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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

•新機能および変更された機能に関する情報（1ページ）

新機能および変更された機能に関する情報

最初に操作するリリースの「Cisco Application Policy Infrastructure Controller Release Notes」を常
に確認してください。

（注）

次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。た

だし、このリリースに関するガイドの変更点や新機能の中には、一部、この表に記載されてい

ないものもあります。

表 1 :新機能および変更された機能に関する情報

参照先説明機能Cisco
APICのリ
リース

バージョ

ン

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース5.1(1)から、GUIを使用し
たAPICおよびスイッチソフトウェ
アのアップグレードプロセスが強

化されました。

APICまたはスイッチソフトウェア
のアップグレード時の GUIによる
アップグレードプロセスの拡張。

Release
5.1(1)

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

ソフトウェアをアップグレードま

たはダウングレードすると、追加

の検証が実行され、検証中に問題

が見つかった場合は 5.1(1)リリー
スの一部として警告が表示されま

す。

アップグレードまたはダウングレー

ド操作がトリガーされる前に、追

加の検証が実行されます。

Release
5.1(1)

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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参照先説明機能Cisco
APICのリ
リース

バージョ

ン

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース4.2(5)以降、アップグレー
ドまたはダウングレード操作をト

リガーしようとすると、操作がト

リガーされる前に追加の検証が実

行され、検証中に問題が見つかっ

た場合は警告が表示されます。

アップグレードまたはダウングレー

ド操作がトリガーされる前に、追

加の検証が実行されます。

リリース
4.2(5)

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース 4.2(5)以降では、コント
ローラのアップグレードプロセス

のステータスに関する追加情報が

提供される場合があります。

コントローラのアップグレード時

に提供される追加情報。

リリース
4.2(5)

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース 4.2(5)以降では、ファー
ムウェアアップグレードグループ

のノードをアップグレードすると

きに、ファームウェアのダウンロー

ドの進行中にステータスが表示さ

れます。

ファームウェアアップグレードグ

ループのスイッチノードをアップ

グレードするときに提供される追

加情報。

リリース
4.2(5)

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース 4.2(5)以降、デフォルト
では、システムが一度にアップグ

レードできるスイッチの数が 20か
ら無制限に変更されました。

システムが一度にアップグレード

できるスイッチの数が変更されま

した。

リリース
4.2(5)

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース 4.2(1)以降では、アップ
グレードまたはダウングレード操

作をトリガーしようとすると、操

作がトリガーされる前に、いくつ

かの検証が実行され、検証中に障

害が見つかった場合は警告が表示

されます。

検証は、アップグレードまたはダ

ウングレード操作がトリガーされ

る前に実行されます。

リリース
4.2(1)

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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参照先説明機能Cisco
APICのリ
リース

バージョ

ン

APICアップグレードパスおよびダ
ウングレードパスをドキュメント

から削除しました。APICアップグ
レードパスおよびダウングレード

パスについては、「CiscoAPICアッ

プグレードまたはダウングレード

サポート一覧表」を参照してくだ

さい。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/
docs/Website/datacenter/apicmatrix/
index.html

APICアップグレードパスおよびダ
ウングレードパスをドキュメント

から削除

サイレントロールパッケージの

アップグレードについて（134ペー
ジ）

サイレントロールパッケージの

アップグレードでは、ACIスイッ
チソフトウェア OS全体をアップ
グレードすることなく、ACIスイッ
チハードウェア SDK、ドライバな
どの内部パッケージのアップグレー

ドを手動で実行できます。

サイレントロールパッケージの

アップグレード

4.1(2x)

『Cisco APICリリース 4.0(1)イン

ストール、アップグレード、ダウ

ングレードガイド』はもうご利用

いただけません。掲載されていた

情報は、アップグレードパスおよ

びダウングレードパス以外はすべ

て本ドキュメントでご覧いただけ

ます。

「Cisco APICリリース 4.0(1)イン

ストール、アップグレード、ダウ

ングレードガイド」はもうご利用

いただけません。

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

リリース 4.0(1)以降、bashを使用
してCisco APICおよびスイッチソ
フトウェアをアップグレードする

ことはできません。代わりに

NX-OSスタイル CLIを使用して
Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアをアップグレードしてくだ

さい。

アップグレード方式としてサポー

トされなくなった bash
リリース
4.0(1)

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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参照先説明機能Cisco
APICのリ
リース

バージョ

ン

Cisco APICおよびスイッチソフト
ウェアのアップグレードとダウン

グレード（27ページ）

Cisco APICリース 4.0(1)から、GUI
を使用したソフトウェアのアップ

グレード手順が変更されました。

GUIを使用したアップグレード手
順の変更

リリース
4.0(1)

Cisco APIC長期リリース（60ペー
ジ）

Cisco APIC長寿命リリースリリース
3.2(1m)

Cisco ACIスイッチの混合バージョ
ン中に許可される操作（130ペー
ジ）

追加機能のサポートが追加されま

した。

ネットワーク設定機能と混合OS動
作中の変更

リリース
2.3(1e)

Cisco ACIスイッチの混合バージョ
ン中に許可される操作（130ペー
ジ）

この機能が導入されました。ネットワーク設定機能と混合OS動
作中の変更

リリース
2.2(2e)

--このガイドの内容が再編成されま

した。このガイドの以前のリリー

スではCisco APICクラスタコンテ
ンツのハイアベイラビリティは

「Cisco APIC Getting開始ガイド、

リリース 2.x」に以降されていま
す。

--リリース
2.2(2e)

このコンテンツは「Cisco APIC開

始、2.xのリリース」で確認できま
す。

APICクラスタのハイアベイラビリ
ティ機能では、Active/Standbyモー
ドのクラスタでAPICを操作できま
す。

APICクラスタのハイアベイラビリ
ティ

リリース
2.2(1n)

以前の名前は、Cisco APICファー
ムウェア管理ガイドでした。

このドキュメントのタイトルは変

更されています。

リリース
1.3(1g)

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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第 2 章

インストールまたはCisco APICイメージの
回復

•設置上の注意事項（5ページ）
•使用上のガイドライン（7ページ）
• Cisco APICソフトウェアイメージの回復またはインストールの条件（10ページ）
• PXEサーバを使用した Cisco APICソフトウェアのインストール（11ページ）
•インストール Cisco APIC仮想メディアを使用してソフトウェア（13ページ）

設置上の注意事項
•ハードウェアのインストール手順については、「Cisco ACIファブリックハードウェアイ
ンストールガイド」を参照してください。

•このリリースをインストールまたはアップグレードする前に、Cisco APIC設定をバック
アップします。実稼働で実行しない単一の Cisco APICクラスタは、インストールまたは
アップグレード中にデータベースの破損が発生すると設定が失われる可能性があります。

•初めて Cisco APICにアクセスする方法については、『Cisco APIC入門ガイド』を参照し
てください。

• Microsoft System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）またはMicrosoft Windows Azure
パックを持つ Cisco ACIは ASCII文字のみをサポートしています。非 ASCII文字はサポー
トしていません。Windowsのシステムロケールの設定に [English]が設定されていること
を確認します。それ以外の場合、 SCVMMおよびWindows Azure Packを持つ Cisco ACIは
インストールされません。また、システムロケールをインストール後に英語以外のロケー

ルに変更した場合、Cisco APICや Cisco ACIファブリックと通信すると統合コンポーネン
トが失敗する場合があります。

•インストールの指示を含むCisco APIC Python SDKドキュメントについては、「APIC Python
SDKドキュメンテーション」を参照してください。

インストールに必要なSDKepgファイルがパッケージに含まれます（下記のリリース表を
参照してください）。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
5

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/hw/aci_hig/guide/b_aci_hardware_install_guide.html
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acicobra-2.1_1X-py2.7.egg

"X" is the letter of the release.例：「2.1_1h」

UNIX/LinuxおよびMac OS Xで SSL対応の SDKをインストールするには、コンパイラが必要
です。Windowsインストールでは、wheelパッケージを使用してSDKの依存関係用のコンパイ
ル済み共有オブジェクトをインストールできます。

（注）

モデルパッケージは SDKのパッケージによって異なります。SDKのパッケージを先にインス
トールしてください。

（注）

表 2 :リリース表

SDK epgファイル名リリースバージョン

acicobra-5.1_3e-py2.7.eggリリース 5.1(3e)

acicobra-5.1_2e-py2.7.eggリリース 5.1(2e)

acicobra-5.1_1h-py2.7.eggリリース 5.1(1h)

acicobra-5.0_1k-py2.7.eggリリース 5.0(1k)

acicobra-4.2_6d-py2.7.eggリリース 4.2(6d)

acicobra-4.2_5k-py2.7.eggリリース 4.2(5k)

acicobra-4.2_4i-py2.7.eggリリース 4.2(4i)

acicobra-4.2_3j-py2.7.eggリリース 4.2(3j)

acicobra-4.2_2e-py2.7.eggリリース 4.2(2e)

acicobra-4.2_1i-py2.7.eggリリース 4.2(1i)

acicobra-4.1_2g-py2.7.eggリリース 4.1(2g)

acicobra-4.1_1i-py2.7.eggリリース 4.1(1i)

acicobra-4.0_3d-py2.7.eggリリース 4.0(3d)

acicobra-4.0_2c-py2.7.eggリリース 4.0(2c)

acicobra-4.0_1h-py2.7.eggリリース 4.0(1h)

acicobra-3. 2_9b-py 2.7.卵リリース 3.2(9b)

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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SDK epgファイル名リリースバージョン

acicobra-3.2_7f-py2.7.eggリリース 3.2(7f)

acicobra-3.2_6i-py2.7.eggリリース 3.2(6i)

acicobra-3.2_5d-py2.7.eggリリース 3.2(5d)

acicobra-3.2_4d-py2.7.eggリリース 3.2(4d)

acicobra-3.2_3i-py2.7.eggリリース 3.2(3i)

acicobra-3.2_2l-py2.7.eggリリース 3.2(2l)

acicobra-3.2_1m-py2.7.eggリリース 3.2(1m)

acicobra-3.1_2m-py2.7.eggリリース 3.1(2m)

acicobra-3.1_1i-py2.7.eggリリース 3.1(1i)

acicobra-3.0_2h-py2.7.eggリリース3.0(2h)

acicobra-3.0_1k-py2.7.eggリリース3.0(1k)

acicobra-2.3_1e-py2.7.eggリリース2.3(1e)

acicobra-2.2_2e-py2.7.eggリリース2.2(2e)

acicobra-2.2_1n-py2.7.eggリリース2.2(1n)

acicobra-2.1_1h-py2.7.eggリリース2.1(1h)

acicobra-2.0_2f-py2.7.eggリリース 2.0(2f)

acicobra-2.0_1m-py2.7.eggリリース 2.0(1m)

acicobra-1.3_2f-py2.7.eggリリース 1.3(2f)

acicobra-1.3_1i-py2.7.eggリリース 1.3(1i)

acicobra-1.3_1h-py2.7.eggリリース1.3(1h)

acicobra-1.3_1g-py2.7.eggリリース 1.3(1g)

以前のリリースについての詳細は、「Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC)
Release Notes」を参照してください。

使用上のガイドライン
• Cisco APIC GUIは次のブラウザをサポートします。
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• MacおよびWindows向け Chromeバージョン 59（最低）

• Mac、Linux、Windows向け Firefoxバージョン 59 (最低)

• Internet Explorerバージョン 11（最低）

• Safari 10（最低）

リリース 1.3(1)にアップグレードした後、ブラウザを再起動しま
す。

（注）

• Cisco APIC GUIには、ビデオデモンストレーションを含むクイックスタートガイドのオ
ンラインバージョンが含まれます。

•インフラストラクチャの IPアドレス範囲は、インバンドおよびアウトオブバンドのネッ
トワーク用のファブリックで使用する他の IPアドレスと重複してはなりません。

• Cisco APICはテナントの負荷に IPAMサービスを提供しません。

• GUIからCisco APIC CLIに到達するには、[システム (System)] > [コントローラ (Controllers)]
を選択し、コントローラをハイライトしてから、[SSHの起動 (launch SSH)]を右クリック
して選択します。コマンドのリストを取得するには、escキーを 2回押します。

• 5分間の統計データの一部では 10秒のサンプルの数は 30ではなく 29です。

•次のサービスでは、アウトオブバンド管理接続を持つ DNSベースのホスト名を使用しま
す。IPアドレスは、インバンドおよびアウトオブバンド管理接続両方で使用できます。

• Syslogサーバ

• Call Home SMTPサーバ

•テクニカルサポートエクスポートサーバ

•設定エクスポートサーバ

•統計情報エクスポートサーバ

•リーフおとびスパインスイッチは、IP接続を持つホストからファブリックへ管理できま
す。

• 2個のエンドポイント間でアトミックカウンタを設定する場合、IPは 2個のエンドポイン
トのどちらかで学習され、エンドポイントベースポリシーではなく IPベースポリシーを
使用することをお勧めします。

•同じノードで 2つのレイヤ 3の外部ネットワークを設定するときに、ループバックはレイ
ヤ 3ネットワークに別々に設定されます。

•アプリケーション EPGおよびレイヤ 3外部 EPGを含むすべてのエンドポイントグループ
（EPG）にはドメインが必要です。インターフェイスポリシーグループは、接続エンティ

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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ティプロファイル（AEP）に関連付けられ、AEPはドメインに関連付けられている必要
があります。EPGとドメイン、およびインターフェイスポリシーグループとドメインの
関連付けに基づいて、EPGが使用するポートと VLANが検証されます。これは、ブリッ
ジ型のレイヤ 2アウトサイドおよびルーテッドレイヤ 3アウトサイド EPGを含むすべて
のEPGに適用されます。詳細については、『Cisco Fundamentals GuideCisco』、およびKB
の記事、「Creating Domains, Attach Entity Profiles, and VLANs to Deploy an EPG on a Specific
Port」を参照してください。

1.0(4X)以前のリリースでは、アプリケーション EPGまたはレイ
ヤ 2/レイヤ 3アウトサイド EPGのスタティックパスを作成する
とき、物理ドメインは必要ありませんでした。このリリースでは

必須です。物理ドメインを使用しないアップグレードは、EPGで
「無効なパス設定」という障害が発生します。

（注）

• EPGは、それ自体のテナント内でのみコントラクトインターフェイスに関連付けられま
す。

•ユーザパスワードは、次の基準を満たす必要があります。

•最少文字数は 8文字

•最大文字数は 64文字

•連続して繰り返される文字は 3文字未満

•次の文字タイプのうち 3個を含む：小文字、大文字、数字、記号

•簡単に推測することができない

•ユーザ名やユーザ名を逆にしたものは使用できません

• cisco、isco、またはこれらの文字列の並べ替えを変化させたものや、それらの文字の
大文字化の変更により取得される変形語であってはなりません

•電力消費の統計情報がリーフスイッチノードスロット 1では表示されません。

• APIまたはアドバンストGUIで作成されCLIを通して更新されたレイヤ 3外部ネットワー
クについては、プロトコルは APIまたはアドバンスト GUIを通して外部ネットワークで
グローバルに有効にする必要があり、CLIを介してさらに更新を行う前に、すべての参加
ノードのノードプロファイルは APIまたはアドバンスト GUIを通して追加される必要が
あります。

• CLIから作成されたレイヤ 3外部ネットワークについては、APIを使用して更新しないよ
うにする必要があります。これらの外部ネットワークは、「__ui_」で始まる名前で識別
されます。

• NX OSスタイルCLIで発行された「show」コマンドの出力は、今後のソフトウェアリリー
スで変更されます。Ciscoは、自動化に showコマンドの出力の使用を推奨していません。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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•このソフトウェアのバージョンで、CLIは管理ログイン権限を持つユーザに対してのみサ
ポートされています。

•仮想プライベートクラウド（vPC）メンバノードを異なる設定ゾーンんに分離しないでく
ださい。ノードが異なる設定ゾーンにあるとき、インターフェイスポリシーが変更され

vPCメンバノードの 1つのみに展開されている場合、vPCのモードが不一致になります。

•複数のログインドメインを定義する場合は、Cisco APICにログインするときに使用する
ログインドメインを選択できます。デフォルトでは、ドメインドロップダウンリストは

空であり、ドメインを選択しない場合 DefaultAuthドメインが認証に使用されます。この
場合、DefaultAuthのログインドメインにユーザ名がないとログインに失敗する可能性が
あります。その結果、選択したログインドメインに基づくクレデンシャルを入力する必要

があります。

•ファームウェアメンテナンスグループに含められるのは、最大 80ノードです。

•コントラクトがエンドポイントグループに関連付けられていない場合、DSCPマーキング
は vzAnyコントラクトを持つ VRFではサポートされていません。DSCPは actrlルールと
ともにリーフスイッチに送信されますが、vzAnyコントラクトに actrlルールはありませ
ん。したがって、DSCP値が送信されることはありません。

