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ファームウェア管理
ACME社はシスコと協力して、必要なソフトウェア機能、選択したハードウェアプラット
フォームのサポート、およびソフトウェアリリースの完成度に基づき、展開の要件を評価しま

した。また、展開するソフトウェアの対象バージョンを選択しました。さらに、定期的にこの

決定に立ち返って、さらにアップグレードが必要かどうかを判断するために、プロアクティブ

な計画を立てました。

ファームウェアバージョン

CiscoApplicationCentric Infrastructure (ACI)のソフトウェアバージョンは、次のような形式で示
されます。

major.minor(maintenance)

• major：製品のアーキテクチャ、プラットフォーム、または機能内容の大きな変更を表し
ます。

• minor：新しいソフトウェア機能を備えたマイナーリリースを表します。

• maintenance：Application Policy Infrastructure Controller (APIC)の機能リリースへのバグ修正
を表します。これは、新機能が追加されたときではなく、ソフトウェアの不具合が修正さ

れたときに変化します。

次の例では、いくつかの APICバージョンを示します。
1.0(1e)
1.1(1j)
1.2(1i)
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APICソフトウェアとファブリックノードの両方は、同じバージョンスキームによって示され
ます。たとえば、APIC 1.2(1i)リリースは、スイッチソフトウェア 11.2(1i)リリースに対応し
ます。APICバージョンのリリースノートと対応するスイッチバージョンは、相互に関連して
います。

APIC、リーフスイッチ、スパインスイッチなど、ACIインフラストラクチャのコンポーネン
トはすべて同じバージョンでなければなりません。アップグレード時に、APICとスイッチ間
に異なるバージョンが存在する場合は、その状態のままファブリックを長時間操作しないでく

ださい。

アップグレードによる影響とリスクを検討する場合、メンテナンスバージョンのアップグレー

ド（1.1(1j) => 1.1(1o)など）は、バグの修正のみで新機能の追加がないため、メジャーまたは
マイナーバージョンのアップグレードよりも影響が小さいと想定できます。

ファームウェアのコンポーネント

次の 3つの主要コンポーネントをアップグレードできます。

•スイッチ（リーフとスパイン）
• Application Policy Infrastructure Controller（APIC）
•カタログファームウェア

ファームウェアのポリシー

ファームウェアグループ

Application Policy Infrastructure Controller (APIC)のファームウェアグループポリシーは、ファー
ムウェアをアップグレードするノードグループを定義します。大部分の展開では、ファーム

ウェアグループは 1つだけで十分です。

メンテナンスグループ

メンテナンスグループポリシーは、いっしょに関連するファームウェアセットにアップグレー

ドするスイッチグループを定義します。メンテナンスグループは、オンデマンドで、または

スケジュールに従ってアップグレードできるので、ビジネスメンテナンスの時間帯までアップ

グレードタスクを延期できます。通常、2つのメンテナンスグループがあり、それぞれにリー
フとスパインのセットが含まれます。各メンテナンスグループは別々にアップグレードされま

す。

コントローラファームウェア

APICのファームウェアポリシーはクラスタ内のすべてのコントローラに適用されますが、
アップグレードは常に順番に実行されます。APIC GUIにより、ファームウェアアップグレー
ドに関するリアルタイムのステータス情報が提供されます。コントローラファームウェアポ

リシーは、オンデマンドで、またはスケジュールに従ってアップグレードできます。
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カタログファームウェア

各ファームウェアイメージには、サポート対象のスイッチモデルを識別する互換性カタログ

が含まれています。APICは、ファームウェアイメージ、スイッチタイプ、およびそのファー
ムウェアイメージを使用することを許可されるモデルのカタログを保持しています。イメージ

管理を実行する APICには、互換性カタログ、APICのファームウェアイメージおよびスイッ
チイメージのイメージリポジトリがあります。

図 1 :ファームウェアアップグレードポリシーの関係

アップグレードとダウングレードに関する考慮事項
アップグレードまたはダウングレードプロセスを開始する前に、次の事項を考慮してくださ

い。

• Application Policy Infrastructure Controller (APIC)クラスタの状態：アップグレードプロセス
を開始する前に、コントローラの状態が良好であることを確認します。続行する前に、ク

