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Release 3.1.00 へのアップグレード

ここでは、Session Border Controller（SBC; セッション ボーダ コントローラ）イメージを v3.1.0 に
アップグレードする方法について説明します。Release 3.1.0 には Release 3.0.2 との後方互換性はあり

ません。これは、一部の設定および機能が変更され、3.0.x から 3.1.00 へのインサービス アップグレー

ドを実行できないためです。

Release 3.1.0 に移行する場合は、短期間のサービス ダウンタイムが発生します。また、アップグレー

ド中の短期間、システムはバックアップによって保護されません。In Service Software Upgrade
（ISSU）はサポートされていないため、移行中のある段階でアクティブ ブレード上の既存のセッショ

ンが失われます。

ここで説明する手順は、以前のバージョンの SBC 用の標準的なアップグレード プロセスとは大幅に異

なります。一部の個別ステップは同じである場合があります。

ここでは、アップグレード計画の一環として必要となる範囲、アプローチ、リソース、スケジュール、

リスクと緩和策、および開始条件と終了条件を定義します。このマニュアルでは、アップグレードが失

敗した場合の手順として、以前のバージョンにフォール バックして正常に中止する手順について説明

します。

このマニュアルで示す出力には、このプロセスを実行したシステムで取得された出力が反映されていま

す。アップグレード対象の実際のシステムにおける特定のスロットでの SBC の設定と場所、VLAN 設
定、スーパーバイザ カード設定、およびスーパーバイザ イメージ バージョンは、ほとんどの場合、こ

こでの説明と異なります。また、Application Control Engine（ACE）カード上のローカル フラッシュ

から SBC を起動するようにシステムが設定されていることを前提としています。このため、実際のシ

ステムではステップが異なる可能性があります。

定義
このマニュアルで説明するように、アクティブおよびスタンバイの状態は、次のコマンドを実行して 
SBC で判別できます。

card_A/Admin# show ft group brief

アクティブ ブレードの出力は次の形式になります。

FT Group ID: 1  My State:FSM_FT_STATE_ACTIVE    Peer State:FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT
                Context Name: Admin     Context Id: 0

FT Group ID: 2  My State:FSM_FT_STATE_ACTIVE    Peer State:FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT
                Context Name: vlan100   Context Id: 1

すべての FT グループの「My State」が FSM_FT_STATE_ACTIVE になっているため、このブレード

はアクティブ状態です。
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スタンバイ ブレードでの出力は次の形式になります。

FT Group ID: 1  My State:FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT       Peer State:FSM_FT_STATE_
ACTIVE
                Context Name: Admin     Context Id: 0

FT Group ID: 2  My State:FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT       Peer State:FSM_FT_STATE_
ACTIVE
                Context Name: vlan100   Context Id: 1

すべての FT グループの「My State」が FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT になっているため、この

ブレードはスタンバイ状態です。

2 つ目の SBC は、稼動後、さまざまな状態遷移を経たあとに FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT にな

ります。この時点までは、アクティブ ブレードで ft switchover コマンドを実行しないでください。

アクティブ SBC 上にアクティブなコール /加入者が存在する場合、それらをスタンバイ SBC と同期す

ると時間がかかります（セッション数または加入者数に比例します）。

（注） アップグレードする前に、Release 3.0.2 ベースの設定を disk0 に sbc3.0.2.cfg として保存し、アクティ

ブ上の課金設定を削除して、アクティブ ブレードとスタンバイ ブレードの両方で write memory all コ
マンドを実行します。アップグレードが失敗した場合は、disk0:3.0.2.cfg を実行コンフィギュレーショ

ンにコピーして元の設定を取得し、write memory all コマンドを実行して再度保存します。

（注） アップグレード中、バージョン 3.1.00 でブレード A がアクティブになり、ブレード B がスタンバイに

なるまでは、いずれのブレードでも write memory コマンドを実行しないでください。write memory 
コマンドは、新しい設定を保存します。この設定にはバージョン 3.0.2 との後方互換性はありません。