• Cisco ACIファブリックのNTPサーバとしては、リーフスイッチを使用することをお勧め
します。

CiscoAPICソフトウェアイメージの回復またはインストー
ルの条件

Cisco Technical Assistance Center（TAC）のサポートのみで、このセクションで手順を使用しま
す。

（注）

このクラスタは Cisco APICをインストールまたは回復する方法を説明します。既存のサーバ
が完全に応答していない Cisco APICイメージを所有し、新しい Cisco APICイメージをインス
トールする場合、Cisco APICイメージを回復します。

既存の UCSサーバが存在する場合、Cisco APICソフトウェアセクションのインストールをス
キップします。

（注）

Cisco APICイメージをインストールすることで、次のタスクを完了します。

•ディスク上にある既存のデータが消去されます。

•ディスクが再フォーマットされます。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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•新しいソフトウェアイメージがインストールされます。

次のいずれかの方法を使用して、サーバに Cisco APICソフトウェアをインストールすること
ができます。

• PXEサーバの使用

•仮想メディアの使用

他の仮想メディアのインストールを実行するときと同じように、Cisco APIC ISOイメージファ
イルを使用してインストールを行うことができます。手順の詳細については、このマニュアル

では説明していません。

（注）

PXEサーバを使用した Cisco APICソフトウェアのインス
トール

Preboot Execution Environment（PXE）サーバを使用してCisco APICソフトウェアをインストー
ルするには、以下の手順に従ってください。

手順

ステップ 1 Linuxの標準構成で PXEサーバを設定します。

ステップ 2 リリース 4.0以降のCisco APICソフトウェアイメージをインストールするために、PXE設定
ファイルに次のようなエントリがあることを確認します。

label 25
kernel vmlinuz dd blacklist=isci blacklist=ahci nodmraid noprobe=ata1 noprobe=ata2

noprobe=ata3 noprobe=ata4
append initrd=initrd root=live:squashfs.img_URL rd.live.img rd.live.debug=1

rd.live.ram=1 rd.debug atomix.isourl=iso_URL

例：

label 25
kernel ifcimages/vmlinuz dd blacklist=isci blacklist=ahci nodmraid noprobe=ata1

noprobe=ata2 noprobe=ata3 noprobe=ata4
append initrd=ifcimages/initrd.img

root=live:http://192.0.2.10/myisomount/LiveOS/squashfs.img rd.live.img rd.live.debug=1
rd.live.ram=1 rd.debug atomix.isourl=http://192.0.2.10/aci-apic-dk9.4.0.0.iso

ステップ 3 Cisco.comから Cisco APIC.isoイメージをダウンロードします。

ステップ 4 マウントフォルダを作成し、Cisco APIC.isoイメージをマウントします。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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$ mkdir -p mount_folder
$ mount –t iso9660 –o loop iso_image mount_folder

例：

$ cd /home/user
$ mkdir -p myisomount
$ mount –t iso9660 –o loop /local/aci-apic-dk9.4.0.0.iso myisomount

ステップ 5 Initrd. imgおよびvmlinuzファイルがマウントフォルダの場所にあることを確認します。

例：

$ ls /home/user/myisomount/images/pxeboot/
initrd.img vmlinuz

ステップ 6 マウントされた Cisco APIC.isoイメージから、vmlinuzおよび intirdを tftpbootパスにコ
ピーします。

例：

$ mkdir –p /var/lib/tftpboot/ifcimages
$ cp –f /home/user/myisomount/images/pxeboot/vmlinuz /var/lib/tftpboot/ifcimages/
$ cp –f /home/user/myisomount/images/pxeboot/initrd.img /var/lib/tftpboot/ifcimages/

ステップ 7 Cisco APIC.isoイメージとマウントフォルダを HTTPルートディレクトリにコピーします。

例：

$ cp –R /local/aci-apic-dk9.4.0.0.iso /var/www/html
$ cp –R /home/user/myisomount /var/www/html

ステップ 8 PXEの構成 (/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default)にエントリを追加して、Cisco
APIC.isoイメージのためのキックスタートファイルを参照するようにします。

例：

[root@pxeserver ~]# cat /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
label 25

kernel ifcimages/vmlinuz dd blacklist=isci blacklist=ahci nodmraid noprobe=ata1
noprobe=ata2 noprobe=ata3 noprobe=ata4

append initrd=ifcimages/initrd.img
root=live:http://192.0.2.10/myisomount/LiveOS/squashfs.img rd.live.img rd.live.debug=1
rd.live.ram=1 rd.debug atomix.isourl=http://192.0.2.10/aci-apic-dk9.4.0.0.iso

この情報を使用して、PXEメニューエントリイメージが正しく設定されていることを確認し
ます。

ステップ 9 PXEサーバを再起動します。

ステップ 10 Cisco APICを再起動し、F12キーを押してネットワークブートを開始します。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
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ステップ 11 PXEサーバで設定されたオプションを選択して、Cisco APICイメージを起動します。

インストール Cisco APIC仮想メディアを使用してソフト
ウェア

仮想メディア（vMedia）を使用した Cisco APICソフトウェアのインストールまたはアップグ
レードは、次の高度なプロセスが必要です。

•必要に応じて、Cisco Integrated Management Controller（CIMC）ソフトウェアをアップグ
レードします。

• Cisco.comから関連する Cisco APIC .isoイメージを取得します。

•コントローラの CIMC Webインターフェイスにアクセスします。

CIMCへのアクセスと、仮想メディアを管理の詳細については、
CIMCソフトウェア (1.5または 2.0)のコントローラのバージョン
に対応する「 CIMC設定ガイド」を参照してください。

（注）

• CIMC vMedia機能を使用して、.isoイメージをマウントします。

•コントローラを起動し電源を再投入します。

•起動プロセス中にF6を押して、Cisco vKVMマッピングvDVDまたはCisco CIMC-Mapped
vDVDをワンタイムブートデバイスとして選択します。BIOSパスワードを入力する必要
があります。デフォルトパスワードは passwordです。

•インストールする画面の指示に従って、 Cisco APICソフトウェア。

VMediaの速度が遅く転送速度、によりオプションで、ネットワー
クから主要なイメージをインストールすることができます。プロ

ンプトが表示されたら、キーを押します Enter IMC vMediaイン
ストールプロセス中に 30秒以内です。インストーラは vMediaイ
ンストールからネットワークイメージの場所が切り替わります。

該当するホスト IPアドレス、サブネット、ゲートウェイ、および
[image pathなどの構成の詳細情報ネットワーキングを入力して、
プロンプトに応答します。

（注）
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CIMCソフトウェアのアップグレード
Cisco ACIファブリック内の Cisco APICソフトウェアをアップグレードする場合は、ファブ
リックで実行されているCIMCのバージョンもアップグレードする必要があります。したがっ
て、各Cisco APICリリースでサポートされている CIMCソフトウェアバージョンのリストにつ
いては、該当するCisco APICリリースノートを確認することをお勧めします。Cisco APICリ
リースノートは、 APICのドキュメンテーションページで入手できます。

CIMCソフトウェアをアップグレードするには、まず、ファブリック内の Cisco APICについ
て、使用している UCS Cシリーズサーバのタイプを決定する必要があります。

Cisco APICは、次の UCS Cシリーズサーバを使用します。

• Cisco UCS 220 M4 (第 2世代アプライアンス APIC-SERVER-M2および APIC-SERVER-L2)

• Cisco UCS 220 M3 (第 1世代アプライアンス APIC-SERVER-M1および APIC-SERVER-L1)

これら Cisco APICのサーバのバージョンは、信頼されたプラットフォームモジュール (TPM)
証明書および APIC製品 ID (PID)を使用してセキュリティ保護されたイメージを使用して製造
されている Cisco APICバージョンの標準バージョンとは異なります。

次の表に、これら Cisco APICサーバごとの詳細について説明します。

説明対応するUCSプラットフォー
ム

APICプラットフォーム

中規模のCPU、ハードドライ
ブ、および最大 1000個のエッ

UCS-C220-M3APIC-SERVER-M1

ジポート用のメモリ構成を備

えた 3台の Cisco APIC第 1世
代コントローラで構成される

クラスタ。

中規模のCPU、ハードドライ
ブ、および最大 1000個のエッ

UCS-C220-M4APIC-SERVER-M2

ジポート用のメモリ構成を備

えた 3台の Cisco APIC第 2世
代コントローラで構成される

クラスタ。

大規模のCPU、ハードドライ
ブ、および 1000個を超える

UCS-C220-M3APIC-SERVER-L1

エッジポート用のメモリ構成

を備えた 3台の Cisco APIC第
1世代コントローラで構成され
るクラスタ。

大規模のCPU、ハードドライ
ブ、および 1000個を超える

UCS-C220-M4APIC-SERVER-L2
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説明対応するUCSプラットフォー
ム

APICプラットフォーム

エッジポート用のメモリ構成

を備えた 3台の Cisco APIC第
2世代コントローラで構成され
るクラスタ。

次の手順では、Ciscoホストアップグレードユーティリティ (HUU)を使用して Cisco APIC
ＣＩＭＣ をアップグレードする方法について説明します。HUUを使用してソフトウェアをアッ
プグレードする方法の詳細については、Upgrading the Firmware on a Cisco UCS C-Series Server
Using the HUUで説明されています。

始める前に

• Cisco APICリリースノートに記載されている情報を確認し、アップグレードに使用する
ＣＩＭＣ ソフトウェアイメージを確認します。Cisco APICリリースノートは、APICのド
キュメンテーションページで入手できます。

•ソフトウェアダウンロードサイトからソフトウェアイメージを取得します。

•イメージのMD5チェックサムが、Cisco.comで公開されているものと一致することを確認
します。

•アップグレードに十分な時間を確保します。

CIMCバージョンのアップグレードプロセスに必要な時間は、ローカルマシンと UCS-C
シャーシ間のリンクの速度と、送信元/ターゲットソフトウェアイメージ、およびその他
の内部コンポーネントバージョンによって異なります。

• CIMCバージョンを変更する場合、vKVMを実行するためにインターネットブラウザと
Javaソフトウェアのバージョンの変更が必要になることがあります。

CIMCバージョンをアップグレードしても、Cisco APICがトラフィックのデータパスに含まれ
ていないため、実稼働ネットワークには影響しません。また、CIMCソフトウェアをアップグ
レードするときに Cisco APICを停止する必要はありません。

（注）

手順

ステップ 1 CIMCクレデンシャルを使用して CIMCにログインします。

CIMCクレデンシャルは、Cisco APICクレデンシャルとは異なる場合があることに注意してく
ださい。

ステップ 2 CIMC GUIを使用して、 Cisco APICの UCSプラットフォームのモデルを決定します。
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a) [サーバ (Server)] > [サマリ (Summary)]]の下に表示される PIDエントリを見つけます。

b) この手順の最初に記載されている表を使用して、PIDエントリに表示される APICプラッ
トフォームに対応する UCSプラットフォームを検索します。

たとえば、上記の例に示されているAPIC-SERVER-L1エントリは、この手順の最初に示さ
れている情報に基づいて、UCS-C220-M3プラットフォームにマッピングされていることが
わかります。

ステップ 3 https://software.cisco.com/downloadで適切な HUU.isoイメージを見つけます。

a) https://software.cisco.com/downloadの検索ウィンドウに、前の手順で見つけたCisco APICの
UCSプラットフォームモデルを、ダッシュを使用せずに入力します。

前の手順の例では、検索ウィンドウに UCS C220 M3と入力します。

b) 検索結果のリンクをクリックすると、UCSプラットフォームで使用可能なソフトウェアが
表示されます。

c) お使いのサーバで使用可能なソフトウェアのリストで、ファームウェアエントリを見つけ

ます。これは、Unified Computing System (UCS) Server Firmwareのように表示されていま
す。ファームウェアのリンクをクリックします。

d) CISCO UCS Host Upgrade Utility.isoイメージのリンクを見つけて、このイメージのリリー
ス情報をメモしておきます。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
16

インストールまたは Cisco APICイメージの回復

CIMCソフトウェアのアップグレード

https://software.cisco.com/download/home/279030228
https://software.cisco.com/download


ステップ 4 推奨される CISCO APICおよび Cisco Nexus 9000シリーズ ACIモードスイッチリリース
(Recommended Cisco APIC and Cisco Nexus 9000 Series ACI-Mode Switches Releases)ドキュメント
に移動し、ご使用の UCSプラットフォームおよび APICソフトウェアリリースの適切なエン
トリが含まれている行を見つけます。

表に示されている UCSバージョンは、対応する APICリリースに基づく、最新バージョンの
CIMCソフトウェアではない可能性があることに注意してください。たとえば、APICリリー
スの 3.0ブランチの場合、対応するCIMCソフトウェアリリースは 3.0(3e)である可能性があり
ます。これは必ずしも CIMCソフトウェアの最新リリースではありませんが、APICリリース
の3.0ブランチ CIMCソフトウェアの正しいバージョンです。

ステップ 5 2つのソースからの情報を比較して、正しいバージョンのイメージをダウンロードしているこ
とを確認します。

2つのソースの間で矛盾する情報が見つかった場合は、推奨される CISCO APICおよび Cisco
Nexus 9000シリーズ ACIモードスイッチリリース (Recommended Cisco APIC and Cisco Nexus
9000 Series ACI-Mode Switches Releases)のマニュアルに記載されている情報を、ご使用の UCS
プラットフォームおよびAPICソフトウェアリリースの正しいバージョンのHUU.isoイメージ
を示すものとして使用してください。

ステップ 6 https://software.cisco.com/downloadサイトから適切な、.isoイメージをダウンロードします。

ステップ 7 CIMC GUIから KVMコンソールを起動します。

KVMコンソールを開く際に問題が発生した場合は、通常、Javaのバージョンで問題
が発生しています。お使いのCIMCバージョンで使用可能なさまざまな回避策につい
ては、Cisco APICリリースノートを参照してください。これは APICのドキュメン
テーションページで確認できます。

（注）
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ステップ 8 KVMコンソールで、[仮想メディア (Virtual Media)] > [仮想手バイスのアクティブ化 (Activate
virtual Devices)]をクリックし、セッションを受け入れます。

ステップ 9 [仮想メディア (Virtual Media)] > [CD/DVDのマッピング (Map CD/DVD)]をクリックし、PCで
ダウンロードしたイメージに移動します。

ステップ 10 ダウンロードしたHUU.isoイメージを選択し、[デバイスのマッピング (Map Device)]をクリッ
クして、ダウンロードした ISOを PCにマッピングします。

ステップ 11 [マクロ (Macros)] > [静的マクロ (Static Macros)] > [Ctrl-Alt-Del]をクリックして、サーバを再
起動します。

このオプションを使用してサーバを再起動できない場合は、[電源 (Power)] > [システムの電源
サイクル (Power Cycle System)]をクリックして、コールドリブートを実行します。

ステップ 12 [F6]を押してブートメニューを表示し、マップされたDVDを選択してブートできるようにし
ます。

また、ユーザ定義マクロを作成して、リモートデスクトップアプリケーションを使用している

場合は、[マクロ (Macros)] >ユーザ定義マクロ (User Defined Macros)] > [F6]を選択して、この
アクションを実行することもできます。

ステップ 13 プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

デフォルトのパスワードは passwordです。
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ステップ 14 ブートデバイスを選択するように求められたら、次の図に示すように、 [Cisco vKVMにマッ
ピングされた vDVD (Cisco vKVM-Mapped vDVD)]オプションを選択します。

ステップ 15 プロセスが完了するのを待ち、プロンプトが表示されたら、利用規約に同意します。

HUUが ISOから抽出を行うには、10～ 15分かかります。その後、ファームウェアやその他
のツールがコピーするには、さらに 10～ 15分かかります。

ステップ 16 ＨＵＵ 画面が表示されたら、適切な選択を行います。

すべてのコンポーネントのすべてのファームウェアを更新するには、[すべて更新 (Updateall)]
オプションを選択することをお勧めします。
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ステップ 17 CiscoIMCセキュアブートを有効にするかどうかを確認するポップアップが表示された場合は、
そのオプションに対して [いいえ (No)]を選択します。

Cisco UCS C-シリーズサーバ統合管理コントローラ CLI設定ガイド、リリース 4.0(Cisco UCS
C-Series Servers Integrated Management Controller CLI Configuration Guide, Release 2.0(1)の「Cisco
IMCセキュアブートの紹介 (Introduction to Cisco IMC Secure Boot)」のセクションを参照してく
ださい。