ラスタ内のすべてのコントローラのヘルスステータスが [Fully Fit]であることを確認しま
す。完全に適合（Fully Fit）していないコントローラの問題を解決するには、
『Troubleshooting Cisco Application Centric Infrastructure』のドキュメントを参照してくださ
い。

•設定のバックアップ：アップグレードを開始する前に、必ず、外部ソースに設定をエクス
ポートします。設定のエクスポートについては、「インポートおよびエクスポートポリ

シー」を参照してください。

•権限：ファームウェアアップグレードタスクを実行するには、ファブリック管理者ロー
ルが必要です。
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•空き領域の確認：/firmwareパーティションの使用率が75%以下であることを確認しま
す。パーティションの使用率が 75%を超えている場合は、圧縮イメージを格納したり、
イメージを取得する十分なスペースを確保できるように、未使用のファームウェアファイ

ルをリポジトリから削除する必要があります。APICはイメージを自動的に取得します。

•アップグレード順序：通常、コントローラは、スイッチノードよりも先に、最初にアップ
グレードする必要があります。必ず、対象となるファームウェアバージョンの関連リリー

スノートを参照して、この順序が変更されているかどうかを確認してください。

•メンテナンス時間：データプレーンに影響を与えずに、ファブリックをアップグレードす
ることは可能ですが、変更管理ポリシーに従って、スケジュールされたメンテナンス時間

中にアップグレードを実行してください。この時間帯については、アップグレード中に発

生する可能性がある予想外の問題を考慮し、トラブルシューティングやロールバックを実

行できる十分な時間を割り当てる必要があります。

•メンテナンスグループ：アップグレード中に、ホストへの影響を最小限に抑えるには、少
なくとも2つの異なるメンテナンスグループを設定する必要があります。一般的には、奇
数と偶数のノード IDにより分けます。ホストが 1つの奇数リーフノードと 1つの偶数
リーフノードに二重接続されている場合、ホストはまったく影響を受けません。メンテナ

ンスグループの作成については、この章の後半で詳しく説明します。もう1つの考慮事項
は、リーフ vPCペアに奇数と偶数のノードを 1つずつ含める必要があることです。

•アプリケーション仮想スイッチ（AVS）を展開したファブリックのアップグレード：AVS
ソフトウェアは特にAPICまたはスイッチのソフトウェアバージョンに関連付けられませ
ん。

•デバイスパッケージ：デバイスパッケージは APICソフトウェアに関連付けられていな
い場合があります。オンラインCiscoApplicationCentric Infrastructure (ACI)互換性ツールを
使用して、レイヤ 4～レイヤ 7デバイスに対し、デバイスの互換性を確認できます。

ファブリックのアップグレード

GUIを使用したファームウェアイメージのダウンロード
Application Policy Infrastructure Controller (APIC)用のコントローラソフトウェアパッケージと
スイッチソフトウェアパッケージの両方を、Cisco.comからダウンロードする必要がありま
す。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Admin] > [Firmware]の順に選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware]をクリックします。
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[Work]ペインには、ファブリック内の全スイッチのリストと、ファームウェアが最後にアップ
グレードされたときのステータスが表示されます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、[Download Tasks]を選択します。

ステップ 4 [Work]ペインで、[Actions] > [Create Firmware Download Task]の順に選択します。

ステップ 5 [Create Firmware Download Task]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Source Name]フィールドにスイッチイメージの名前（「apic_1.2.1i」など）を入力しま
す。

b) [Protocol]ラジオボタンで、[Secure copy]または [HTTP]ラジオボタンをクリックします。
c) [URL]フィールドに、イメージをダウンロードする URLを入力します。