このため、アップグレードが失敗すると、設定を保存した場合にはその設定がバージョン 3.0.2 イメー

ジで機能しなくなります。

（注） この手順では、サンプル システム上で実行するコマンドについて説明します。ご使用の設定とは異な

る場合があるため、実際の手順の順序は異なる可能性があります。

前提
このアップグレード手順では、次のことを前提としています。

• SBC がスロット 3 とスロット 4 にあります（それぞれ slot3 と slot4 という名前になっています）。

slot3 の SBC がアクティブで、slot4 の SBC がスタンバイになっています。

• 両方のスロットがバージョン 3.0.2 であり、3.1.0 にアップグレードします。

• SBC は内部フラッシュから起動するように設定されているため、このイメージを SBC にコピーす

る必要があります。アップグレード プロセス中に、SBC はスーパーバイザ カードの disk0 上にあ

るイメージから起動します。
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高レベルのステップ
ここでは、アップグレード プロセスに関する高レベルな概要について説明します。slot3 または slot4 
のいずれかのアップグレードが失敗した場合に既存の 3.0.2 バージョンにフォール バックするためのス

テップについても説明します。これらのステップは、詳細なステップを要約したものであり、詳細なス

テップとは厳密には一致しません。

1. 現在の設定を両方のカードにバックアップします。

2. 課金設定を削除し、slot3 と slot4 の両方の設定を startup-config（write memory all コマンド）と

して保存します。

3. 3.1.0 イメージをスーパーバイザの disk0: にコピーし、次に slot3 と slot4 の両方の内部フラッシュ

にコピーします。

4. slot4 を SUP 上の svclc から削除します。

a. カード slot3 は、バックアップなしのアクティブとして機能します。

5. slot4 のブート ストリングを 3.1.0 に変更し、SUP でリセットします（slot4 を起動）。

a. 成功した場合は、slot4 が起動してアクティブ状態になるまで待機します。ステップ 6 に進み

ます。

b. 起動してアクティブ状態にならなかった場合は、ブート ストリングを 3.0.2 に変更し、slot4 
をリセットします。

c. slot4 が起動する前に、slot4 を svclc に追加します。

d. slot4 は、3.0.2 でのスタンバイとして起動します。

e. 課金が未設定の場合は、再設定します。

f. 状態が STANDBY_HOT に同期したあと、write memory all コマンドを実行します。

g. アップグレードが失敗した場合は、中止します（関連データを収集します）。

6. 新しい課金設定を slot4 に追加します。

7. slot3 を SUP 上の svclc から削除します。

a. slot3 上のアクティブ コールがドロップされ、（b）が実行されている間に完全に停止します。

b. slot4 を SUP 上の svclc に追加します。

c. slot4 はバックアップなしのアクティブとして機能を開始します。

8. slot3 のブート ストリングを 3.1.0 に変更し、SUP でリセットします（slot3 を起動）。

9. 上記のリセット後ただちに slot3 を svclc に追加します。

10. slot3 がスタンバイとして正常に起動したあと、スタンバイ状態で ft switchover コマンドを実行

し、slot4 をスタンバイとして再起動します。

a. 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションとして保存します。

b. この段階でアップグレードが完了します。

11. slot3 がアクティブ状態として起動しなかった場合は、次を実行します。

a. slot3 を svclc から削除します。

b. 保存した 3.0.2 設定を（元の課金設定を取得するために）スタートアップ コンフィギュレー

ションにコピーします。

c. ブート ストリングを 3.0.2 に変更し、slot3 をリセットします。
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d. slot3 がアクティブとして起動するまで待機します。

e. slot4 を svclc から削除します。これにより、次の（f）が完了するまでに完全に停止します。

f. slot3 を svclc に追加します。

g. slot4 のブート ストリングを 3.0.2 に変更し、slot4 をリセットします。

h. slot4 を svclc にただちに追加します。

i. slot3 がアクティブになり、slot4 は起動するとスタンバイになります。

j. 関連データを収集します。アップグレードが失敗します。

アップグレード前の手順
この手順では、イメージ 3.0.2 からイメージ 3.1.0 にアップグレードします。ここでは、スロット 3 に
挿入されている ACE カード slot3 がアクティブで、スロット 4 に挿入されている ACE カード slot4 が
スタンバイであることを前提としています。ご使用の設定でのアクティブ カードとスタンバイ カード

の実際の場所は異なります。

アップグレード前のプロセスでは、稼動中のシステムからさまざまなデータを収集します。ここで示す

出力は、サンプル出力です。対応するデータを収集し、トラブルシューティングに使用できるように保

存する必要があります。

（注） このマニュアルでは、特定のコマンドのサンプル出力だけを示します。ここに示すすべてのコマンドの

出力を収集する必要があります。

1. 3.1.00 イメージを保持しているサーバにスーパーバイザ モジュールからアクセスできることを確

認します（スーパーバイザから ping を実行して確認します）。

Sup# ping bizarre

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 64.102.16.25, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Sup#