ステップ 18 HUUの [更新ステータス (Update Status)]列に表示されている情報を使用して、更新の進行状
況をモニタします。

ステップ 19 各コンポーネントのステータスが [パス (PASS)]になったら、[終了 (Exit)]をクリックして、
サーバを再起動します。

サーバがリブートすると、CIMC GUIは終了します。CIMCに再度ログインし、アップグレー
ドが正常に完了したことを確認する必要があります。

アップグレードが正常に完了したことを確認するには、GUIを使用するか、またはCIMC HUU
を起動し、[最後の更新の確認 (Last Update Verify)]を選択して、すべてのコンポーネントが
アップグレードをパスしたことを確かめます。
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KVMコンソールで仮想メディアを使用した Cisco APICソフトウェアの
インストール

この手順を実行し、KVMコンソールで仮想メディアを使用して Cisco APICソフトウェアをイ
ンストールまたはアップグレードします。

始める前に

CIMCソフトウェアのアップグレード（14ページ）の情報を確認して、このセクションの手
順を開始する前に、Cisco Integrated Management Controller (CIMC)ソフトウェアをアップグレー
ドする必要があるかどうかを判断してください。

手順

ステップ 1 Javaセキュリティを更新します。

a) [Java]コントロールパネルを開きます。
b) [セキュリティ]タブで、[高度なセキュリティ]ラジオボタンをクリックします。

c) Cisco Integrated Management Controller (CIMC)の IPアドレスを [例外サイトリスト (Exception
Site List)]に追加します。

d) [OK]をクリックします。

ステップ 2 CIMCクレデンシャルを使用して CIMCにログインします。

CIMCクレデンシャルは、Cisco APICクレデンシャルとは異なる場合があります。

ステップ 3 KVMコンソールにアクセスします。
a) [サーバ（Server）] > [概要（Summary）] > [KVMコンソールの起動（Launch KVM

Console）]の順に選択します。

b) [Java Web Startランチャ]を使用してダウンロードしたファイルを開きます。

c) C:/user/Program Files/Java/bin/name of the java viewerにあるビューア
にファイルをマップします。

ダウンロード済みファイルの拡張子が .jnlpであることを確認します。（注）

ステップ 4 Cisco APIC .Isoイメージをマップします。

a) Cisco.comから Cisco APIC .isoイメージをダウンロードします。

b) KVMコンソールで、[仮想メディア] > [仮想デバイスの有効化]を選択し、[仮想メディア] >
[CD/DVDのマップ]を選択します。

c) [参照]をクリックして、Cisco APIC .isoイメージを選択します。

d) [Map Device]をクリックします。

ステップ 5 コントローラを起動し電源を再投入します。

a) [CIMC]ページで、[サーバ（Server）] > [サーバの概要（Server Summary）] > [サーバの電
源の再投入（Power Cycle Server）]の順に選択します。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
21

インストールまたは Cisco APICイメージの回復

KVMコンソールで仮想メディアを使用した Cisco APICソフトウェアのインストール

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=285968390&softwareid=286278832&release=2.3(1o)&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


b) [F6]を押して起動デバイスを選択します。

c) [Cisco vKVMマッピング vDVD1.22]を選択して、イメージをロードします。

/------------------------------------\
| Please select boot device: |
|------------------------------------|
| (Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter |
| UNIGEN PHF16H0CM1-DTE PMAP |
| Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22 |
| Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22 |
| Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22 |
| Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 |
| Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22 |
| UEFI: Built-in EFI Shell |
| IBA GE Slot 0100 v1585 |
| IBA GE Slot 0101 v1585 |
| Enter Setup |
|------------------------------------|
| ^ and v to move selection |
| ENTER to select boot device |
| ESC to boot using defaults |
\------------------------------------/

必要に応じて BIOSパスワードを入力します。デフォルトパスワードは passwordです

このプロセスが完了した後、 Cisco APICセットアップスクリプトが表示されます。

d) 確認のため、[KVMコンソール] > [ツール] > [統計情報]を選択します。

ステップ 6 Cisco APICコンソールで、ファブリック名、コントローラ数、トンネルエンドポイントアド
レスプール、インフラ VLAN IDなど初期セットアップのオプションを入力します。

Active-standbyモードで Cisco APICをセットアップする場合、クラスタのすべての
Cisco APICの Cisco APIC情報は同じです。

（注）

CIMC仮想メディアを使用したCiscoAPICソフトウェアのインストール
Cisco Integrated Management Controller (CIMC)仮想メディアを使用して Cisco APICソフトウェ
アをインストールするには、この手順に従ってください。

次の手順では、2つのコンソールウィンドウを開きます。

• KVMコンソール

• Serial over LAN（/sol）

この手順のほとんどの手順で、1つまたは他のコンソールウィンドウに特定のコマンドを入力
して、2つのコンソールウィンドウの間を逆方向に反転させることができます。

（注）
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始める前に

CIMCソフトウェアのアップグレード（14ページ）の情報を確認して、このセクションの手
順を開始する前に、Cisco Integrated Management Controller (CIMC)ソフトウェアをアップグレー
ドする必要があるかどうかを判断してください。

手順

ステップ 1 CCOから、関連する Cisco APIC .isoイメージを入手します。

ステップ 2 .isoイメージを HTTPサーバにコピーします。

ステップ 3 KVMコンソールにアクセスします。

a) コントローラの Cisco Integrated Management Controller (CIMC) GUIを開きます。
b) CIMC GUIから、[サーバー (Server)] > [サマリ (Summary)] > [KVMの起動 (Launch KVM)]
を選択し、[JAVAベース KVM (JAVA based KVM)]または [HTMLベース KVM (HTML
based KVM)]のいずれかを選択して KVMコンソールにアクセスします。

大規模なファイルにはより信頼性の高いオプションであるため、可能な限りJavaベースの
KVMオプションを使用することを推奨します。

ステップ 4 Serial on LAN (SOL)コンソールにアクセスします。

a) ターミナルウィンドウから、CIMCコンソールにログインします。
# ssh admin@cimc_ip

ここで、 cimc_ipは CIMC IPアドレスです。次に例を示します。
# ssh admin@192.0.2.1
admin@192.0.2.1's password:
system#

b) 範囲を仮想メディアに変更します。
system# scope vmedia
system /vmedia #

c) .isoイメージを HTTPサーバにマップします。
system /vmedia # map-www volume_name http://http_server_ip_and_path iso_file_name

それぞれの説明は次のとおりです。

• volume_nameは、ボリュームの名前です。

• http_server_ip_and_pathは、HTTPサーバの IPアドレスと .isoファイルの場所へのパス
です。

• iso_filenameは、.isoファイルの名前です。

http_server_ip_and_pathとiso_filenameの間にスペースがあることに注意してください。
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次に例を示します。

system /vmedia # map-www apic http://198.51.100.1/home/images/ aci-apic-dk9.4.0.3d.iso
Server username:

d) マッピングのステータスを確認します。
system /vmedia # show mappings detail

マップステータスは [OK]と表示されます。

e) SOL（Serial over LAN）に接続し、インストールプロセスを監視します。
system /vmedia # connect host

ステップ 5 KVMコンソールで、[電源] > [パワーサイクルシステム (コールド起動)][システムのリセット
(Reset System)]を選択してコントローラの電源を再投入します。

ステップ 6 SOLコンソールから:ブートプロセス中に画面を観察し、適切な時点でF6を押してブート選択
メニューを開始するように準備します。

起動プロセスが開始されると、最初に次のメッセージが表示されます。

Cisco Systems, Inc.
Configuring and testing memory..
Configuring platform hardware...
...

システム起動メッセージは、次の画面が表示されるまで表示され続けます。

...
Press <F2> Setup, <F6> Boot Menu, <F7> Diagnostics, <F8> Cisco IMC COnfiguration, <F12>
Network Boot

ステップ 7 SOLコンソールから:上記のメッセージが表示されたら、F6キーを押して [起動選択 (boot
selection)]メニューを表示します。

適切な時点でF6を押すことができる場合は、「起動選択メニューの入力..」と表示されます。
お客様の機会がなく、適切な時点で F6を押すことができなかった場合は、ステップ 5（24
ページ）に戻ってコントローラの電源を再投入し、 F6キーを押してブート選択メニューを表
示できるようになるまで、このプロセスを繰り返します。

ステップ 8 SOLコンソールから:起動選択メニューで、ワンタイム起動デバイスとしてCiscoCIMC-Mapped
vDVD 1.22オプションを選択します。

/------------------------------------\
| Please select boot device: |
|------------------------------------|
| (Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter |
| UNIGEN PHF16H0CM1-DTE PMAP |
| Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22 |
| Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22 |
| Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22 |
| Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 |
| Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22 |
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| UEFI: Built-in EFI Shell |
| IBA GE Slot 0100 v1585 |
| IBA GE Slot 0101 v1585 |
| Enter Setup |
|------------------------------------|
| ^ and v to move selection |
| ENTER to select boot device |
| ESC to boot using defaults |
\------------------------------------/

また、BIOSパスワードを入力する必要があります。デフォルトパスワードはpasswordです。

ステップ 9 SOLコンソールから:次のように入力します。

a) インストールプロセスを高速化するために ISO URLを入力するかどうかを決定します。

起動プロセス中は次のメッセージが表示される場合があります。

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

ここでは 2つのオプションを選択できます。

• ISOURLの入力：このオプションを選択することをお勧めします。これによりインス
トールプロセスが高速化されます。このオプションを選択すると、プロトコルの種類

を指定するように求められます。

• [static]：このオプションを選択した場合は、インターフェイス名、管理 IPアドレ
ス、およびゲートウェイを入力するよう求められます。

• [dhcp]

また、この ISO URLのhttp_server_ip_and_pathとiso_filenameの間にスペースがないこ
とにも注意してください (たとえば、
http://198.51.100.1/home/images/aci-apic-dk9.4.0.3d.iso)。

• [Do not enter the ISO URL]：ISOの URLを入力しない場合は、10分後にインストール
プロセスが開始されます。

この時点で ISOの取得が開始されます。KVMコンソールで[ツール (Tools] > [統計情報
(Stats)]に移行することによって、プロセスのステータスを追跡できます。

b) SOLコンソールにメッセージ poweroffが表示されるまで待機してから、 Ctrl + x (Ctrl + x)
を押して SOLを終了します。

c) 範囲を仮想メディアに変更します。

system# scope vmedia
system /vmedia #

d) 4.c（23ページ）にマッピングした .isoイメージのマッピングを解除します。
system /vmedia # unmap volume_name

マッピングを保存する場合は、 [マッピングの保存 (save mapping)]プロンプトで yesと入力

します。マッピングを保存しない場合は noを選択します。次に例を示します。
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system /vmedia # unmap apic
Save mapping? Enther 'yes' or 'no' to confirm (CTRL-C to cancel) → yes
system /vmedia #

e) 再度 SOLに接続します。
system /vmedia # connect host

ステップ 10 KVMコンソールで、[電源] > [システムの電源をオンにする]を選択してコントローラの電源
を投入します。

ステップ 11 SOLコンソールから:次のように入力します。

a) 起動プロセス中に F6を押して起動選択メニューを入力し、ワンタイム起動デバイスとし
て [PCI RAIDアダプター]を選択します。

また、BIOSパスワードを入力する必要があります。デフォルトパスワードはpasswordで
す。

b) ファブリック名、コントローラ数、トンネルエンドポイントアドレスプール、インフラ
VLAN IDなどの初期セットアップのオプションを入力し、インストールプロセスを完了
します。
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第 3 章

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアの
アップグレードとダウングレード

•ファームウェア管理について（28ページ）
• Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードに対す
る重要な注意事項（30ページ）

•アップグレードまたはダウングレードするワークフローを Cisco ACIファブリック（37
ページ）

• ACIのアップグレードまたはダウングレード前の検証チェック（40ページ）
• Cisco APIC長期リリース（60ページ）
•現在のソフトウェアビルドの確認（61ページ）
• Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードについて（62ページ）
• Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのダウングレードについて（70ページ）
•スケジューラによるアップグレードについて（77ページ）
•アップグレードする前に LLDPに接続を無効にする方法（86ページ）
• GUIを使用したソフトウェアのアップグレード（87ページ）
• REST APIを使用したソフトウェアのアップグレード（112ページ）
• CLIによるソフトウェアのアップグレード（115ページ）
•デバッグ CLIを使用したコントローラのアップグレード（121ページ）
• 3つの手順でデバッグ CLIを使用してコントローラをアップグレードする（121ページ）
• APIを使用したファームウェアバージョンおよびアップグレードステータスの確認（122
ページ）

• SSDインストールステータスの確認（122ページ）
•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（123ページ）
• Cisco ACIスイッチの混合バージョン中に許可される操作（130ページ）
•サイレントロールパッケージのアップグレードについて（134ページ）
• Cisco Nexus 9300プラットフォームスイッチから Cisco Nexus 9300 EXプラットフォーム
スイッチへの移行（139ページ）

•アップグレードの例（140ページ）
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ファームウェア管理について
このガイドで使用されている「ファームウェア」という用語は、Cisco APICのアプライアンス
ファームウェアを指します。ファームウェアのアップグレードは、Cisco APIC GUIのメニュー
バーで [管理 (ADMIN)] > [ファームウェア (Firmware)]を選択して行えます。4.xより前のAPIC
リリースでは、[ナビゲーション (Navigation)]ペインの [コントローラファームウェア (Controller
Firmware)]を選択します。この用語は、CIMC、BIOS、LOM、およびRAIDコントローラ、お
よび NIC/VIC PCIアダプタなどの、 Cisco APICのコンポーネントファームウェアと混同しな
いようにする必要があります。

バージョン名称

ファームウェアを管理するには、次の情報が必要です。

•ファームウェアリポジトリ：ファームウェアリポジトリは、Cisco ACIファブリックを
アップグレードするために必要なファームウェアイメージを保存する分散ストアです。

ファームウェアリポジトリは、クラスタ内のすべてのコントローラに同期されます。ファー

ムウェアソースポリシーを設定した場合、ファームウェアイメージは、外部サーバ（HTTP
または（SCP）からファームウェアリポジトリにダウンロードされます。リポジトリに保
存可能なファームウェアイメージには 3つの種類があります。

• Cisco APICイメージ:このイメージは、Ciscoアプリケーションポリシーインフラス
トラクチャコントローラ上で実行されるソフトウェアで構成されています (Cisco
APIC)。

•スイッチイメージ:このイメージは、Cisco ACIスイッチ上で実行されるソフトウェア
から構成されています。

•カタログイメージ:このイメージは、Ciscoによって作成された内部ポリシーで構成
されています。これらの内部ポリシーには、ハードウェアの各モデルの機能、ソフト

ウェアの異なるバージョン間の互換性、およびハードウェアと診断テストに関する情

報が含まれます。このイメージは、通常一括でコントローラのイメージとともにアッ

プグレードされます。特定のリリースのリリースノートに具体的な指示がない限り、

管理者はカタログ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。

•ファームウェアグループ、およびファームウェアポリシー:ファームウェアグループは、
スイッチのグループのファームウェアポリシーを設定します。ファームウェアポリシー

は、グループのスイッチで、目的のファームウェアバージョンを指定します。

•コントローラファームウェアポリシーおよびコントローラメンテナンスポリシー： 4.x
より前のリリースの APICに適用されます。コントローラファームウェアポリシーは、
コントローラで必要なバージョンを指定します。コントローラメンテナンスポリシーで

は、コントローラのアップグレードがいつ開始する必要がを指定します。コントローラ

ファームウェアポリシーとコントローラメンテナンスポリシーは、クラスタ内のすべて

のコントローラに適用されます。
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•メンテナンスグループおよびメンテナンスポリシー： 4.xより前のリリースのAPICに適
用されます。メンテナンスグループは、メンテナンスポリシーを設定するスイッチのグ

ループです。メンテナンスポリシーは、アップグレードのスケジュールを指定します。

ファームウェアのアップグレードモード

Cisco APICを使用してファームウェアをアップグレードする方法は、リリースによって異なり
ます。

• Cisco APIC 4.xより前のリリース（29ページ）

• Cisco APICリリース 4.x以降（29ページ）

Cisco APIC 4.xより前のリリース

Cisco APIC GUIで、[管理 (Admin)] > [ファームウェア (Firmware)] > [ファブリックノードの
ファームウェア (Fabric Node Firmware)] > [メンテナンスグループ (Maintenance Groups)]に移
動してファームウェアをアップグレードできます。メンテナンスグループを選択し、[アクショ
ン (Actions)]メニューから [ワンタイムウインドウトリガーの作成 (Create One Time Window
Trigger)]または [繰り返しウィンドウトリガーの作成 (Create Recurring Window Trigger)]を選
択して、アップグレードのスケジュールを設定します。

Cisco APICを使用してファームウェアをアップグレードするには、2つのモードがあります。

• [即座にアップグレード (Upgrade immediately)]：このモードでは、ファームウェアのアッ
プグレードプロセスを直ちに開始します。

• [アップグレードをスケジュール (Schedule an upgrade)]：このモードでは、ファームウェ
アのアップグレードのスケジュールをそれ以後の日時に設定することができます。[スケ
ジューラ (scheduler)]フィールドで、既存のトリガースケジューラを選択するか、または
[トリガースケジューラの作成 (Create trigger scheduler)]をクリックして新しいトリガース
ケジューラを作成します。

Cisco APICリリース 4.x以降

Cisco APIC GUIで、[管理 (Admin)] > [ファームウェア (Firmware)]に移動してファームウェア
をアップグレードできます。[インフラストラクチャ (Infrastructure)]タブをクリックし、[ノー
ド (Nodes)]サブタブをクリックします。[アクション (Actions)]をクリックし、[ノードのアッ
プグレードをスケジュール (Schedule Node Upgrade)]をクリックします。[アップグレードグ
ループの名前 (Upgrade Group Name)]領域で、既存のグループを選択するか、新しいグループ
を作成します。

Cisco APICを使用してファームウェアをアップグレードするには、2つのモードがあります。

• [今すぐ (Now)]：このモードでは、ファームウェアのアップグレードプロセスを直ちに開
始します。
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• [後日にスケジュール (Schedule for Later)]：このモードでは、ファームウェアのアップグ
レードのスケジュールをそれ以後の日時に設定することができます。[スケジューラ
(scheduler)]フィールドで、既存のトリガースケジューラを選択するか、または [トリガー
スケジューラの作成 (Create trigger scheduler)]をクリックして新しいトリガースケジュー
ラを作成します。

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレー
ドまたはダウングレードに対する重要な注意事項

次に、Cisco APICおよびスイッチソフトウェアをアップグレードまたはダウングレードする前
に理解しておくべき重要な注意事項を示します。

•ファームウェア管理に関する重要な注意事項（30ページ）

• Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードに関する重要な注意事項（32
ページ）

• Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのダウングレードに関する重要な注意事項（35
ページ）

ファームウェア管理に関する重要な注意事項

• 4.2(6)リリース以降、SNMPv3は Secure Hash Algorithm-2（SHA-2）認証タイプをサポート
します。Cisco APICリリース4.2(6)以降を実行していて、SHA- 2認証タイプを使用してい
る場合、Cisco APICリリース4.2 (6)から以前のリリースにダウングレードすると、ダウン
グレードがブロックされ、次のエラーメッセージが表示されます。

SHA-2 authentication type is not supported.