• HTTPの例：http://192.168.0.50/aci-apic-dk9.1.2.1i.iso
• SCPの例：192.168.0.50:/tmp/aci-firmware/aci-apic-dk9.1.2.1i.iso

• SCPの場合、ユーザ名とパスワードを入力します。

d) [Submit]をクリックします。`

ステップ 6 （任意）次の操作を実行すると、代わりにローカルマシンからイメージをアップロードでき

ます。

a) [Navigation]ペインで、[Download Tasks]を選択します。
b) [Upload Firmware to APIC]を右クリックして選択します。
c) ローカルマシンに保存されたイメージを参照してください。
d) [Submit]をクリックします。`

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Download Tasks]を選択します。

ステップ 8 [Work]ペインで、[Operational]タブを選択し、イメージのダウンロードステータスを表示しま
す。

ステップ 9 スイッチイメージに対してこの手順を繰り返します。

ステップ 10 ダウンロードが 100%に達したら、[Navigation]ペインで [Firmware Repository]を選択します。

ステップ 11 ダウンロードしたバージョン番号とイメージのサイズを表示するには、[Work]ペインで、
[Images]タブを選択します。

オブジェクトモデルCLIを使用したファームウェアイメージのダウン
ロード

Application Policy Infrastructure Controller (APIC)用のコントローラソフトウェアパッケージと
スイッチソフトウェアパッケージの両方を、Cisco.comからダウンロードする必要がありま
す。
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手順

ステップ 1 ファブリックの APICに SSH接続します。
# ssh admin@node_name

ステップ 2 オブジェクトモデル CLIに切り替えます。
apic1# bash
admin@apic1:~>

ステップ 3 イメージリポジトリにイメージを格納します。

admin@apic1:~> firmware add ver_no.iso

ステップ 4 ソフトウェアがリポジトリに追加されたことを確認します。

admin@apic1:~> firmware list
Name : aci-apic-dk9.1.2.1i.bin
Type : controller
Version : 1.2(1i)

GUIを使用した APICのアップグレード
カタログファームウェアイメージは、 Application Policy Infrastructure Controller (APIC)イメー
ジがアップグレードされるとアップグレードされます。カタログファームウェアイメージを

個別にアップグレードする必要はありません。

APICをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. メニューバーで、[ADMIN] > [Firmware]の順に選択します。

2. [Navigation]ペインで、[Controller Firmware]をクリックします。

3. [Work]ペインで、[Actions] > [Upgrade Controller Firmware Policy]の順に選択します。

4. [コントローラファームウェアアップグレードポリシー (Upgrade Controller Firmware
Policy)]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [ターゲットファームウェアバージョン (Target Firmware Version)]フィールドで、ド
ロップダウンリストから、アップグレードするイメージバージョンを選択します。

2. [Apply Policy]フィールドで、[Apply Now]ラジオボタンをクリックします。または、
特定の日付けまたは時刻までタスクを延期する場合は、スケジュールポリシーを適用

できます。

3. [Submit]をクリックして、タスクを完了します。

[Status]ダイアログボックスに「Changes Saved Successfully」というメッセージが表示
されて、アップグレードプロセスが開始されます。アップグレード中に APICのクラ
スタを使用できるように、APICは順番にアップグレードされます。

ファームウェアのアップグレードとダウングレード
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5. [Work]ペインでアップグレードのステータスを確認します。

APICのアップグレードにはそれぞれ約10分かかります。APICのイメージがアップグレー
ドされた場合、クラスタからドロップし、クラスタ内の他の APICが動作している間に、
新しいバージョンで再起動します。APICが再起動すると、クラスタに再び参加します。
その後、クラスタが収束し、次の APICのイメージのアップグレードを開始します。クラ
スタがすぐに収束せず、完全に適合しない場合は、クラスタが収束して [Fully Fit] になる
までアップグレードは待機状態になります。この間、アップグレードされる各APICの [ス
テータス（Status）]カラムに [クラスタコンバージェンスの待機（Waiting for Cluster
Convergence）]というメッセージが表示されます。