2. tftp サーバ上のイメージの md5sum を次のように確認します。

（注） 一部の UNIX/LINUX サーバ上では、md5sum ではなく cksum です。

bizarre# md5sum c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin

これは、イメージを取得した Cisco Connections Online（CCO）サイトで説明されているように、

md5sum と一致します。

3. イメージをスーパーバイザの disk0 にコピーします。スーパーバイザで、次を実行します。

sup# copy tftp://bizarre/test/ c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin disk0:

4. 次のコマンドを実行して、スーパーバイザへのアップロード後のチェックサムを確認します（この

出力は、上記のステップ 2 の出力と一致します）。

sup# verify /md5 disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin

5. アクティブ カードとスタンバイ カードの両方にイメージをコピーします。
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sup# copy disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin tftp://127.0.0.30/mnt/cf/
sup# copy disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin tftp://127.0.0.40/mnt/cf/

6. スーパーバイザで次のコマンドを実行し、同じ出力を取得します（一部のサンプル出力をここに示

します）。

a. show version コマンドを実行します。

sup# show version 
Cisco IOS Software, c7600s72033_rp Software (c7600s72033_rp-IPSERVICES-M), Version 
12.2(33)SRC1, RELEASE SOFTWARE 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 23-May-08 05:13 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE 

 Sup uptime is 8 weeks, 5 days, 2 hours, 31 minutes
Uptime for this control processor is 8 weeks, 5 days, 2 hours, 29 minutes
System returned to ROM by reload at 11:30:26 PDT Thu Jul 3 2008 (SP by reload)
System restarted at 15:40:25 UTC Wed Feb 25 2009
System image file is "bootdisk:c7600s72033-ipservices-mz.122-33.SRC1.bin"
Last reload type: Normal Reload

cisco CISCO7606-S (R7000) processor (revision 1.0) with 458720K/65536K bytes of 
memory.
Processor board ID FOX1221GH0X
SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache
Last reset from s/w reset
7 Virtual Ethernet interfaces
50 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces

…

b. show running-config コマンドを実行します。

sup# how running-config

Current configuration : 6144 bytes
!
! Last configuration change at 15:12:41 UTC Wed Apr 22 2009
! NVRAM config last updated at 14:16:37 UTC Wed Apr 15 2009
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service counters max age 10
!
hostname Sup
!
boot-start-marker
boot device module 3 disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin
boot device module 4 disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin
boot-end-marker
!
vrf definition vlan100
 description subnet 101.101.101.x
 rd 55:1111
 !
 address-family ipv4
 exit-address-family
!
vrf definition vlan200
 description subnet 102.102.102.x
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 rd 56:1112
 !
 address-family ipv4
 exit-address-family
!
enable password cisco
!
no aaa new-model
svclc multiple-vlan-interfaces
svclc module 3 vlan-group 99,100,200
svclc module 4 vlan-group 99,100,200
svclc vlan-group 99  99
svclc vlan-group 100 100
svclc vlan-group 200 200

…

c. show module コマンドを実行します。

sup# show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  1   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     JAF1221BQGF
  3    1  Application Control Engine Module      ACE20-MOD-K9       SAD1239008S
  4    1  Application Control Engine Module      ACE20-MOD-K9       SAD121301Y9
  5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B       JAF1221AKFF

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  1  001f.cae7.3d94 to 001f.cae7.3dc3   3.0   12.2(18r)S1  12.2(33)SRC1 Ok
  3  0022.55b3.cc60 to 0022.55b3.cc67   2.4   8.7(0.22)ACE 3.0(1)AS31(0 Ok
  4  001f.9e1a.f70e to 001f.9e1a.f715   2.3   8.7(0.22)ACE 3.0(1)AS31(0 Ok
  5  001e.be6e.8e34 to 001e.be6e.8e37   5.6   8.5(2)       12.2(33)SRC1 Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status 
---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------
  1  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       JAF1220CEPN  4.0    Ok
  5  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3B       JAF1221AJJA  2.3    Ok
  5  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          JAF1221AJSB  3.1    Ok