認証タイプをMD5に変更するか、対応する SNMPv3ユーザを削除して続行するかを選択
できます。

• Cisco APICノードの https://aciappcenter.cisco.com/からアプリケーションを実行している場
合は、次のようにします。

•それらの APICノードで APICソフトウェアをアップグレードまたはダウングレード
する前に、これらのアプリケーションを無効にします。

•これらの APICノードで APICソフトウェアをアップグレードまたはダウングレード
する際に、アプリをインストールしたり、削除したりしないでください。

•これらの APICノードで APICソフトウェアをアップグレードまたはダウングレード
する際に、アプリイメージのアップグレードを実行しないでください。

• 3.2(1)リリース以前のリリースからアップグレードし、アップグレード前にアプリケー
ションがインストールされていた場合、アプリケーションは機能しなくなります。ア

プリケーションを再度使用するには、それらをアンインストールしてから再インス

トールする必要があります。
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ファブリック全体 (APICノードとスイッチ)の APICソフトウェアのアップグレードまた
はダウングレードプロセスが完了したら、それらを無効にした場合は、アプリを再度有効

にします。APICソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードプロセスが完了し
た後、アプリケーションをインストールまたは削除したり、アプリイメージのアップグ

レードを実行したりできます。

•シスコは、Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)の不具合 (CSCvs16767)を最近特定
しました。スパインスイッチからの fmgroup更新を処理するときに、Multicast FIB
Distribution (MFDM)プロセスがクラッシュします。この問題は、リモートのリーフスイッ
チが 14.1(2)リリースからの直接トラフィック転送機能を備えており、スパインスイッチ
から不明なタイプ/長さ/値 (TLV)を受信した場合に発生します。この状況は、読み取り可
能なラベルスタック深度 (RLD)が有効になっていて、スパインスイッチが 14.2(2)リリー
スにアップグレードされた場合に発生します。これにより、fmgroupメッセージに新しい
TLVが追加されます。

この問題を回避するには:

• 14.1(2)リリースから 14.2(2)リリースにアップグレードする場合、直接トラフィック
転送機能が有効になっているファブリック内にリモートリーフスイッチがある場合

は、最初にリモートリーフスイッチを 14.2(2)リリースにアップグレードしてから、
スパインスイッチをアップグレードします。通常のリーフスイッチ (非リモートリー
フスイッチ)は、このバグの影響を受けません。

• 14.1(2)リリースにダウングレードする場合、直接トラフィック転送機能が有効になっ
ているファブリック内にリモートリーフスイッチがある場合は、まずスパインスイッ

チを 14.1(2)リリースにダウングレードしてから、リモートリーフスイッチをダウン
グレードします。通常のリーフスイッチ (非リモートリーフスイッチ)は、このバグ
の影響を受けません。

• APICリリース 4.1 (1)および 4.1 (2)では、イーサネットのトランシーバーを検証するため
のソフトウェアチェックが追加されています。リリース4.1よりも前では、このチェック
はソフトウェアには存在しませんでした。このチェックは、イーサネットポートが正しく

識別されるようにするために必要です。ソフトウェアチェックでファイバチャネルSPROM
値を持つイーサネットトランシーバーが検出された場合、そのトランシーバーは検証チェッ

クに失敗し、ダウン状態になります。イーサネットのすべてのイーサネットに誤ってプロ

グラムされた SPROMが FC準拠として識別される場合、これらのイーサネットは、トラ
ンシーバーの検証に失敗し、APICリリース 4.1(1)および 4.1(2)での起動に失敗します。
このシナリオでは、それぞれのベンダーに連絡して、プログラムされた SPROM値を更新
し、対処してください。

予期されるイーサネット SPROMプログラミングを持つすべてのイーサネットトランシー
バーは、アップグレード後も動作し続けるはずです。

このイーサネットトランシーバーソフトウェアチェックは、リ

リース 4.1(2)以降の APICリリースでは有効になりません。
（注）
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• /firmwareパーティションが75%を超えていないことを確認します。パーティションが
75％ を超えている場合は、リポジトリから未使用のファームウェアファイルを一部削除
する必要があります。これは、圧縮されたイメージを保存し、イメージを抽出するための

適切なスペースを提供します。Cisco APICはイメージを自動的に取得します。

• Cisco APICでは、UEFIからのブートはサポートされていません。Cisco APICはHDD (PCI
RAIDアダプタ)からの起動のみをサポートします。

•リリース 2.1(4)以降では、サードパーティ製ミクロンソリッドステートドライブ (SSD)
ファームウェア自動更新のサポートが追加されました。標準的な Cisco APICソフトウェ
アアップグレードプロセスの一環として、アップグレード時にスイッチが再起動します。

そのブート時のプロセスでは、システムは現在の SSDファームウェアもチェックし、必
要に応じて SSDファームウェアへのアップグレードを自動的に実行します。システムが
SSDファームウェアのアップグレードを実行すると、スイッチは後でもう一度クリーン
リブートします。

•イーサネットの帯域内または帯域外アクセスを介したスイッチアクセスができなくなった
場合に備えて、アップグレードまたはダウングレード時にシリアルコンソールアクセス

が必要です。

•ファームウェアを使用して Cisco APICをアップロードするときに、 GUIの転送時間が
ウェブトークンのタイムアウト値を超えると、ウェブトークンがタイムアウトし、アッ

プロードが失敗します。Cisco APIC GUIを使用してファームウェアをアップロードする前
に、予想されるアップロード時刻以降にウェブトークンのタイムアウト値を大きく必要が

あります。

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードに関する重要な注意事項

• GUIを使用してメンテナンスポリシーを作成する場合、CLIを使用して同じポリシーを変
更することはできません。同様に、CLIを使用してメンテナンスポリシーを作成した場
合、GUIを使用して同じポリシーを変更することはできません。

• ACIスイッチをアップグレードしているときに、アップグレードプロセスの 80%に達し
た時点で、実際にはスイッチのアップグレードが完了してリロード処理中であるにもかか

わらず、GUIに示されるアップグレードプロセスが 80～ 90%でフリーズすることがあり
ます。アップグレードプロセスが正常に完了したことを確認できるように、表の右上隅に

ある [Refresh]ボタンをクリックしてスイッチの最新のステータスを取得してください。

•ファブリックのいずれかのノードが Graceful Insertion and Removal（GIR）モードまたはメ
ンテナンスモードの場合は、CiscoACIファブリックをアップグレードしないでください。
ファブリックのいずれかのノードがGIRモードの場合にファブリックをアップグレードす
ると、たとえそのノードが現在のアップグレードグループの一部ではなくても、他のすべ

ての接続されたノードがリロードされた後に、そのノードにアクセスできなくなります。

•複数のリーフスイッチを同時にアップグレードしていて、各スイッチについて [Schedule
Node Upgrade]画面で [Graceful Maintenance]オプションを選択する場合、Cisco Application
Policy Infrastructure Controller（Cisco APIC）に接続されているリーフスイッチを別のメン
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テナンスグループに配置して、Cisco APICに接続されているリーフスイッチが一度にアッ
プグレードされるようにする必要があります。

•一般に、ポッド内のすべてのスパインスイッチを一度にアップグレードすることは推奨さ
れませんが、マルチポッドセットアップでアップグレードにグレースフルメンテナンス

オプションを使用している場合は特にそうしないでください。そうしないと、アップグ

レードが失敗し、スパインスイッチがファブリックから無期限に隔離されたままになりま

す。これは、グレースフルメンテナンスアップグレードプロセスの一環として、OSPFが
ファブリックから隔離できるように、アップグレードされる各スパインスイッチでダウン

されます。この方法でアップグレードすると、スパインスイッチ自体を含むポッド全体

が、自己回復手段なしで他のポッド内の APICおよびスイッチとの通信を失います。

このため、[グレースフルメンテナンス（Graceful Maintenance）]オプションを使用してい
る場合は、スイッチが個別にアップグレードされるように、同じポッドのスパインスイッ

チを異なるメンテナンスグループに配置する必要があります。ポッドにスパインスイッ

チが1つしかない場合は、アップグレードの前に [グレースフルメンテナンス（Graceful
Maintenance）]オプションを無効にする必要があります。この手順に従わない場合は、
CSCvn28063に示されている回避策を参照してください。

• 1回限りのアップグレードスケジュールまたは定期的アップグレードスケジュールのいず
れを設定しているかに応じて、アップグレードスケジュールを過去の日付に設定した場

合、システムの反応は異なります。

•過去の日付を使用して1回限りのアップグレードスケジュールを設定すると、システ
ムによって設定が拒否されます。

•定期的アップグレードまたは1度だけのアップグレードのスケジュールに過去の日付
が設定されている場合、スケジューラはただちにアップグレードをトリガします。た

とえば、水曜日に正午にいて、正午の火曜日ごとに定期アップグレードスケジュール

を設定した場合、スケジューラは最初にアップグレードをすぐにトリガーし、その時

点から火曜日ごとにアップグレードを実行します。

詳細については、「ファームウェアのアップグレードモード（29ページ）」を参照して
ください。

•最低でも /19のサブネットマスクを推奨します。

•アップグレードを実行すると、通常、キックスタート変数はアップグレードプロセスの一
部として書き換えられます。ただし、特定の状況では、NX OSから ACIにアップグレー
ドし、ブート変数を正しく設定しないと、スイッチがブートローダモードに復帰する可

能性があります。この状況を回避するために、アップグレードを実行する前にブート変数

が正しく設定されていることを確認します。

• APICでは、現在実行中のバージョンのシステムから、特定の新しいバージョンのアップ
グレードパスがサポートされているかどうかを確認する互換性チェック機能があります。

[Ignore Compatibility Checks]の設定はデフォルトでは [off]に設定されているため、デフォ
ルトでは互換性が調べられ、可能なアップグレードがないかチェックされます。何らかの

理由で [Ignore Compatibility Checks]の設定を [on]に変更して互換性チェック機能を無効に
する必要がある場合は、「互換性チェックを無視する設定の変更（リリース 4.xより前の
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リリース）（92ページ）」または「互換性チェックを無視する設定の変更（リリース 4.x
以降）（103ページ）」をご覧ください。

• Cisco ACIマルチポッド導入では、PIM BIDIR範囲としてインターポッドネットワークで
239.255.255.240（デフォルトの ACIシステム GIPo）を設定する必要があります。この要
件は、[システムGIPoとしてインフラGIPoを使用する（Use Infra GIPo as System GIPo）]
オプションを有効にすることで回避できます。このオプションは、ファブリック内のすべ

てのスイッチノードが2.2(1)以降などのサポートされているバージョンにアップグレード
された後にのみ有効にする必要があります。

•リリース4.0以降、以前のリリースで使用されていたファームウェアグループおよびメン
テナンスグループの代わりに、ノードアップグレードグループポリシーが使用されま

す。Cisco APICを 4.0より前のリリースからリリース 4.0(1)以降にアップグレードする場
合は、アップグレードの前にすべてのファームウェアグループおよびメンテナンスグルー

プポリシーを削除する必要があります。

•ファームウェアグループポリシーを削除するには、 [管理（Admin）]> [ファームウェ
ア（Firmware）] > [ファブリックノードファームウェア（Fabric Node Firmware）] >
[ファームウェアグループ（Firmware Groups）]に移動し、ファームウェアグループ
の名前を右クリックして[[ファームウェアグループの削除（Delete the Firmware
Group）]を選択します。

•メンテナンスグループポリシーを削除するには、 [管理（Admin）] > [ファームウェ
ア（Firmware）] > [ファブリックノードメンテナンス（Fabric Node Maintenance）] >
[メンテナンスグループ（Maintenance Groups）]に移動し、メンテナンスグループ
の名前を右クリックして[メンテナンスグループの削除（Delete the Maintenance
Group）]を選択します。

これらの設定のいずれかを保持する必要がある場合は、シスコのサポートに連絡して設定

を評価し、アップグレードする前に必要な変更を行ってください。

• 4.x以降のリリースでは、ファームウェアポリシーが POST要求によってメンテナンスポ
リシーとは異なる名前で作成された場合、ファームウェアポリシーは削除され、新しい

ファームウェアポリシーが同じ名前で作成され、アップグレードが失敗します。この問題

は、4.x以降のリリースにアップグレードする前に作成されたポリシーの名前が異なる場
合にも発生する可能性があります。この問題を回避するには、ファームウェアポリシーと

メンテナンスポリシーを同じ名前で作成します。

• Cisco APICリリース 4.0(1)から、バッシュを使用して Cisco APICスイッチソフトウェア
をアップグレードすることはできません。NX-OSスタイル CLIを使用して、CLIによる
ソフトウェアのアップグレード（115ページ）の説明に従って、代わりにCiscoAPICとス
イッチソフトウェアをアップグレードします。

• Cisco APICリリース 3.0 (1)から、Cisco APICアップグレード中にスイッチのアップグレー
ドがトリガーされると、すべての Cisco APICが正常にアップグレードされた後でスイッ
チがアップグレードされます。Cisco APICアップグレードプロセス中、スイッチは IN
キュー状態になります。
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• APICソフトウェアをリリース 2.3から 3.2(2l)よりも前のリリースにアップグレードする
場合、ドメイン名ベースのマイクロセグメンテーションEPGの設定データを含むdomainmgr
DMEデータベースがこれにより、APICクラスタの状態が完全に適合していないと表示さ
れます。この問題が発生した場合は、シスコサポートに連絡し、CSCvv13780のサポート
をリクエストしてください。

• 2.2(1)以降のリリースから、 Cisco APICには SSD 1および 2 HDDが必須となり、このリ
リースにアップグレードする前に両方のRAIDボリュームが正常な状態になっている必要
があります。SSDは Cisco APICの起動に必要であり、SSDがインストールされていない
場合は Cisco APICは起動しません。SSDインストールステータスの確認（122ページ）
を参照してください。

•マルチステップのアップグレードを実行中は、サポートされている場合Cisco APICリリー
ス2.1かそれ以降の中間バージョンを使用して、「CSCvb94260」に関連する問題を防止す
ることをお勧めします。

• Cisco APICリリース 1.2(2)以降では、アウトオブバンド管理ノード EPGでコントラクト
が提供されると、アウトオブバンドノード管理アドレスで設定されるローカルサブネッ