ブラウザが接続されているAPICがアップグレードされて再起動すると、ブラウザにエラー
メッセージが表示されます。

アップグレードプロセス中に、新しいイメージでAPICがリブートしますが、その特定のAPIC
の GUIは使用できません。アップグレードプロセス中に、APICの GUIにログインすると、
ブラウザのエラーメッセージを受信し、ログオフされる可能性ががあります。その特定のAPIC
のステータスが [Fully Fit] になったら、その APICに再度ログインできます。

（注）

NX-OSスタイルの CLIを使用した APICのアップグレード
NX-OSスタイルの CLIを使用してApplication Policy Infrastructure Controller (APIC)をアップグ
レードすることができます。スイッチをアップグレードする前に、APICのアップグレードが
完了し、ヘルスステータスが [Fully Fit]になっている必要があります。NX-OSスタイルのCLI
では、まずカタログファームウェアを設定する必要があります。次の設定手順で、カタログ

ファームウェアを設定し、アップグレードを開始します。

手順

ステップ 1 ファブリックの APICに SSH接続します。
# ssh admin@node_name

ステップ 2 設定モードを開始します。

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 3 ファームウェアモードを入力します。

apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)#

ファームウェアモードによりカタログバージョンを設定することができます。

ステップ 4 カタログバージョンを設定します。

apic1(config-firmware)# catalog-version aci-catalog-dk9.1.2.0.225.bin

ファームウェアのアップグレードとダウングレード
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コントローラファームウェアのアップグレードの準備ができました。

ステップ 5 コントローラグループモードを開始し、現在のバージョンを確認してください。

apic1(config-firmware)# controller-group
apic1(config-firmware-controller)# show version
Role Id Name Version
---------- ---------- ------------------------ --------------------
controller 1 apic1 1.2(0.139g)
controller 2 apic2 1.2(0.139g)
controller 3 apic3 1.2(0.139g)

ステップ 6 コントローラファームウェアを目的のバージョンに設定します。

apic1(config-firmware-controller)# firmware-version aci-apic-dk9.1.2.0.225.bin

ステップ 7 アップグレードを開始します。

アップグレードの開始時間を指定することも、すぐにアップグレードを開始することもできま

す。

•アップグレードを開始する時間を指定するには、次を入力します。
apic1(config-firmware-controller)# time start 23:30

時間は必ず指定する必要があります。日付はオプションです。

•アップグレードをすぐに開始するには、次を入力します。
apic1(config-firmware-controller)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade controller-group

オブジェクトモデル CLIを使用した APICのアップグレード
カタログファームウェアイメージは、 Application Policy Infrastructure Controller (APIC)イメー
ジがアップグレードされるとアップグレードされます。カタログファームウェアイメージを

個別にアップグレードする必要はありません。GUIからファームウェアのアップグレードを実
行することをお勧めします。GUIを使用すると、APICはソフトウェアイメージに対してさら
に検証と整合性チェックを実行します。

オブジェクトモデル CLIを使用して APICをアップグレードするには、次の手順を実行しま
す。

1. 前にダウンロードした、リポジトリ内の現在のソフトウェアを一覧表示します。

例：

admin@apic1:~> firmware list
Name : aci-apic-dk9.1.1.1j.bin
Type : controller
Version : 1.1(1j)

2. APICのファームウェアをアップグレードします。

ファームウェアのアップグレードとダウングレード
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例：

admin@apic1:~> firmware upgrade controllers ver_no .bin

アップグレード中にAPICのクラスタを使用できるように、APICは順番にアップグレード
されます。アップグレードはバックグラウンドで実行されます。

3. アップグレードのステータスを確認します。

例：

admin@apic1:~> firmware upgrade status
Node-Id Role Current- Target- Upgrade- Progress-Percent

Firmware Firmware Status (if inprogress)
--------- ----------- ------------ ------------------ ---------- ------------------
1 controller 1.1(1.200j) apic-1.2(1.202i) complete 0
2 controller 1.1(1.200j) apic-1.2(1.202i) inprogress 0
3 controller 1.1(1.200j) apic-1.2(1.202i) inqueue 0