Mod  Online Diag Status 
---- -------------------
  1  Pass
  3  Pass
  4  Pass
  5  Pass

d. dir disk0 コマンドを実行します。

sup# dir disk0 :

e. 次のように show run コマンドを実行して、スーパーバイザ上の svclc 設定をチェックします。

host1/Admin# show run | inc svclc 
svclc multiple-vlan-interfaces
svclc module 3 vlan-group 99,100,200
svclc module 4 vlan-group 99,100,200
svclc vlan-group 99  99
svclc vlan-group 100  100
svclc vlan-group 200  200

7. アクティブ ACE モジュール（slot3）でセッションを開き、次のコマンドを実行し、必要に応じて

出力を収集します。   

sup# session slot 3 processor 0 
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（これにより、スロットへのセッションが開くため、ACE モジュールのユーザ名とパスワードを使

用してログインします。デフォルトのユーザ名は「admin」で、デフォルトのパスワードは

「admin」です）

host1/Admin# show version 

（これはサンプル出力であり、実際の出力は異なります）

Cisco Application Control Software (Session Border Controller)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2007, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software
  loader:    Version 12.2[120]
  system:    Version 3.0(1)AS31(0) [build 3.0(1)AS31(0) test_07:14:20-2009/04/
27_/ws/test-rtp/sub]
  system image file: [SUP] disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin
  installed license: no feature license is installed

Hardware
  Cisco ACE (slot: 3)
  cpu info:
    number of cpu(s): 2
    cpu type: SiByte
    cpu: 0, model: SiByte SB1 V0.2, speed: 700 MHz
    cpu: 1, model: SiByte SB1 V0.2, speed: 700 MHz
  memory info:
    total: 953560 kB, free: 70244 kB
    shared: 0 kB, buffers: 3992 kB, cached 0 kB
  cf info:
    filesystem: /dev/cf
    total: 1014624 kB, used: 381360 kB, available: 633264 kB

last boot reason:  Service "sbc"
configuration register:  0x1
slot3 kernel uptime is 0 days 0 hour 34 minute(s) 11 second(s)

host1/Admin# dir image: 

（このサンプルでは、一部の出力を示しています。実際の出力は異なります。イメージ 
c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin が存在している必要があります）

6085  Dec 12 20:38:56 2008 sbcworking.cfg
           Usage for image: filesystem 
                  390512640 bytes total used
                  648462336 bytes free
                 1038974976 bytes available

host1/Admin# dir core: 
slot3/Admin# dir core:

           Usage for core: filesystem 
                    1068032 bytes total used
                  202029056 bytes free
                  203097088 bytes available

このディレクトリが空でない場合は、次のコマンドを使用してクリアします。

slot3/Admin# clear cores

次のコマンドを実行します。
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slot3/Admin# dir disk0: 
slot3/Admin# show running-config 
slot3/Admin# sh bootvar
BOOT variable = "disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin " 
Configuration register is 0x1

（実際の出力は、3.0.0 または 3.0.1 のいずれのイメージを使用しているかによって異なる場合があ

ります）

次のコマンドを実行します。

slot3/Admin# show ft group status
slot3/Admin# show ft group brief 
slot3/Admin# show services sbc <name> rsrcmon
slot3/Admin# show services sbc <name> version
slot3/Admin# show services sbc <name> memstats 
slot3/Admin# show services sbc <name> sbe calls 
slot3/Admin# show services sbc <name> sbe call-stats currenthour 

8. スタンバイ ACE（slot4）モジュールでセッションを開き、次のコマンドを実行して出力を収集し

ます。

sup# session slot 4 processor 0
slot4/Admin# show version 
slot4/Admin# dir image: 
slot4/Admin# dir core: 
slot4/Admin# dir disk0: 
slot4/Admin# show running-config 
slot4/Admin# sh bootvar  
slot4/Admin# show ft group status 
slot4/Admin# show ft group brief 

9. SBC が ACE 上の内部フラッシュから起動するように設定されていることを確認します。

Sup# show hw-module slot 4 boot 
      Boot option for module 4 is 0
slot4/Admin# show bootvar 
 BOOT variable = "disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin" 
 Configuration register is 0x1

（上記の実際の出力は、disk0:c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin、3.0.0 イメージ、または 
3.0.1 イメージを示しています）