トが、デフォルトの Cisco APICアウトオブバンドコントラクト送信元アドレスになりま
す。以前は、任意のアドレスをデフォルトの Cisco APICアウトオブバンドコントラクト
送信元アドレスにすることが可能でした。

•アップグレードの前に、適切に設定された OOB EPGの下で契約が行われることを確認し
ます。1.2(2)リリースにアップグレードするとき、アウトオブバンドノード管理エンドポ
イントグループに適用されるデフォルト以外のアウトオブバンド契約は、Cisco APICに
対して予期しない接続の問題を起こす可能性があります。CiscoAPICリリース以前には影
響がない誤って設定されているアウトオブバンド契約が存在する場合、1.2(2)リリースに
アップグレードすると、そのような誤った設定のアウトオブバンド契約を使用するアウト

オブバンド管理 EPGにより、Cisco APICのクラスタにアクセスできなくなる可能性があ
ります。

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのダウングレードに関する重要な注意事項

• CiscoAPICへのログイン時に、認証方式としてDUOアプリケーションを使用する機能は、
Cisco APICリリース 5.0 (1)の一部として導入されました。リリース 5.0(1)を実行してい
て、デフォルトの認証方式として [DUO]が設定されていて、リリース 5.0 (1)から以前の
リリースに DUOがサポートされていない場合は、その後で、リリース 5.0 (1)より前のリ
リース (ローカル、LDAP、RADIUSなど)にデフォルトの認証方式を変更することを推奨
します。この状況でダウングレードする前にデフォルトの認証方式を変更しない場合は、

ダウングレード後にフォールバックオプションを使用してログインする必要があります。

その後、認証方式をリリース5.0(1)より前に使用可能なオプションに変更する必要があり
ます。

[管理 (Admin)] > [AAA] > [認証 (Authentication)]に移動し、ページの )[デフォルト認証
(default authentication)]エリアの [Realm (領域)]フィールドの設定を変更して、システム
をダウングレードする前にデフォルトの認証方式を変更します。また、ダウングレード後

に、手動で DUOログインドメインを削除する必要があります。
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•インポートされた設定が、希望のバージョン設定が1.0(1x)に設定されているファームウェ
アポリシーで構成されている場合、スイッチは 1.0(1x)バージョンにダウンロード可能で
す。

•新しく追加されたマイクロセグメンテーション EPG設定は、サポートしていないソフト
ウェアリリースにダウングレードする前に削除する必要があります。

•リーフスイッチから始まるファブリックをダウングレードすると、障害コード F 1371の
policy-deployment-failedのような障害が発生します。

•内部 EPG拒否設定が設定された Cisco APICを、1.2(2)リリースからそれ以前のリリース
にダウングレードすることはサポートされていません。内部 EPG拒否設定は、ダウング
レードする前に手動で削除する必要があります。

• Cisco APICソフトウェアのダウングレードを行う際は、最初にFederal Information Processing
Standards（FIPS）を無効にする必要があります。詳細は、「Cisco APIC and Federal
Information Processing Standards (FIPS)」の資料を参照してください。

• Cisco ACIファブリックで Federal Information Processing Standards（FIPS）を有効または無
効にしている場合、変更を有効にするためファブリック内のスイッチをそれぞれリロード

する必要があります。FIPS設定を変更した後に最初のリロードを発行すると、設定されて
いるスケールプロファイル設定が失われます。スイッチは動作状態ですが、デフォルトの

ポートスケールプロファイルを使用します。FIPS設定が変更されていない場合は、この
問題は後続のリロードでは発生しません。FIPSは Cisco NX-OSリリース 13.1(1)またはそ
れ以降でさぽーとされています。

• FIPSをサポートしているリリースからFIPSをサポートしていないリリースにファームウェ
アをダウングレードする必要がある場合、最初にCisco ACIファブリックでFIPSを無効に
して、FIPS設定の変更のためファブリック内のすべてのスイッチをリロードする必要があ
ります。

•エニーキャストサービスを Cisco ACIファブリックで設定している場合は、Cisco APIC
3.2(x)から以前のリリースにダウングレードする前に、外部デバイスでエニーキャスト
ゲートウェイ機能を無効にしてエニーキャストサービスを停止する必要があります。

• Cisco APIC 1.2(1x)から1.0(4q)以前にダウングレードする、または1.1(1x)、1.1(2x)、1.1(3x)、
1.1(4x)から 1.0(4h)以前にダウングレードする場合、下記のステートレスダウングレード
手順に従ってください。この手順はファブリックを再構築するため、ファブリック停止を

計画する必要があります。

• Cisco APIC 3.0(1)以前のリリースにダウングレードする前に、Cisco N9K-C9508-FM-E2ファ
ブリックモジュールを物理的に削除する必要があります。

•リモートリーフスイッチを展開している場合、Cisco APICソフトウェアをリリース 3.1(1)
またはそれ以降からリモートリーフスイッチ機能をサポートしていない以前のリリース

ダウングレードする際、ダウングレードする前にノードの使用を停止する必要がありま

す。リモートリーフスイッチのダウングレードの前提条件に関する詳細は、「CiscoAPIC

レイヤ 3ネットワーキング設定ガイド」の「リモートリーフスイッチ」の章を参照して
ください。
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アップグレードまたはダウングレードするワークフロー

を Cisco ACIファブリック
Cisco APICではファブリック全体のアップグレードを一元管理することができるため、ファブ
リックのアップグレードが簡素化されます。Cisco APICは、イメージのリポジトリとして、ま
たブートサーバとして機能します。リーフスイッチとスパインスイッチは Cisco APICにイン
バンド接続されるため、スイッチはアップグレード時に Cisco APICからファームウェアをダ
ウンロードします。アップグレードを正常に完了するには、アップグレードするリーフスイッ

チおよびスパインスイッチから Cisco APICへの接続が可能である必要があります。接続を維
持するためには、少なくとも 2つのメンテナンスグループを定義し、一度に 1つのグループを
アップグレードする必要があります。最初のグループのアップグレードが正常に完了するのを

待ってから、2番目のグループをアップグレードします。このセクションでは、中断を最小限
に抑えながらアップグレードを正常に完了するための推奨手順を説明します。

高レベルは、アップグレードまたはダウングレードする手順はCisco ACIファブリックは、次
のとおり。

•プロシージャまたはの手順を実行、アップグレードし、特定のリリースのリリースノート
に限りは、同じのダウングレードします。

•必要な必要な CIMCバージョンがあることを確認 Cisco APICアップグレードします。必
要に応じて、サポートされている CIMCバージョンに対する Cisco APICのリリースノー
トと CIMCソフトウェアのアップグレード手順について CIMCソフトウェアのアップグ
レード（14ページ）を参照してください。

• Cisco ACIコントローライメージ（Cisco APICイメージ）をリポジトリにダウンロードし
ます。

•リポジトリに Cisco ACIスイッチイメージをダウンロードします。

• Application Policy Infrastructureコントローラ（Cisco APIC）のクラスタをアップグレードし
ます。

•続行する前に、ファブリックが動作していて、APICクラスタが「完全に適合」している
ことを確認します。

•スイッチを複数のグループに分割して、グループ別にスイッチをアップグレードし、各ス
イッチグループをアップグレードした後にファブリックが動作していることを確認しま

す。たとえば、赤と青の2つのグループにスイッチを分割したとします。この場合、次の
アップグレードプロセスを完了します。

1. 赤のグループのスイッチをアップグレードします。

2. ファブリックが動作していることを確認します。

3. 青のグループのスイッチをアップグレードします。

4. ファブリックが動作していることを確認します。
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場合、Cisco ACIファブリックの導入環境にCisco AVが含まれて、Cisco AVとの互換性のバー
ジョンにアップグレードする Cisco APIC。Cisco AVをアップグレードするには、セクション
を参照してください。 のアップグレードシーケンスの推奨 Cisco APIC、ファブリックのス
イッチと Cisco AV で、 Cisco Application Virtual Switch Installation guide』 。

（注）

ガイドライン

また、一部の一般的なガイドラインを次のとおりですすCisco ACIファブリックアップグレー
ドまたはダウングレード。

•スイッチを 2つまたは複数のグループに分割します。一度に 1つのグループをアップグ
レードします。その方法、アップグレードの]ウィンドウの中にまったくファブリック帯
域幅をしない失われます。

•無効にされた設定ゾーンに属するノードは、アップグレードまたはダウングレードしない
でください。

•特定のリリースでは、またはのリリースの組み合わせは、いくつかの制限およびアップグ
レードまたはダウングレード手順の推奨事項があります。対象リリースのリリースノー

トをダブルチェックしてから、 Cisco ACIファブリックをアップグレードまたはダウング
レードしてください。

•アップグレードまたはダウングレードがトリガーされると、前に、ファブリックに何らか
の調査および解決済みの必要があります。未使用または未完了の設定を含めることがあり

ますアップグレードは影響しません無害の障害がファブリックの可能性があります。アッ

プグレードまたはダウングレード操作の前にすべての障害を評価する必要があります。

ディスク使用率は関連の障害は、設備新しいソフトウェアを開梱中に問題が発生すること

ができます、アップグレードする前に対処する必要があります。

•アップグレードまたはダウングレード操作をトリガーする前にする必要がファブリックが
で構成されている、 十分に適合 状態。すべて Cisco APIC sにあります 十分に適合 間を
移動する前に状態Cisco APICイメージバージョンのスイッチを開始する前にアップグレー
ドまたはダウングレードします。アップグレードまたはコントローラに追加されていない

中にダウングレードコントローラまたはスイッチを開始する 十分に適合 動作状態が予

期しない結果につながることができます。

複数のバージョンのアップグレードまたはダウングレード操作を実行するときに、ファブ

リックがあることを確認する必要があります、 十分に適合 状態。たとえば、AからBへ
のアップグレード後に、バージョンA、CにBをからアップグレードするかどうかを待つ
必要がありますすべてのコントローラとスイッチでは、 十分に適合 およびCにBのバー
ジョンからアップグレードを開始する前にバージョン Bの動作の状態

•アップグレードまたはダウングレードファブリックする前に構成のバックアップを収集
することをお勧めします。

• Multi-Pod構成では、アップグレードまたはダウングレードを行う場合に、リーフスイッ
チとスパインスイッチを異なるメンテナンスグループに配置することをお勧めします。
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また、「4つのグループによる方法（39ページ）」で説明している方法を使用してリー
フスイッチとスパインスイッチを分割することをお勧めします。

Cisco APICリリース4.2(5)以前では、同じメンテナンスグループに複数のポッドからのス
イッチがあり、アップグレードを試みた場合、一度に1つのポッドからのスイッチのみが
アップグレードされます。他のポッドの他のスイッチは、アップグレードを開始する前

に、以前のポッドのアップグレードが完了するまで待機します。

Cisco APICリリース4.2(5)以降、この制限が緩和され、複数のポッドを同時に並行してアッ
プグレードできるようになりました。このMulti-Podパラレルアップグレードは、API C
がリリース 4.2(5)以降で動作している場合に有効です。スイッチが 4.2(5)の同等のスイッ
チリリースであるリリース 14.2(5)よりも古いバージョンであっても同様です。

2つ以上のグループのアップグレードまたはダウングレードをスイッチに分割することをお勧
めします。2つのグループ、および 4つのグループにスイッチを得られると、それぞれの例を
次にします。

（注）

2つのグループによる方法

1. 2つのグループに、スイッチを分割:赤いグループと青色グループ。赤色のグループと青の
グループにその他の半分で、スパインスイッチの半分いずれかを配置します。赤色のグ

ループと青のグループにその他の半分でも、リーフスイッチの半分いずれかを配置しま

す。

2. 赤色のグループをアップグレードします。

3. 赤のグループのアップグレードが完了した後は、ファブリックが正常な状態を確認しま
す。

4. 青色のグループをアップグレードします。

4つのグループによる方法

1. 4つのグループをスイッチに分割:赤いスパインスイッチグループ、青色スパインスイッ
チグループ、赤色のリーフスイッチグループ、および青色リーフスイッチグループ。い

ずれかを配置赤色スパインスイッチでスパインスイッチの半分グループ、およびその他

の半分スパインスイッチの青色スパインスイッチのグループにします。次に、赤色のリー

フスイッチグループ、および青のリーフスイッチのグループ内の他の半半のリーフス

イッチを配置します。

2. 赤のリーフスイッチのグループをアップグレードします。

3. 赤のリーフスイッチのグループのアップグレードが完了した後は、ファブリックが正常な
状態を確認します。

4. 青のリーフスイッチのグループをアップグレードします。
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5. 青のリーフスイッチのグループのアップグレードが完了した後は、ファブリックが正常な
状態を確認します。

6. 赤のスパインスイッチのグループをアップグレードします。

7. 赤のスパインスイッチのグループのアップグレードが完了した後は、ファブリックが正常
な状態を確認します。

8. 青のスパインスイッチのグループをアップグレードします。

ACIのアップグレードまたはダウングレード前の検証
チェック

ここでは、特定の問題または障害を検出するために APICによって実行される検証と、スムー
ズなアップグレードまたはダウングレードを確実にするために事前に実行する必要がある推奨

アクションについて説明します。

検証が実行される状況は 3つあります。

サポートされているリリース実行時実行内容検証をトリガーするアクショ

ン

Cisco APICリリース4.2(1)以
降、自動的に実行される特定

の検証。

APICに異なるターゲット
ファームウェアバージョン

が選択されている場合。

ファブリック全体または

APIC自体に関連する検証。
APICのアップグレードまた
はダウングレードを設定する

場合。

Cisco APICリリース4.2(4)以
降、特定の検証が自動的に実

行されました。

メンテナンスグループ（アッ

プグレードグループ）で

[Submit]をクリックした場
合。

設定されたメンテナンスグ

ループ（アップグレードグ

ループ）のスイッチに関連す

る検証。

スイッチのアップグレードま

たはダウングレードを設定す

る場合。

Cisco APICリリース3.2(1)以
降で使用可能な検証。

Pre-Upgrade Validatorアプリ
を使用して検証を実行する場

合。

上記の両方の検証。アプリを

使用すると、APICソフト
ウェアの古いバージョンがイ

ンストールされているファブ

リックでも、最新の検証を実

行できます。

Cisco DC App Centerから入
手可能な Pre-Upgrade
Validatorアプリを使用する
場合。

ソフトウェアをアップグレードまたはダウングレードする前に APICによって実行されるこの
項で説明する検証チェックは、GUIを使用してアップグレードまたはダウングレードを実行す
る場合にのみ使用できます。CLIを使用してアップグレードまたはダウングレードを実行する
場合、これらの検証チェックは使用できません。

（注）
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•アップグレードまたはダウングレード前の障害検証（41ページ）

•アップグレードまたはダウングレード前の非障害検証（42ページ）

• GUIを使用したエラーメッセージおよびオーバーライドオプションの例（56ページ）

•エラーメッセージの例および NX-OSスタイル CLIを使用したオプションのオーバーライ
ド（59ページ）

アップグレードまたはダウングレード前の障害検証

Cisco APICリリース4.2(1)以降では、アップグレードまたはダウングレード操作をトリガーし
ようとすると、操作に影響する可能性がある現在アクティブな障害に基づいて警告が発生しま

す。操作を続行する前に、このような障害を解決することをお勧めします。

ACIファブリックで次のいずれかが検出された場合：

•重大度がクリティカルでタイプ設定の障害、または

•次の障害のいずれか

アップグレードまたはダウングレード操作がブロックされ、続行できなくなります。

表 3 :リリース4.2(1)で導入された障害検証

説明Fault

fltEqptStorageFailed。この障害は、APICノードのストレージデバイスで不具合が生じると発生
します。APICクラスタの多くの操作、特にアップグレードおよびダウングレード操作では、内部
データベースの更新をクラスタ内の任意の APICノードでスムーズに実行できるように、正常な
ストレージが必要です。

F0101

fltCompCtrlrConnectFailed。この障害は、VMMコントローラにオフラインのマークが付けられ
ると発生します。リカバリが進行中です。

F0130

fltEqptStorageFull-Major。この障害は、ストレージの使用量がAPICノードで 85%～ 90%になる
と発生します。APICノードには、アップグレードまたはダウングレードするターゲットファー
ムウェアイメージを抽出するための一定量の空き領域が必要です。

F1528

fltEqptStorageFull-Critical。この障害は、ストレージの使用量が APICノードで 90%を超えると
になると発生します。APICノードには、アップグレードまたはダウングレードするターゲット
ファームウェアイメージを抽出するための一定量の空き領域が必要です。

F1529

fltEqptStorageWearout-Critical。この障害は、SSDメディアの耐久ンジケータ (残存期間)がAPIC
ノードで 1%未満の場合に発生します。ライフタイムが短い SSDを使用すると、アップグレード
やダウングレード操作など、内部データベースの更新が必要な操作が失敗する可能性があります。