[Upgrade Status]フィールドに、「inqueue」、「inprogress」、または「completeok」が表示され
ます。このフィールドに「Unknown」と表示された場合、APICはアップグレードされ再起動
中です。この間、APICCLIへの接続が失われることがあり、CLIに再度ログインする必要があ
ります。

GUIを使用したスイッチのアップグレード
スイッチをアップグレードする前に、Application Policy Infrastructure Controller (APIC)のアップ
グレードが完了し、ヘルスステータスが [Fully Fit]になっている必要があります。

GUIを使用してスイッチをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. メニューバーで、[Admin] > [Firmware]の順に選択します。
2. [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware]をクリックします。

[Work]ペインに、ファブリック内で動作しているスイッチが表示されます。

3. ファームウェアグループを作成していない場合は、次のサブステップを実行します。

1. [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware] > [Firmware Groups]の順に選択しま
す。

2. [Work]ペインで、[Policy]タブを選択します。
3. [Actions] > [Create Firmware Group]の順に選択します。
4. [Create Firmware Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Group Name]フィールドに、ファームウェアグループの名前を入力します。
2. [Target Firmware Version]ドロップダウンリストから、アップグレードするファー
ムウェアバージョンを選択します。

3. [Group Node IDs]フィールドに、グループに追加するノード IDのカンマ区切りリ
ストまたは範囲を入力します。たとえば、「101, 103-105, 108」のように指定しま
す。

4. [Submit]をクリックします。`
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5. ファームウェアグループが作成されていることを確認するには、[Navigation]ペイン
で、[Fabric Node Firmware] > [Firmware Groups] > [new_firmware_group]の順に選択しま
す。Workペインに、前に作成したファームウェアポリシーの詳細が表示されます。

4. メンテナンスグループを作成していない場合は、次のサブステップを実行します。

1. [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware] > [Maintenance Groups]の順にクリッ
クします。

すべてのスイッチに対して 2つのメンテナンスグループを作成することをお勧めしま
す。たとえば、偶数番号のノードを含むグループと、奇数番号のノードを含む別のグ

ループを作成します。接続全部が失われないように、少なくとも 1つのスパインと 1
つのリーフが、他と異なるメンテナンスグループにあることを確認します。

2. [Work]ペインで、[Action] > [Create Maintenance POD Group]の順に選択します。
3. [Create POD Maintenance Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

1. [Group Name]フィールドに、メンテナンスグループの名前を入力します。たとえ
ば、「Even-Nodes」と入力します。

2. [RunMode]ドロップダウンリストで、[PauseUponUpgrade Failure]を選択します。
これは、デフォルトのモードです。

3. [Group Node IDs]フィールドに、グループに追加するノード IDのカンマ区切りリ
ストまたは範囲を入力します。たとえば、「102, 104, 106, 108, 110」のように指定
します。

4. [Scheduler]ドロップダウンリストでは、アップグレードのスケジュールを作成で
きます。または、オンデマンドでアップグレードできるように空欄にしておくこ

とも可能です。

5. [Submit]をクリックします。`
6. もう一方のメンテナンスグループに対して同じ手順を繰り返します。たとえば、
「Odd-Nodes」という名前のグループに対して手順を実行します。

4. メンテナンスグループが作成されたことを確認します。

1. [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware] > [Maintenance Groups] >
[new_maintenance_group]の順に選択します