10. アップグレード前の設定を変更します。

a. アクティブとスタンバイの両方で実行コンフィギュレーションを 3.0.2 設定として保存します。

slot3/Admin# copy running-config disk0:sbc_3_0_2.cfg
slot4/Admin# copy running-config disk0:sbc_3_0_2.cfg

b. 課金が存在する場合は、アクティブ（slot3）上で未設定にします。

slot3/Admin# conf t
slot3/Admin(config)# sbc mysbc
slot3/Admin(config-sbc)# sbe
slot3/Admin(config-sbc-sbe)# no billing remote
slot3/Admin(config-sbc-sbe)# end

c. アクティブ カードとスタンバイ カード（slot3 と slot4）の両方で次を実行します。

slot#/Admin$ write mem all

d. アクティブとスタンバイの両方で設定をバックアップします。

slot3/Admin# copy running-config disk0:sbc3.1_nobilling.cfg
slot4/Admin# copy running-config disk0:sbc3.1_nobilling.cfg
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1. 次のコマンドを実行して、スーパーバイザ上の slot4 のブート設定を変更します。

Sup(config)# boot device module 4 disk0: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin

2. SUP 上の slot4 svclc 設定を削除し、次のコマンドを実行して slot4 を eobc から起動します。

a. slot4 を eobc から再起動します。

（注） モジュールをリセットする前に no svclc コマンドを実行すると、アクティブ側（モジュー

ル 3）がハングする原因となる場合があります。no svclc コマンドを実行する前に、モ

ジュール 4 をリセットする必要がある場合があります。

SUP# hw-module module 4 boot eobc
SUP# hw-module module 4 reset

（注） カード slot3 は、バックアップなしのアクティブとして機能します（slot3 上でのピア状態

は FSM_FT_STATE_UNKNOWN）。上記のコマンドが実行されている間、slot4 のカード

の状態はアクティブと表示され、ピアの状態は FSM_FT_STATE_UNKNOWN と表示され

ます。

b. 待機後、slot4 が起動している間に次のコマンドを実行します。

Sup(config)# no svclc module 4 vlan-group 99,100,200
Sup(config)# end

slot4 のカードが svclc から削除されます。

slot4 が起動したあと、次のステップ 3 を実行します（session コマンドを使用して slot4 に接続で

きます）。

3. 次のように、slot4 を（3.1 でのアクティブ状態に）昇格し、slot3 を 3.1 に移行します。

a. 次のコマンドを実行して、slot3 を SUP 上の svclc から削除します。

Sup(config)# no svclc module 3 vlan-group 99,100,200

slot3 上のアクティブ コールがドロップされ、（3b）が完了するまでに完全に停止します。

b. 次のコマンドを実行して、slot4 を SUP 上の svclc に追加します。

Sup(config)# svclc module 4 vlan-group 99,100,200

slot4 が、スタンバイなしのアクティブとして機能を開始します。失敗した場合は、ステップ 4 
に進みます。

アクティブ スロットの課金は未設定であるため、コールはステップ 5 まで課金されません。

課金に関してはステップ 5 に進んでください。

4. slot4 がアクティブとして起動しなかった場合は、次の手順を実行します。

a. 次のように slot3 を svclc に戻します。

Sup(config)# svclc module 3 vlan-groups 99,100,200
Sup(config)# end
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b. ブート ストリングを 3.0.2 に変更し、slot4 をリセットします。

Sup(config)# boot device module 4 disk0: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin
Sup(config)# end
Sup# hw-module module 4 boot config-register
Sup# hw-module module 4 reset

c. slot4 が起動する前に、slot4 を svclc に追加します。

Sup(config)# svclc module 4 vlan-group 99,100,200

slot4 が、slot4 の disk0: にあるイメージから 3.0.2 で起動します。

slot4 は、3.0.2 でのスタンバイとして起動します。

アップグレードが失敗した場合は、中止します（エラーを分析するためにコンソール出力を収

集します。slot4 にコアファイルがある場合は、tftp サーバにアップロードしてオフラインで分

析します）。

5. 新しい課金設定を slot4 に追加します。

これは導入に固有の手順であるため、課金に関する章を参照してください。設定をファイルに保存

する必要がある場合は、sbc コンフィギュレーション モードで設定を貼り付けることができます。

6. 待機後、新しいアクティブな Release 3.1.0 SBC の動作が適切であるかどうかを確認します。

7. 次のコマンドを実行して、sup での slot3 ブート設定を変更します。

Sup(config)# boot device module 3 disk0: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin
Sup(config)# end