F2732
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説明Fault

fltEqptFlashFlash-worn-out｡この障害は、フラッシュ SSDのライフタイムの使用率がリーフまた
はスパインスイッチで 90%の耐久性制限に達した場合に発生します。ライフタイムが短いフラッ
シュSSDでは、APIC通信などの内部データベースの更新が必要な操作が失敗する可能性がありま
す。

F3073

fltEqptFlashFlash-minor-alarm。この障害は、フラッシュ SSDのライフタイムの使用率がリーフ
またはスパインスイッチで 80%の耐久性制限に達した場合に発生します。ライフタイムが短いフ
ラッシュ SSDでは、APIC通信などの内部データベースの更新が必要な操作が失敗する可能性が
あります。

F3074

fsmFailCompHvGetHpNicAdj。この障害は、VMMドメインに統合されるホスト上の物理アダプ
タに関する LLDP/CDP隣接関係の情報が検出されないときに発生します。隣接関係が欠落してい
る状態でアップグレードまたはダウングレードを実行すると、そのようなホストに対するリーフ

スイッチ上の VLANが、操作後に再プログラミングされないことがあります。

F606391

表 4 :リリース5.1(1)で導入された障害検証

説明Fault

fltActrlStatsReportPreFixProgFailed。この障害は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラ
ミングの失敗のいずれかが原因で、pcTagへのプレフィックスをマッピングするために、スイッ
チがエントリをアクティベートすることができないときに発生します。これらのエントリは、主

に L3Outルートを L3Out EPGにマッピングするために使用されます。この問題の状態にあるス
イッチは、リブートまたはアップグレード後に異なるエントリセットをアクティブ化できない場

合があります。これにより、アップグレード前に動作していたサービスが、アップグレード後に

失敗する可能性があります。

F3544

fltActrlStatsReportZoneRuleProgFailed。この障害は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログ
ラミングの失敗のいずれかが原因で、スイッチがコントロールルール（ゾーニングルール）をア

クティベートすることができないときに発生します。この問題の状態にあるスイッチは、リブー

トまたはアップグレード後に異なるコントラクトセットのアクティブ化に失敗することがありま

す。これにより、アップグレード前に動作していたサービスが、アップグレード後に失敗する可

能性があります。

F3545

これらの障害と推奨処置の詳細については、CISCO APIC System fault/Events Search Toolおよび
Cisco ACI System Messages Reference Guideを参照してください。

アップグレードまたはダウングレード前の非障害検証

Cisco APICリリース 4.2(4)および 4.2(5)以降では、アップグレードまたはダウングレード操作
をトリガーしようとすると、操作に影響する可能性がある設定またはその他の動作ステータス

に基づいて警告が表示されます。操作を進める前に、このような警告を解決することをお勧め

します。

アップグレードまたはダウングレードの前に検証される項目は次のとおりです。
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表 5 :非障害検証

リリース

で利用可

能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)

5.0(1)
この問題を解決するには、スイッチノードのブート

フラッシュをクリーンアップします。

1. スイッチ CLIにログインします。

2. ブートフラッシュの内容を確認します。

ls -l /bootflash

3. 未使用のスイッチファームウェアイメージな
ど、ブートフラッシュ内の不要なファイルを削

除します。

rm /bootflash/<filename>

次のノードで

は、イメージ

をダウンロー

ドするための

領域がブート

フラッシュ

フォルダーに

ありません。
<List of node
IDs>。

この検証では、ス

イッチノードを正常

にアップグレードす

るのに十分なブート

フラッシュストレー

ジがあるかどうかを

確認します。

ブートフラッ

シュストレー

ジチェック

4.2(5)

5.0(1)
すべてのノードでクロックを同期するようにNTPを
設定することを推奨します。各ノードのクロックに

大きな違いがあると、ノード間のデータベース同期

で問題が発生する可能性があります。

この問題を解決するには、NTPを次のように設定し
ます。

1. APIC内で、[ファブリック] > [ファブリックポ
リシー] > [ポッドポリシー] > [ポリシー] > [日
付と時刻]に移動します。

2. NTPサーバの IPアドレスを設定します。

3. 設定されたデータおよび時間ポリシーが、 [ファ
ブリック] > [ファブリックポリシー] > [ポッド]
のポッドポリシーグループおよびポッドプロ

ファイルに関連付けられていることを確認しま

す。

または：

1. ACIファブリックの [System] > [QuickStart] > [ACI
ファブリックの初回セットアップ]に移動しま
す。

2. 初回セットアップウィザードの指示に従ってNTP
を設定します。

NTPが設定さ
れていない。

この検証では、APIC
に Network Time
Protocol（NTP）が設
定されているかどう

かを確認します。

NTPステータ
スの確認
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リリース

で利用可

能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)この問題を解決するには、CIMCをエラーメッセー
ジで指定されたバージョンにアップグレードするこ

とをお勧めします。

APICで推奨さ
れる CIMC
バージョンが

実行されてい

ません。<推奨
される CIMC
バージョンと

対応するノー

ド IDのリスト
>。

この検証では、ター

ゲットファームウェ

アバージョンが現在

実行中のCIMCバー
ジョンと互換性があ

るかどうかを確認し

ます。

CIMC互換性

障害と考えられる解決策については、アップグレー

ドまたはダウングレード前の障害検証（41ページ）
を参照してください。

アップグレー

ドが検出され

る前に解決す

る必要がある

障害：<クリ
ティカルな設

定障害および/
またはファブ

リックで現在

アクティブな

特定の障害>。

APICが、アップグ
レードに進む前に対

処する必要がある障

害を検出しました。

致命的な障害

5.1(1)デフォルトの Dockerブリッジ IPアドレスに戻しま
す：172.17.0.1/16

デフォルト以

外の Dockerブ
リッジ IPが設
定されている

ため、ダウン

グレードを開

始できませ

ん。ダウング

レード後に

Dockerアプリ
ケーションに

接続の問題が

発生する可能

性がありま

す。デフォル

トの Dockerブ
リッジ IPに戻
します：
172.17.0.1/16

この検証では、

AppCenterの APIC
のコンテナブリッジ

IPアドレスがデフォ
ルト以外の IPアド
レスで設定されてい

るかどうかを確認し

ます。APICのコン
テナブリッジ IPア
ドレスの変更は、

APICリリース 4.2(1)
以降でのみサポート

されます。

Docker Bridge
IPチェック
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リリース

で利用可

能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)

5.0(1)
この問題を解決するには、すべてのノードを同じ

ファームウェアバージョンにすることが推奨される

ため、互換性のあるノードにノードを交換します。

または、現在のグループから互換性のないノードを

削除して、互換性のないノードが現在のファームウェ

アバージョンのままになるようにすることもできま

す。

次のノードは

ターゲット

バージョンと

互換性があり

ません：<ノー
ド IDのリスト
>。

この検証では、ファ

ブリック内のすべて

のスイッチノードが

ターゲットファーム

ウェアと互換性があ

り、サポートされて

いるかどうかが

チェックされます。

ハードウェア

の互換性

チェック

mgmtStaticRoute MOを削除します。特定のスタ

ティックルー

トがインバン

ド/OOB用に設
定されている

ため、ダウン

グレードを開

始できませ

ん。続行する

前に削除して

ください。

この検証では、[テナ
ント] > [mgmt] >
[ノード管理EPG]の
下のテナント管理

ノードEPGでインバ
ンドまたはアウトオ

ブバンドEPGにスタ
ティックルート

（MO：
mgmtStaticRoute）
が設定されているか

どうかを確認しま

す。この機能は、

APICリリース 5.1以
降でのみサポートさ

れます。

インバンド/
OOBルート
チェック
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リリース
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能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)クラスタ内の

APICには異な
るインフラ

VLAN IDがあ
ります。

この検証では、クラ

スタ内の APICに同
じインフラVLANID
があるかどうかを確

認します。

インフラ
VLAN ID
チェック

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
46

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードとダウングレード

ACIのアップグレードまたはダウングレード前の検証チェック



リリース
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能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

APICまたはスイッチノードで別のインフラ VLAN
が使用されている場合、APICクラスタまたは ACI
ファブリックを正しく形成できません。不正なイン

フラVLANを持つAPICは、APICクラスタに参加し
ません。不正なインフラVLANを持つスイッチノー
ドは非アクティブステータスになります。正しいイ

ンフラ VLANを再設定するには、このようなノード
をクリーンリブートで初期化する必要があります。

この問題を解決するには、APICでインフラ VLAN
を再設定します。

1. CLIを通じて、APICノードで cat
/data/data_admin/sam_exported.config | grep
infraVlanを確認して、不正なインフラVLANを
持つAPICを特定します。

2. APICを初期化するには、不正なインフラVLAN
を使用して、APICのCLIから次のコマンドを入
力します。

1. acidiag touch clean

2. acidiag touch setup

3. acidiag reboot

3. APICが再起動し、初期化スタートアップスクリ
プトで起動します。正しいインフラ VLANが設
定されていることを確認します。

スイッチノードは、接続された APICまたはス
イッチノードから受信した LLDPに基づいてイ
ンフラ VLANをプログラムします。いずれかの
スイッチノードの VLANが正しくない場合は、
最初にAPICなどの接続されたノードを修正しま
す。次に、次の手順を実行して新しいインフラ

VLANを受け入れます。

•非アクティブ状態のスイッチノードでCLIを
使用して次のコマンドのいずれかを確認し、

誤ったインフラ VLANを持つノードを特定
します。

• moquery -c lldpInst | grep infraVlan

• cat /mit/sys/lldp/inst/summary | grep
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リリース

で利用可

能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

infraVlan

•不正なインフラ VLANが設定されたスイッ
チノードで次のコマンドを入力して、ノー

ドを初期化します。

1. setup-clean-config.sh

2. reload

4.2(5)この問題を解決するには、しばらく待ってからAPIC
のアップグレードを再試行します。Intersight Device
Connectorのアップグレードは、通常 1分未満で完了
します。

Intersight
Device
Connectorの
アップグレー

ドが進行中で

す。

この検証では、
Intersight Device
Connector（DC）の
アップグレードが進

行中かどうかを確認

します。DCのアッ
プグレード中に

APICのアップグ
レードを開始する

と、DCのアップグ
レードが失敗するこ

とがあります。

Intersightデバ
イスコネクタ

ステータス
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能
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セージ

説明名前

APIC:
5.1(1)

Switch:
5.0(1)

スイッチ:
4.2(5)

多層機能は、APICリリース4.1(1)以降でサポートさ
れています。このリリース以前は、ファブリック内

のAPICおよびスイッチノードは、階層2で接続され
た多層トポロジおよびリーフノードを認識できませ

ん。

この問題を解決するには、[コントローラから削除
（Remove from Controller）]オプションを使用して
Tier-2リーフノードをデコミッションします。[コン
トローラから削除（Remove from Controller）]オプ
ションを使用すると、スイッチが ACIファブリック
およびすべての APICから完全に削除されます。登
録済みのノードと割り当てられたインフラストラク

チャ VTEP IPアドレスが削除されるので、スイッチ
はファブリックメンバーシップに表示されなくなり

ます。

[コントローラから削除（Remove from Controller）]
オプションを使用して、ACIファブリックから階層
2リーフノードを解放するには、次の手順を実行し
ます。

1. メニューバーで、[ファブリック（Fabric）]を
選択します。

2. [Navigation]ペインで、 [Inventory] > [Pod #]を選
択します。

3. [Navigation]ペインでデコミッションするスイッ
チをクリックします。

1. [General]タブをクリックします。

2. Actions > [コントローラからアクションを削
除（Remove Actions from Controller）]を選
択します。

Tier 2リーフ
は、ターゲッ

トバージョン

ではサポート

されていませ

ん。ファブ

リックには、

Tier 2リーフと
して次のノー

ドがありま

す。<List of
node IDs>。

この検証では、ファ

ブリックに Tier-2
リーフノードがある

場合、ターゲット

ファームウェアバー

ジョンで多層トポロ

ジがサポートされて

いるかどうかを確認

します。このチェッ

クは、主にダウング

レードシナリオ用で

す。

多層
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セージ

説明名前

4.2(4)すべてのノードにアウトオブバンド（OoB）管理IP
を設定することをお勧めします。これにより、APIC
がアップグレードまたはダウンロード中に ACIファ
ブリックインフラネットワークを通じて特定のノー

ドへの到達可能性が失われる場合、OoBを通じて直
接各ノードのステータスを確認できる方法を確保で

きます。ノードの再起動中に到達可能性が失われる

ことは予想される動作です。同じ理由で、各ノード

にコンソールアクセスできることも推奨します。

この問題を解決するには、すべての APICおよびス
イッチノードの管理ポートが物理的にアップ状態で

あり、スタティックアウトオブバンド管理 IPを設定
します。

1. 管理テナントに移動します ([テナント (Tenants)]>
すべてのテナント (ALL TENANTS)] > [mgmt])。

2. [ナビゲーション (Navigation)]ペインで、[ノード
管理アドレス (Node Management Addresses)]を
右クリックし、[静的ノード管理アドレスの作成
(Create Node Management Addresses)]をクリッ
クします。

次のノードに

はアウトオブ

バンド管理 IP
がありません:
<アウトオブバ
ンド管理 IPが
ないノードの

リスト>:

この検証では、OOB
（アウトオブバン

ド）管理 IP設定な
しでノードの存在を

チェックし、すべて

のノードに常にアク

セスできることを確

認します。アップグ

レード/ダウングレー
ド中に、ACIインフ
ラ経由でノードに到

達できない場合があ

ります。念のため、

各ノードへのコン

ソールアクセスを準

備することをお勧め

します。

OOB管理 IP
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推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

APIC:
5.1(1)

スイッチ:
5.0(1)

スイッチ:
4.2(5)

リモートリーフ機能は、APICリリース3.1(1)以降で
サポートされています。このリリース以前は、ファ

ブリック内のAPICおよびスイッチノードは、サテラ
イトサイトのリモートリーフノードを正しく認識で

きません。

この問題を解決する手順は、次のとおりです。

1. vPCドメインを削除します。

2. SCVMMを使用している場合は、vTEP -仮想ネッ
トワークアダプタを削除します。

3. [コントローラから削除（Remove from
Controller）]オプションを使用して、リモート
リーフノードをデコミッションします。

1. メニューバーで、[ファブリック（Fabric）]
を選択します。

2. [Navigation]ペインで、 [Inventory] > [Pod #]
を選択します。

3. [Navigation]ペインでデコミッションするス
イッチをクリックします。

• [General]タブをクリックします。

• Actions > [コントローラからアクション
を削除（Remove Actions from
Controller）]を選択します。

4. インフラテナントでWAN L3Outへのリモート
リーフスイッチを削除します。

5. マルチポッドを使用している場合は、VLAN 5の
infra-L3Outを削除します（リモートリーフス
イッチがレガシーモードで実行されている場合

にのみ適用可能）。

6. リモートというプールを削除します。

詳細については、「APICドキュメントページ」の
「Layer 3 Networking Configuration Guide」の章を参照
してください。

リモートリー

フはターゲッ

トバージョン

ではサポート

されていませ

ん。このファ

ブリックに

は、リモート

リーフとして

次のノードが

あります。
<List of node
IDs>。

この検証では、ファ

ブリックがリモート

リーフ機能を使用し

ている場合、ター

ゲットファームウェ

アバージョンでリ

モートリーフ機能が

サポートされている

かどうかを確認しま

す。このチェック

は、主にダウング

レードシナリオ用で

す。

リモートリー

フの互換性
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リリース

で利用可

能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)ポッドごとに少なくとも 2つのスパインノードをイ
ンフラMP-BGPルートリフレクタとして設定し、
アップグレードまたはダウングレード中であっても、

いずれか 1つが常にアップ状態になるようにするこ
とを推奨します。ルートリフレクタスパインノード

は、L3Outを通じて学習した外部ルートを同じポッ
ド内のすべてのリーフノードに配布します。アップ

グレードまたはダウングレード中にすべてのルート

リフレクタスパインノードが同時にリブートした場

合、外部ルートはL3Outが展開されているボーダー
リーフノードでのみ使用できます。

この問題を解決するには、少なくとも2つのスパイン
ノードをルートリフレクタのスパインノードとして

設定します。

1. [システム (System)] > [システム設定 (System
Settings)]に移動します。

2. [ナビゲーション (Navigation)]ペインで、[BGP
ルートリフレクタ (BGP Route Reflector)]を右ク
リックし、[ルートリフレクタノードポリシー
EPの作成 (Create Route Reflector Node Policy EP)]
を選択します。