2. 作成したメンテナンスグループの名前を選択します。

3. [Work]ペインで、ノードがそのメンテナンスグループに接続されていることを確
認します。

5. 作成したメンテナンスグループのいずれかを右クリックし、[UpgradeNow]を選択します。
6. [Upgrade Now]ダイアログボックスで、「Do you want to upgrade the maintenance group policy

now?」に対する [Yes]をクリックします。

注：作業ウィンドウの [Status]に、グループ内の全スイッチが同時にアップグレードされ
ていることが表示されます。グループ内のデフォルトの同時実行数は20に設定されます。
したがって、20台のスイッチが同時にアップグレードされ、その後また 20台のスイッチ
の組がアップグレードされます。障害が発生した場合、スケジューラがサスペンドし、
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APIC管理者の手動操作が必要になります。スイッチのアップグレードには、グループご
とに最長で 12分かかります。スイッチはアップグレードすると再起動し、接続が切断さ
れて、クラスタ内のコントローラはグループ内のスイッチとしばらくの間、通信しませ

ん。スイッチが起動後にクラスタに再加入した場合、コントローラノードの下に全スイッ

チが一覧で表示されます。クラスタにVPCコンフィギュレーションがある場合、アップグ
レードプロセスは vPCドメインの 2台のスイッチのうち一度に 1台のスイッチのみをアッ
プグレードします。

7. [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware]をクリックします。

注：作業ウィンドウに、リスト内の全スイッチが表示されます。[Current Firmware]列に
は、各スイッチに対するアップグレードイメージの詳細が表示されます。ファブリック内

のスイッチが新しいイメージにアップグレードされることを確認します。

NX-OSスタイルの CLIを使用したスイッチのアップグレード
NX-OSスタイルの CLIを使用して、スイッチをアップグレードすることができます。スイッ
チをアップグレードする前に、APICのアップグレードが完了し、ヘルスステータスが [Fully
Fit]になっている必要があります。次に、スイッチをアップグレードします。

手順

ステップ 1 ファブリックの APICに SSH接続します。
# ssh admin@node_name

ステップ 2 イメージをファームウェアリポジトリに追加します。

apic1# firmware repository add aci-n9000-dk9.11.2.0.225.bin

ステップ 3 設定モードを開始します。

apic1# configure
apic1(config)#

ステップ 4 ファームウェアモードを入力します。

apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)#

ステップ 5 ファームウェアバージョンを確認します。

apic1(config-firmware)# show version
Role Id Name Version
---------- ---------- ------------------------ --------------------
leaf 101 176-Leaf-1 n9000-11.2(0.65l)
leaf 102 176-Leaf-2 n9000-11.2(0.65l)
spine 201 176-Spine-1 n9000-11.2(0.65l)
spine 202 176-Spine-2 n9000-11.2(0.65l)

ステップ 6 スイッチグループの作成によってファームウェアスイッチモードを入力します。

apic1(config-firmware)# switch-group EvenNodes
apic1(config-firmware-switch)#
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ステップ 7 スイッチグループにスイッチを追加します。

apic1(config-firmware-switch)# switch 102, 202

ステップ 8 （任意）スイッチが追加されたことを確認します。

apic1(config-firmware-switch)# show run
# Command: show running-config firmware switch-group all-nodes
# Time: Fri Nov 6 15:18:34 2015
firmware
switch-group EvenNodes
switch 102
switch 202

ステップ 9 スイッチファームウェアを目的のバージョンに設定します。

apic1(config-firmware-controller)# firmware-version aci-apic-dk9.1.2.0.225.bin

ステップ 10 アップグレードが障害の発生時に一時停止するように、スイッチの実行モードをpause-on-failure
に設定します。

apic1(config-firmware-switch)# run-mode pause-on-failure

ステップ 11 アップグレードを開始します。

スケジューラを使用してアップグレードの開始時間を指定することも、すぐにアップグレード

を開始することもできます。

•スケジューラを使用するには、次を入力します。
apic3(config-firmware-switch)# schedule upgradetimerEvenNodes

•アップグレードをすぐに開始するには、execshモードに戻り、次を入力します。
apic1# firmware upgrade switch-group

オブジェクトモデル CLIを使用したスイッチのアップグレード
スイッチをアップグレードする前に、Application Policy Infrastructure Controller (APIC)のアップ
グレードが完了し、ヘルスステータスが [Fully Fit]になっている必要があります。