8. slot3 を eobc から起動します。

SUP# hw-module module 3 boot eobc
SUP# hw-module module 3 reset

slot3 が数秒後に起動を開始します。

hw-module module 3 reset コマンドを実行したあと、次のステップ 8 を実行します （待機しない

でください）。

9. 次のコマンドを実行して、上記のリセット後ただちに slot3 を svclc に追加します。

Sup(config)# svclc module 3 vlan-group 99,100,200
Sup(config)# end

10. slot3 がスタンバイとして正常に起動したあと、次のコマンドを実行して slot4 のブート設定を変更

します。失敗した場合はステップ 11 に進みます。

SUP# hw-module module 4 boot config-register
slot4/Admin(config)# config-register 1
slot4/Admin(config)# boot system image: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin
slot4/Admin(config)# no boot system image: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin
slot4/Admin(config)# do write mem all
slot4/Admin(config)# end

11. slot3 をアクティブに戻し、slot4 をスタンバイに戻します。

slot3/Admin#: show ft group brief
My State:FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT

上記の出力が、slot3 上のすべての Ft グループに表示されます。
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a. 次を実行して、slot3 がアクティブとして機能し、slot4 がスタンバイとして機能するように変

更します。

slot4/Admin# ft switchover

このコマンドによってカードがスイッチオーバーします。

slot3 はアクティブになり、slot4 はスタンバイ モードで起動します。

slot4 が起動している間、slot3 はスタンバイなしのアクティブとなります。

 

b. 次を実行して、slot3 のブート設定を変更します。

slot3/Admin(config)# hw-module module 3 boot config-register
slot3/Admin(config)# config-register 1
slot3/Admin(config)# boot system image: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS31_0.bin
slot3/Admin(config)# no boot system image: c76-sbck9-mzg.3.0.1_AS30_2.bin
slot3/Admin(config)# do write mem all

c. 次のコマンドを実行してステータスを確認し、出力を取得します。

slot3/Admin#: show ft group brief
slot4/Admin#: show ft group brief

すべての Ft グループに関して、slot3 は FSM_FT_STATE_ACTIVE と示され、slot4 は 
FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT と示されます（slot4 が起動している場合）。

d. slot3 と slot4 の両方で show version コマンドを実行し、出力を取得します。

両方の SBC が 3.1.0 になります。

これでアップグレードは完了です。

e. 両方の SBC で次のコマンドを実行します。

slot3/Admin#: clear cores
slot4/Admin#: clear cores

12. ステップ 10 で slot3 がスタンバイとして起動しなかった場合は、次の手順を実行します。

a. slot3 を svclc から削除します。

Sup(config)# no svclc module 3 vlan-group 99,100,200
Sup(config)# end

b. ブート設定を変更し、slot3 をリセットします。

Sup# hw-module module 3 boot config-register
Sup# hw-module module 3 reset
Sup(config)# svclc module 3 vlan-group 99,100,200

slot3 が、ACE カード ディスクの 3.0.x イメージを使用して起動します。

c. slot4 を svclc から削除します。これにより、（d）までに完全に停止します。

Sup(config)# no svclc module 4 vlan-group 99,100,200

d. slot3 がアクティブとして起動するまで待機します。

e. slot4 のブート設定を 3.0.2 に変更し、slot4 をリセットします。

Sup# hw-module module 4 boot config-register
Sup# hw-module module 4 reset
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slot4 が ACE カード ディスクの 3.0.x イメージを使用して起動します。

f. slot4 を svclc にただちに追加します。

Sup(config)# svclc module 4 vlan-group 99,100,200
Sup(config)# do write mem

slot3 がアクティブになり、slot4 は起動するとスタンバイになります。

g. アップグレードが失敗します。コンソール出力を、sup、ace、および ace のすべてのクラッ

シュ ファイルから取得して分析します。

アップグレード後のステップ

コンテキスト設定

SBC のコンテキスト設定は、3.0.x イメージから 3.1 にアップグレードすると自動的に変更されます。

以前の設定は次の形式になっていました。

context <context-name>
   subcommands …

新しい設定の形式は次のようになります。

context <context-name> context-id <number>
subcommands …

この「context-id <number>」は、Release 3.1.00 で自動的に生成されます。新しいコンテキストが定義

された場合は、未使用の「番号」を設定した完全なコマンドを追加することを推奨します。

課金の設定

課金の設定が変更されました。最新のコンフィギュレーション コマンドの詳細については、コンフィ

ギュレーション ガイドを参照してください。
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