ポッド <List of
pod IDs>イン
フラMP-BGP
のルートリフ

レクタが 2つ
未満です。

この検証は、各ポッ

ドに少なくとも 2つ
のスパインノードが

インフラMP-BGPの
ルートリフレクタと

して設定されている

かどうかをチェック

します。すべての

ルートリフレクタ

スパインノードが同

時に使用できない場

合、ファブリックは

L3Outsからの外部
ルートへの到達可能

性を失います。

ルートリフレ

クタ
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セージ
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5.1(1)SNMPv3ユーザー（snmpUserP）の認可タイプまた
はプライバシータイプをサポートされているタイプ

に変更します。

設定された

SNMPv3ユー
ザー認証また

はプライバ

シータイプ

は、ターゲッ

トAPICファー
ムウェアバー

ジョンではサ

ポートされて

いません。

この検証では、現在

のSNMPv3ユーザー
認証およびプライバ

シータイプがター

ゲット APICファー
ムウェアでサポート

されているかどうか

を確認します。APIC
リリース 5.1よりも
前では、

HMAC-MD5-96と
HMAC-SHA1-96の
みがサポートされる

認証タイプであり、

AES-128、DES、ま
たは noneはサポー
トされる唯一のプラ

イバシータイプで

す。

SNMPv3認証
の互換性
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推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)

5.0(1)
トラフィック損失を避けるために、少なくとも 2つ
の別々のグループで同じポッド内のスパインノード

をアップグレードまたはダウングレードすることを

推奨します。特にマルチポッドまたはマルチサイト

設定では、IPN（ポッド間ネットワーク）または ISN
（サイト間ネットワーク）に接続されているすべて

のスパインノードがアップグレードまたはダウング

レード中に再起動されると、別のポッドまたはサイ

トへのすべてのトラフィックが完全に失われます。

この問題を解決するには、現在のグループから一部

のスパインノードを削除します。グループからスパ

インノードを削除する場合は、IPN / ISN接続に注意
してください。

各ポッドは、

トラフィック

損失を回避す

るために、少

なくとも 2つ
の個別のグ

ループでスパ

インノードを

アップグレー

ド/ダウング
レードする必

要がありま

す。次のポッ

ドのすべての

スパインは、

同じメンテナ

ンスグループ

に属します。
<List of Pod
IDs>

この検証では、更新

グループに、特定の

ポッド内のすべての

ルートリフレクタ

スパインまたはすべ

てのIPN側スパイン
が含まれていないこ

とを確認します。

ポッド内のすべての

ルートリフレクタ

スパインが同時に使

用できない場合、

ファブリックは

L3Outsから外部ルー
トへの到達可能性を

失います。ポッド内

のすべての IPN対応
スパインが同時に使

用できない場合、

ファブリックはポッ

ド全体の到達可能性

を失います。

スパイン冗長

性チェック

5.1(1)一定期間後にアップグレードをトリガーします。ターゲット

ファームウェ

アがから欠落

しています。

イメージの同

期が進行中の

可能性があり

ます。

この検証では、ター

ゲット APICファー
ムウェアイメージが

クラスタ内のすべて

の APICで同期され
ているかどうかを確

認します。

ターゲット

ファームウェ

アのチェック
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能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)APICおよびスイッチノードのアップグレードまた
はダウングレードは、サポートされているファーム

ウェアバージョン間でのみ実行し、アップグレード

またはダウングレードの前後でオブジェクトモデル

の定義とソフトウェアの実装に互換性があることを

確認する必要があります。

この問題を解決する手順は、次のとおりです。

•互換性のあるターゲットバージョンを選択しま
す。

現在のバージョンからサポートされているアッ

プグレードおよびダウングレードパスについて

は、APICのアップグレード/ダウングレードの
サポートマトリックスを参照してください。ま

た、中間リリースを経由するアップグレードま

たはダウングレードの詳細については、複数の

中間リリースを介するアップグレードまたはダ

ウングレードを理解する（68ページ）を参照
してください。

•または、[互換性チェックを無視 (Ignore
Compatibility Check)]オプションを選択できま
す (詳細については、互換性チェックを無視する
設定の変更（リリース4.x以降）（103ページ）
を参照してください)。

次に、ボックスにチェックマークを入

力して、互換性チェック機能を無効に

することを選択すると、[互換性の確認
を無視（Ignore Compatibility Check）]
に移動して、システム内で発生する可

能性があります。システムにサポート

されていないアップグレードを行うリ

スクがあります。これにより、システ

ムの構成が失われ、ファブリック全体

の初期化が必要になる場合がありま

す。

（注）

ターゲット

バージョンが

現在の実行中

のバージョン

と互換性があ

りません。

ノードがターゲット

バージョンと互換性

がない場合、または

ターゲットバージョ

ンが現在実行中の

バージョンと互換性

がない場合、APIC
はこの問題について

警告します。

バージョンの

互換性
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リリース

で利用可

能

推奨処置エラーメッ

セージ

説明名前

4.2(4)いずれかのリーフノードペアに対してvPCを設定し
て、vPCペアの一方のリーフノードを介してトラ
フィックを転送し、もう一方がアップグレードまた

はダウングレードのためにリブートするようにする

ことを推奨します。これを行わないと、アップグレー

ドまたはダウングレード中にトラフィック損失が発

生する可能性があります。

この問題を解決するには、VPCペアを次のように設
定します。

1. [ファブリック (Fabric)] > [アクセスポリシー
(Access Policies)]に移動します。

2. [クイックスタート (Quick Start)]メニューから、
[インターフェイスフェース、PC、および vPC
の設定 (Configure an interface, PC, And vPC)]を
クリックしてウィザードを開始します。このウィ

ンドウから vPCスイッチペアを設定できます。

次のノードは

vPCにありま
せん。<vPCペ
アにないノー

ドのリスト>。

この検証では、

ファームウェア更新

中に冗長性とハイア

ベイラビリティを確

保するために、リー

フノードにvPCが設
定されているかどう

かがチェックされま

す。ファブリックが

ECMPなどの他の手
段によって冗長性を

提供している場合、

または意図的にシン

グルホームサーバ

がある場合は、この

チェックを無視しま

す。

vPCノード

GUIを使用したエラーメッセージおよびオーバーライドオプションの例

警告メッセージが GUIで表示される場合は、次の 3つの状況が考えられます。

•クエリのロード中に、次のようなメッセージが表示される場合があります。
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これは、クエリからデータをロードするのに少し時間がかかることがあるために発生する

可能性があります。この状況では、システムがクエリからのデータのロードを完了するま

でしばらく待ちます。

•何らかの理由でクエリが失敗した場合は、次のようなメッセージが表示されることがあり
ます。
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この警告は、何らかの理由でクエリが失敗した場合に表示されます (たとえば、システム
で過負荷が発生している可能性があります)。この場合、アップグレードに問題が発生す
る原因となる障害があるかどうかを確認する必要があります。

ただし、失敗したクエリの問題に対処せずにブロックをオーバーライドし、アップグレー

ドまたはダウングレードを続行する場合は、[予期していない問題につながることがある
アクティブな障害がシステムに存在している可能性があることを理解しました。アップグ

レードを続行します (I understand there may be active faults on the system which can lead to
unexpected issues, proceed with the upgrade)]フィールドの横にあるボックスをオンにしま
す。これにより、失敗したクエリに関する問題に対処せずに、アップグレードまたはダウ

ングレードプロセスを続行できます。

•障害のクエリが完了すると、次のようなメッセージが表示される場合があります。
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この警告メッセージは、障害クエリが完了して、システムが1つ以上の障害を検出したと
きに表示されます。この状況では、 [ここをクリック (Click Here )]リンクをクリックし
て、システムが検出した障害の詳細情報を取得してください。

可能な場合は、アップグレードまたはダウングレードプロセスに進む前に、障害で発生し

た問題を解決することを推奨します。これらの障害と推奨処置の詳細については、CISCO
APIC System fault/Events Search Toolおよび Cisco ACI System Messages Reference Guideを参
照してください。

ただし、障害で発生した問題に対処せずにブロックをオーバーライドし、アップグレード

またはダウングレードを続行する場合は、[予期していない問題につながることがあるア
クティブな障害がシステムに存在していることを理解しました。アップグレードを続行し

ます (I understand there are active faults on the system which can lead to unexpected issues,
proceed with the upgrade)]フィールドの横にあるボックスをオンにします。これにより、
検出された障害に対処せずに、アップグレードまたはダウングレードプロセスを続行でき

ます。

エラーメッセージの例および NX-OSスタイル CLIを使用したオプションのオーバーライド

NX-OSスタイルの CLIを使用してソフトウェアをアップグレードしようとすると、次のよう
になる可能性があります。

apic# firmware upgrade controller-group
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ファブリックの障害が検出された場合は、次のようなエラーメッセージが表示されることがあ

ります。

Error: Migration cannot proceed due to 23 active critical config faults. Resolve the
faults to proceed

可能な場合は、アップグレードまたはダウングレードプロセスに進む前に、障害で発生した問

題を解決することを推奨します。これらの障害と推奨処置の詳細については、CISCO APIC
System fault/Events Search Toolおよび Cisco ACI System Messages Reference Guideを参照してく
ださい。

ただし、ブロックをオーバーライドして、障害で発生した問題に対処せずにアップグレードま

たはダウングレードを続行する場合は、ignore-validationオプションを使用してアップグレー
ドを続行します。

apic# firmware upgrade controller-group ignore-validation

Cisco APIC長期リリース
Cisco APIC長命リリースでは、ながら、品質や安定性を保証する頻繁なメンテナンスドロップ
(約 18か月)、最大長期的な単位で所定のリリースを維持するのに役立ちますソフトウェアリ
リースです。Ciscoでは、時間の任意の時点の 2つの長命リリースをサポート可能性がありま
す。ただし、アクティブなメンテナンスがプライマリは長命最新のリリースに置かれていま

す。これらのリリースは、他のリリースよりも長い期間に維持されます。長命リリースは、頻

繁にアップグレードされませんネットワークのまたは広く採用されている機能を展開するため

に推奨されます。

リリースブランチは、長期リリースとしてサポートされている場合もあれば、サポートされて

いない場合もあります。たとえば、2.xには 2.1、2.2、2.3の 3つのリリースブランチが存在す
る可能性があります。しかし、2.xの 3つのリリースブランチのうち、1つは長期リリース
（2.2）としてサポートされている可能性がありますが、他の 2つのリリースブランチ（2.1と
2.3）は長期リリースとしてサポートされていない可能性があります。

（注）

長命リリースのライフサイクル

•長命のメジャーリリースのライフサイクルは、マイナーの最初のリリースの first customer
shipment（FCS;から始まります。

•メジャーリリースのは、製品の障害に対処する利用可能な行ったは複数のリリース、メン
テナンスリリースの概要フェーズを開始します。

•、その後で、メジャーリリースはが成熟メンテナンスフェーズに移行します。このフェー
ズでは、リリースは、重大度 1および 2の重大度の欠陥が、顧客が見つかりませんでした
のみの不具合修復を受け取ります。内部で発見された不具合で個別に対処します。

•すべての長命リリースサポートへのアップグレードまたはダウングレード長命次または
前のリリースの最後のメンテナンスバージョンをそれぞれ
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Cisco Nexus 9000 ACIモードスイッチと Application Policy Infrastructure Controller（APIC）を、
新規に展開するお客様、またはすでに展開済みのお客様は、次の長期リリースから選択するこ

とをお勧めします。

長命の CiscoスイッチのリリースバージョンCisco APICの長期リリースバージョン

14.2(x)4.2(x)

13.2(x)3.2(x)

12.2(x)2.2(x)

特定の長期リリースバージョンに対応した最新のメンテナンスリリースとパッチにアップグ

レードすることをお勧めします。最新の Cisco Nexus 9000 ACIモードスイッチと Cisco APIC
の展開は、該当する Ciscoソフトウェアダウンロードページからダウンロードできます。

現在のソフトウェアビルドの確認
このセクションの手順を使用して、ファブリック内のスイッチおよび APICで現在実行されて
いるソフトウェアビルドを確認します。

• APICでの現在のソフトウェアビルドの確認（61ページ）

•スイッチの現在のソフトウェアビルドの確認（62ページ）

APICでの現在のソフトウェアビルドの確認

ファブリックの APICで現在実行されているソフトウェアビルドを確認できます。

• Cisco APIC GUIウィンドウの右上隅にあるアイコン ( )をクリックし、[バージョン情報
(About)]を選択します。

• [Controllers]ページに移動します。

•リリース 5.1(1)以前のリリースの場合、[管理 (Admin] > [ファームウェア] > [インフ
ラストラクチャ] > [コントローラ]に移動します。ソフトウェアビルドは、このペー
ジの表の [現在のファームウェア (Current Firmware)]列に表示されます。

•リリース5.1(1)以降の場合は、[Admin] > [Firmware]に移動し、左側のナビゲーショ
ンウィンドウで [Dashboard]をクリックします。ソフトウェアビルドは、ページの
[Controllers]領域の [Firmware]フィールドに表示されます。

この同じページの [コントローラ（Controllers）]領域を検索することで、個々のAPIC
で実行されているソフトウェアビルドを確認することもできます。各APICで実行さ
れているソフトウェアビルドは、[Current Version]列に表示されます。
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スイッチの現在のソフトウェアビルドの確認

ファブリック内のリーフスイッチおよびスパインスイッチで現在実行されているソフトウェア

ビルドを確認するには、

•リリース5.1(1)より前のリリースの場合は、[管理] > [ファームウェア] > [インフラストラ
クチャ]> [ノード]に移動します。ソフトウェアビルドは、このページの表の [現在のファー
ムウェア (Current Firmware)]列に表示されます。

•リリース5.1(1)以降の場合は、[管理] > [ファームウェア]に移動します。左側のナビゲー
ションウィンドウで [ノード]をクリックし、ファブリックの各リーフスイッチとスパイ
ンスイッチの [ターゲットバージョン]列の情報を表示します。[Status]列の [Completed]
エントリは、リーフまたはスパインスイッチがこのターゲットバージョンに正常にアップ

グレードされたことを示します。

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレー
ドについて

最初に触れるリリースについては、「Ciscoアプリケーションポリシーインフラストラクチャ

コントローラリリースノート」を常にチェックしてください。

APICのアップグレード段階の説明
アップグレードプロセス中にAPICが実行する段階は、現在実行しているソフトウェアのバー
ジョンとアップグレード先のソフトウェアのバージョンによって異なります。

• 4.2(5)より前のリリースからリリース 4.2(5)以降へのアップグレード（62ページ）

• 4.2(5)より前のリリースからリリース 4.2(5)以降へのアップグレード（65ページ）

4.2(5)より前のリリースからリリース 4.2(5)以降へのアップグレード

ソフトウェアの現在実行中のバージョンが Cisco APICリリース 4.2(5)よりも前で、リリース
4.2(5)以降にアップグレードする場合、このセクションでは、アップグレードプロセス中に各
APICが実行する段階について説明します。

•アップグレードを開始する前に、各 APICは 100%で表示されます。これは、各 APICで
以前に実行されたインストール、アップグレード、またはダウングレードが正常に完了し

たことを示します。
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•アップグレードプロセスを開始すると、すべての APICのステータスが 100%から 0%に
変わり、次の段階を経ます。

•ステータスは、最初に [ファームウェア アップグレードのキュー作成（Firmware

upgrade queued）]と表示されます。

•ステータスが[ファームウェア アップグレードの進行中（Firmware upgrade in

progress）]に変わります。

•次に、インストーラによって最初に選択された APICがアップグレードを開始し、次の図
に示すように 5％ に進みます。

アップグレードプロセスを開始するために最初に選択されるAPIC
は、インストーラによって最初に呼び出される APICに応じてラ
ンダムに選択されます。つまり、クラスタ内で最初にアップグ

レードを開始するAPICは、必ずしも番号が最も小さいAPICでは
ありません。

（注）

この段階では、次のようなエラーおよび警告メッセージが表示されることがあります。

これは正常な動作であり、アップグレードプロセスの一環としてAPICがリブートされる
ためです。

クラスタ内の最初の APICが 5％ に達すると、各 APICはアップグレードプロセスの次の段階
に進み、[アップグレードの進行状況（Upgrade Progress）]領域に表示されます。

•インストーラによって呼び出される最初の APIC: 0％ → 5％ → 100％
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•クラスタ内の残りの APIC: 0％ → 100％

次の表に、このアップグレードプロセスの各段階で行われる処理の詳細を示します。

説明アップグレードの経

過表示

アップグレードインストーラが開始し、アップグレードプロセスが開始されたときに表示され

ます。

0%

この段階では、クラスタ内のすべての APICに対して次の設定が行われます。インストーラに
よって呼び出された最初の APICのステータスは 5%のままで、クラスタ内の残りの APICのス
テータスは 0%のままです。

•この段階では、最初の APICがクラスタ内の他の APICで設定チェックを実行し、アップグ
レードプロセスが開始される前にすべてのAPICで特定のアップグレード前の設定を実行し
ます。

