームウェアのアップ
ロードの進捗度のパーセンテージ（0 ～ 100）が提供されます。


Uploaded、Running、Backup、Bootloader、LMAC、BBU、Status、Sched Reload

Clear filter

ラジオ ボタンをクリックすると、選択したファームウェア イメージの更新結果がクリ
アされます。

PAN ID

エンドポイント（ノード）のグループのパーソナル エリア ネットワーク ID
（PAN ID）を
示します。
新しいファームウェアのアップロードからノードのグループを除外するには、その
ノードのグループの横にある [Pan ID] チェック ボックスを選択してから、[Firmware
Management] ペインの [Upload Image] ラジオ ボタンを選択する必要があります。
（注）PAN ID の横のチェック ボックスは、ファームウェアのアップロード中には表示
されません。
（注）PAN ID を昇順または降順にソートしたり、PAN ID でフィルタ処理してウィンド
ウに表示する PAN ID を定義することができます。これには列の右側にある下向き矢
印を選択します。そのビューから戻るには、[Clear Filter] を選択します。
（注）サブネット内のすべてのノードのリストを表示するには、[Devices] タブを選択
します。

Subnet Prefix

エンドポイントの IPv6 サブネット プレフィックスを示します。特定のサブネット内
のノードをすべて表示するには、[Devices] タブを選択します。
（注）列の右側の下向き矢印を選択して、サブネットの一部（200b:0:0 など）を入力し
て、サブネットでフィルタリングできます。そのビューから戻るには、[Clear Filter] を
選択します。

Nodes in Group

グループ内のノードの数。上記のスクリーン ショットでは、グループ内に合計 25 ノー
ドあり、これらが 2 つの異なるサブネットに分割されています（200b:0:0:0:0:0:0:0 に
8 ノード、200c:0:0:0:0:0:0:0 に 17 ノード）。

Total in Subnet

サブネット内のノードの数。上記のスクリーン ショットでは、サブネットに 19 のノー
ドがあります。

Upload status

合計ノードのうち、新しいファームウェアで正常にアップグレードされたノードの数。

Last message sent

特定の PAN 内の現在のファームウェア アップデート プロセスに関連する最新のメッ
セージが表示されます。

メッシュ デバイスのファームウェア情報の表示
メッシュ デバイスのファームウェア情報を表示するには、次の手順を実行します。
1. [Config] > [Firmware Update] の順に選択します。
2. [Groups] タブをクリックします。
3. [FIRMWARE GROUPS] ペインで、MESH DEVICES グループを選択します。
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4. [Devices] タブをクリックします。

IoT FND はグループ内のすべてのデバイスに対してこの情報を表示します。
フィールド

説明

Status（ステータス）

デバイスのステータス（Up、Down、Unheard など）。

名前

デバイスの EID。

IP アドレス

デバイスの IP アドレス。

Firmware Version

デバイスで実行されているファームウェア イメージのバージョン。

バックアップ バージョン

バックアップとして使用されているファームウェア イメージのバージョン。

Uploaded Version

デバイスにロードされているファームウェア イメージのバージョン。

Member Synced?

デバイスがグループ内の他のデバイスと同期しているかどうか。

アクティブな状態

ファームウェア イメージのアップロード アクティビティ。

Update Progress

ファームウェア イメージのアップロードの進捗。アップロードの進捗が 100% になる
と、アップロードが完了したことを示します。

Last Firmware Status Heard

最後に確認されたファームウェア ステータス。

Scheduled Reload Time

アップロード イメージのリロードの時刻設定。

エラー メッセージ

イメージのアップロードに失敗した場合のエラー メッセージ。
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