オブジェクトモデル CLIを使用してスイッチをアップグレードするには、次の手順を実行し
ます。

1. 次のコマンドの出力が下記の出力例と同様になり、正しいバージョン番号が示されている
ことを確認します。

例：

admin@apic1:~> firmware list
Name : aci-n9000-dk9.11.2.1i.bin
Type : switch
Version : 11.2(1i)

名前が「.iso」から「.bin」に変わります。

2. スイッチをアップグレードします。
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例：

admin@apic1:~> firmware upgrade switch node 101 ver_no.bin
Firmware Installation on Switch Scheduled

各スイッチを個別にアップグレードする必要があります。

3. スイッチのアップグレードステータスを確認します。次のコマンドの出力は、下記の例の
ようになります。

例：

admin@apic1:~> firmware upgrade status node node_id
Node-Id Role Current- Target- Upgrade-
Progress-Percent

Firmware Firmware Status (if inprogress)
--------- ----------- ------------------- ------------------ ----------
------------------
1017 leaf n9000-11.1(1.869S1) n9000-11.2(1i) completeok 100

firmware upgrade statusコマンドを入力すると、一度にすべてのノードのステータスを確認
できます。

4. 各追加スイッチに対してステップ 2と 3を繰り返します。

GUIを使用したクラスタの収束の確認
定期メンテナンス後に、クラスタの収束の進行状況をモニタできます。収束のプロセス中の一

連のメッセージを表示する、GUIのコントローラファームウェア画面で進行状況を確認でき
ます。これらのメッセージは [Status]フィールドに表示されます。

コントローラとスイッチのアップグレードの進行に伴い、キューに入っているノードの数と

アップグレード中のノードの数、および成功したアップグレードの数に関するメッセージが表

示されます。

表示されるノードのアップグレードステータスは次のとおりです。

• NotScheduled：現在、ノードに対してアップグレードはスケジュールされていません。
• Scheduled：ノードに対してアップグレードがスケジュールされています。
• Queued：現在アクティブな時間枠（スケジュール）があり、ノードがアップグレードの認
可を要求しています。

• Inprogress：現在、ノードに対してアップグレードが進行中です。
• CompleteOK：アップグレードが正常に完了しました。
• CompleteNOK：ノードでのアップグレードが失敗しました。
• Inretryqueue：アップグレードを再試行するためにノードがキューに入っています（5回試
行した後に、失敗が宣言されます）。

This may take a while.すべてのクラスタが正常に収束されると、[Controller Firmware]画面の
[Waiting for Cluster Convergence]フィールドに「No」と表示されます。
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アップグレードプロセス中にフォールトのトラブルシューティング

メンテナンスポリシーごとに1つのスケジューラが存在します。デフォルトでアップグレード
フォールトが検出されると、スケジューラを停止し、そのグループのノードはアップグレード

を開始しません。スケジューラは、アップグレードフォールトの場合に手動介入によるデバッ

グを必要とします。手動介入が完了したら、一時停止されたスケジューラを再開させる必要が

あります。

スイッチのステータスが「queued」になっている場合は、以下を確認します。

•コントローラのクラスタが正常かどうか。コントローラのクラスタは正常でなければなり
ません。APIに「waitingForClusterHealth = yes」と表示されている場合、または GUIで
[Waiting for Cluster Convergence]に対して [Yes]が表示されている場合は、コントローラの
クラスタが正常ではないことを示しています。コントローラのクラスタが正常になるま

で、アップグレードを開始していないスイッチのステータスは「queued」のままになりま
す。

•スイッチのメンテナンスグループが一時停止していないか。スイッチがアップグレードに
失敗すると、グループは一時停止状態になります。

スイッチの処理に約 60分以上かかり、APIに「waitingForClusterHealth = no」と表示されてい
る場合、または GUIで [Waiting for Cluster Convergence]に対して [No]が表示されている場合
は、スケジューラの一時停止を確認するステップを実行します。

そのほかのトラブルシューティング手順については、『Troubleshooting Cisco Application Centric
Infrastructure』を参照してください。
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