•設定チェックとアップグレード前の設定が完了し、ターゲットバージョンが APICに事前
ロードされると表示されます。

•クラスタ内のすべての APICは、インストーラによって最初に呼び出された APIC、次に 2
番目の APIC、3番目の APICの順に順次アップグレードされます。この段階では、各 APIC
は、その前のAPICが完了するのを待ってから、アップグレードを開始します。つまり、最
初のAPICノードが最初にアップグレードを開始し、最初のAPICがアップグレードプロセ
スを完了するまで 2番目と 3番目の APICが待機します。最初の APICノードがこの段階を
完了すると、2番目のAPICは￥がアップグレードプロセスを開始し、3番目のAPICは待機
します。

•すべての APICは、アップグレードプロセスのデータ変換フェーズを順番に実行します。
アップグレードプロセスのこの段階で、アップグレードプロセスが失敗すると、システム

は以前のバージョンのソフトウェアにロールバックします。

この段階のデータ変換部分が完了すると、この段階で各 APICがリブートします。各 APIC
がリブートすると、次のように表示されます。

•次のエラーおよび警告メッセージが表示される場合があります。

不明な理由により、サーバ側のエラーまた はWeb ソケット接続が閉じられたため、要

求が失敗しました

これは正常な動作であり、アップグレードプロセスの一環としてAPICがリブートされ
るためです。

• APICは、GUIの APICコントローラのリストから一時的に表示されなくなり、リブー
トが完了してアップグレードが正常に完了すると、リストに再表示されます。

ブラウザが接続されている Cisco APICがアップグレードされて再起動すると、ブラウザに
は最初にエラーメッセージが表示されます。その後、このAPICにログインするために使用
したブラウザには何も表示されません。ただし、必要に応じて、クラスタ内の残りの APIC
にログインして、アップグレードプロセスの進行状況をモニタし続けることができます。

5%
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説明アップグレードの経

過表示

APICがアップグレードプロセス全体を正常に完了したときに表示されます。100 %

4.2(5)より前のリリースからリリース 4.2(5)以降へのアップグレード

ソフトウェアの現在の実行バージョンがCisco APICリリース 4.2(5)以降で、それ以降のリリー
スにアップグレードする場合、このセクションでは、アップグレードプロセス中に各APICが
実行する段階について説明します。

•アップグレードを開始する前に、各 APICは 100%で表示されます。これは、各 APICで
以前に実行されたインストール、アップグレード、またはダウングレードが正常に完了し

たことを示します。

•アップグレードプロセスを開始すると、次の図に示すように、すべてのAPICのステータ
スが 100%から 0%に変わります。

•次に、インストーラによって最初に選択された APICがアップグレードを開始し、次の図
に示すように 5％ に進みます。

アップグレードプロセスを開始するために最初に選択されるAPIC
は、インストーラによって最初に呼び出される APICに応じてラ
ンダムに選択されます。つまり、クラスタ内で最初にアップグ

レードを開始するAPICは、必ずしも番号が最も小さいAPICでは
ありません。

（注）

•インストーラによって 2番目に選択された APICがアップグレードを開始し、5％ に進み
ます。

•インストーラによって 3番目に選択された APICがアップグレードを開始し、5％ に進み
ます。
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クラスタ内に 3つ以上の APICがある場合、クラスタ内のすべての APICが 5％ になるま
でプロセスが続行されます。

クラスタ内のすべての APICが 5％ に達すると、各 APICはアップグレードプロセスの次の段
階に進み、[アップグレードの進捗状況（Upgrade Progress）]領域に表示されます。

•インストーラによって最初に呼び出されるAPIC: 0％ → 5％ → 10％ → 25％ → 50％ → 75％
→ 100％

•クラスタ内の残りのAPIC: 0％ → 5％ → 25％ → 50％ → 75％ → 100％

次の表に、このアップグレードプロセスの各段階で行われる処理の詳細を示します。

説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

アップグレードインストーラが開始し、アップグレードプロセ

スが開始されたときに表示されます。

キュー（Queued）次のアップグレード

の準備完了

0%

アップグレードインストーラが開始し、アップグレードプロセ

スが開始されたときに表示されます。

コントローラのハー

ドウェアとソフト

ウェアの互換性を確

保する

互換性の確認5%

この段階では、インストーラで呼び出される最初のAPICがクラ
スタ内の他の APICで設定チェックを実行し、アップグレード
プロセスが開始される前にすべてのAPICで特定のアップグレー
ド前の設定を実行します。最初の APICはこの段階で 10%に移
行しますが、クラスタ内の他の APICは5%のままになります。

コントローラがアッ

プグレードを続行で

きることを確認する

ためのアップグレー

ド前の検証チェック

の実行

コントローラの正常

性の確認

10%

設定チェックとアップグレード前の設定が完了し、ターゲット

バージョンが APICに事前ロードされると表示されます。

クラスタ内の他のAPICで設定チェックとアップグレード前の設
定を実行している最初の APICは、この段階で10%から25%に
移行しますが、クラスタ内の残りの APICは、この段階では5%
から25%に直接移動します。

コントローラにター

ゲットバージョン

をインストールしま

す

アップグレードの実

行

25 %

クラスタ内のAPICは、インストーラによって最初に呼び出され
た APIC、次に 2番目の APIC、3番目の APICの順に順次アップ
グレードされます。この段階では、各 APICは、その前の APIC
が完了するのを待ってから、アップグレードを開始します。つ

まり、最初のAPICノードが最初にアップグレードを開始し、最
初の APICがアップグレードプロセスを完了するまで 2番目と
3番目の APICが待機します。最初の APICノードがこの段階を
完了すると、2番目のAPICは￥がアップグレードプロセスを開
始し、3番目の APICは待機します。

他のコントローラが

設定の移行を完了す

るまで待機

アップグレードする

他のコントローラの

待機

50%
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説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

アップグレードプロセスのデータ変換フェーズで表示されます。

ここでも、クラスタ内のすべてのAPIC間のアップグレードプロ
セスの順番が異なるため、1つのAPICはこの段階で50%から75%
に移行しますが、他の2つの APICは50%のままになります。最
初のAPICがアップグレードプロセスのこのフェーズを完了する
と、クラスタ内の2番目の APICがこのフェーズを開始し、50%
から75%に移行します。2番目のAPICがアップグレードプロセ
スのこのフェーズを完了するまで、残りの APICは 50%のまま
になります。

アップグレードプロセスのこの段階 (50%ステージと75%ステー
ジの間)で、アップグレードプロセスが失敗すると、システムは
以前のバージョンのソフトウェアにロールバックします。

この段階のデータ変換部分が完了すると、この段階で各APICが
リブートします。各APICがリブートすると、次のように表示さ
れます。

•次のエラーと警告メッセージが表示される場合があります。

不明な理由により、サーバ側のエラーまたは Web ソケッ

ト接続が閉じられたため、要求が失敗しました

これは正常な動作であり、アップグレードプロセスの一環

として APICがリブートされるためです。

• APICは、GUIの APICコントローラのリストから一時的に
表示されなくなり、リブートが完了してアップグレードが

正常に完了すると、リストに再表示されます。

ブラウザが接続されている Cisco APICがアップグレードされて
再起動すると、ブラウザには最初にエラーメッセージが表示さ

れます。その後、このAPICにログインするために使用したブラ
ウザには何も表示されません。ただし、必要に応じて、クラス

タ内の残りのAPIC (APICがリロードされた時点でまだ50%だっ
た APIC)にログインして、アップグレードプロセスの進行状況
をモニタし続けることができます。

コントローラで変換

を実行しています

設定の移行75%

APICがアップグレードプロセス全体を正常に完了したときに表
示されます。

Successful（成功）次のアップグレード

の準備完了

100 %
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異なるメンテナンスグループ内のリーフスイッチをアップグレード

するときに起こりうる問題

シスコは、Cisco ACIリーフスイッチ間のバージョンの不一致が原因で予期せぬ EP通知メッ
セージが発生し、それをEPMプロセスが受信してEPMクラッシュにつながるおそれがあると
いう障害を発見し、バグCSCvi76161で報告しました。該当するソフトウェアリリースを13.2(2)
以降にアップグレードするか、 13.2(2)以降のリリースを該当するソフトウェアリリースにダ
ウングレードする場合にのみ、この問題が発生します。

この問題は、2つの異なるメンテナンスグループに属するリーフスイッチをアップグレードす
るときに発生するおそれがあります。たとえば、Leaf 101がメンテナンスグループ「Odds」、
Leaf 102がメンテナンスグループ「Evens」とします。メンテナンスグループ「Odds」をアッ
プグレード（それに伴いLeaf 101をアップグレード）すると、「Odds」のアップグレード後、
Leaf 102が HAPのリセットとリロードを続ける場合があります。

この問題には回避策が 2つあります。

• 2段階でアップグレードを実行:現在の Cisco NX-OSリリースに応じて、次の手順のいず
れかを実行します。

• Cisco NX-OSの 12.2(4p)以前のリリースを実行しているファブリックの場合、12.2(4r)
にアップグレードしてから目的のリリースにアップグレードします。

• Cisco NX-OSの 12.3(1)リリースを実行しているファブリックの場合、13.1(2t)にアッ
プグレードしてから目的のリリースにアップグレードします。

• testapiバイナリを使用: testapiバイナリ使用して、アップグレード中はエンドポイント通
知機能を一時的に無効にします。Cisco APICを 3.2(2)以降のリリースにアップグレードし
たら、リーフスイッチをアップグレードする前に、testapiバイナリを使用する必要があり
ます。このメソッドを使用する場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

複数の中間リリースを介するアップグレードまたはダウングレードを

理解する

Cisco ACIファブリックでは基本的に、すべてのノード (APIC、リーフスイッチ、およびスパ
インスイッチ)が同じソフトウェアリリースまたは互換性のあるソフトウェアリリースであ
る必要があります。この場合、APICノードの標準リリース形式はx.y(z)、リーフおよびスパイ
ンスイッチは、スイッチ固有の標準リリース形式の1x.y(z)になります。たとえば、APICノー
ドがソフトウェアリリース4.1(1)である場合、リーフスイッチとスパインスイッチは、スイッ
チ固有の互換性のあるソフトウェアリリースである 14.1(1)である必要があります。

ただし、多数のスイッチのある巨大なファブリックをアップグレードまたはダウングレードす

る場合や、数日かけてアップグレードまたはダウングレードを行う場合など、ファブリック内

で異なるリリースを同時に使用することになる状況があります (詳細については、Cisco ACIス
イッチの混合バージョン中に許可される操作（130ページ）を参照してください)。このよう
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な状況では、ファブリック内には常に、多くとも 2つの異なるAPICとスイッチソフトウェア
リリースが存在し得ます。

これは、 APIC 3.0(2)リリースから 4.1(2)リリースに直接アップグレードする場合など、現在
のリリースから直接アップグレードまたはダウングレードパスを使用している場合は問題では

ありません。これは、直接のパスがなく、目的のリリースに到達するために複数の中間リリー

スを通過する必要がある場合に問題になります (サポートされているアップグレードおよびダ
ウングレードパスについては、 APICのアップグレード/ダウングレードのサポートマトリッ
クス (APIC Upgrade/Downgrade Support Matrix)を参照してください)。

現在のリリースからの直接のアップグレードパスが存在しないリリースにアップグレードする

場合は、すべてのAPICとスイッチを、直接アップグレードパスが存在する、サポート対象の
中間リリースにアップグレードしたうえで、そのリリースから目的のリリースにアップグレー

ドする必要があります。状況によっては、目的のリリースにアップグレードする前に、複数の

中間リリースにアップグレードしなければならない場合があります。この場合、複数の対象

APICとスイッチの両方をそのつど同じリリースにアップグレードします。

たとえば、 APICアップグレード/ダウングレードサポートマトリックスに、リリース 2.3(1)か
らリリース 4.2(3)へのアップグレードのための複数の中間リリースが示されている場合、次の
ような状況が考えられます。

この状況では、次の方法でアップグレードを実行します。

1. APICを 3.1(2)リリースにアップグレードし、スイッチを 13.1(2)リリースにアップグレー
ドします。

2. 3.1 (2)/13.1 (2)へのアップグレード後に、すべてのAPICおよびスイッチが完全に適合した
状態で、動作していることを確認します。

3. APICを 4.1 (2)リリースにアップグレードし、スイッチを 14.1(2)リリースにアップグレー
ドします。

4. 4.1 (2)/14.1 (2)へのアップグレード後に、すべてのAPICおよびスイッチが完全に適合した
状態で、動作していることを確認します。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
69

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードとダウングレード

複数の中間リリースを介するアップグレードまたはダウングレードを理解する

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/datacenter/apicmatrix/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/datacenter/apicmatrix/index.html


5. APICを 4.2(3)リリースにアップグレードし、スイッチを 14.2(3)リリースにアップグレー
ドします。

6. 4.2(3)/14.2(3)へのアップグレード後に、すべての APICおよびスイッチが完全に適合した
状態で、動作していることを確認します。

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードパス
Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードパスは、本ドキュメントでは提供
されません。Cisco APICおよびスイッチソフトウェアの最新のアップグレードパスのサポー
トについては、「Cisco APICアップグレード/ダウングレードサポート一覧」を参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/datacenter/apicmatrix/index.html

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのダウングレー
ドについて

最初に触れるリリースについては、「Ciscoアプリケーションポリシーインフラストラクチャ

コントローラリリースノート」を常にチェックしてください。

APICダウングレード段階の説明
• APICダウングレードの準備段階（70ページ）

•リリース 4.2(5)以降から 3.2(x)以降のリリースへのダウングレード（71ページ）

•リリース 4.2(5)以降からリリース 3.2(x)以前へのダウングレード（73ページ）

APICダウングレードの準備段階

現在実行中のソフトウェアのバージョンまたはダウングレード先のソフトウェアのバージョン

に関係なく、APICのダウングレードには常に一定の段階があります。

•ダウングレードを開始する前に、各 APICは 100％ で表示されます。これは、各 APICで
以前に実行されたインストール、アップグレード、またはダウングレードが正常に完了し

たことを示します。

•ダウングレードプロセスを開始すると、次の図に示すように、すべてのAPICのステータ
スが 100％ から 0％ に変わります。
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•次に、インストーラによって最初に選択された APICがダウングレードを開始し、次の図
に示すように 5％ に進みます。

ダウングレードプロセスを開始するために最初に選択されるAPIC
は、インストーラによって最初に呼び出される APICに応じてラ
ンダムに選択されます。つまり、クラスタ内でダウングレードを

開始する最初の APICは、必ずしも番号が最も小さい APICでは
ありません。

（注）

•インストーラによって 2番目に選択された APICは、ダウングレードを開始し、5％ に進
みます。

•インストーラによって 3番目に選択された APICは、ダウングレードを開始し、5％ に進
みます。

クラスタに 3個を超えるAPICがある場合、プロセスは、クラスタのすべてのAPICが 5%
になるまで続きます。

クラスタ内のすべてのAPICがダウングレードの進行中に 5％ に達すると、ダウングレードプ
ロセス中に APICが通過する段階は、現在実行中のソフトウェアのバージョンと、ダウング
レードするソフトウェアのバージョンによって異なります。特定のダウングレードで発生する

ステージの詳細については、以下の該当するセクションを参照してください。

•リリース 4.2(5)以降から 3.2(x)以降のリリースへのダウングレード（71ページ）

•リリース 4.2(5)以降からリリース 3.2(x)以前へのダウングレード（73ページ）

リリース 4.2(5)以降から 3.2(x)以降のリリースへのダウングレード

ソフトウェアの現在実行中のバージョンが Cisco APICリリース 4.2(5)以降で、リリース 3.2(x)
以降のリリースにダウングレードする場合、このセクションでは、各 APICがダウングレード
プロセス中に実行する段階について説明します。

•まず、クラスタ内のすべてのAPICは、APICダウングレードの準備段階（70ページ）で
説明されているように、特定の準備段階を経ます。

•クラスタ内のすべての APICが 5％ に達すると、各 APICはダウングレードプロセスの次
の段階に進み、[アップグレードの進行状況（Upgrade Progress）]領域に表示されます。
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•インストーラによって最初に呼び出される APIC: 0％ → 5％ → 10％ → 25％ → 50％
→ 75％ → 100％

•クラスタ内の残りのAPIC: 0％ → 5％ → 25％ → 50％ → 75％ → 100％

次の表に、このダウングレードプロセスの各段階で行われる処理の詳細を示します。

説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

アップグレードインストーラが開始し、アップグレードプロセ

スが開始されたときに表示されます。

キュー（Queued）次のアップグレード

の準備完了

0%

ダウングレードインストーラが開始され、ダウングレードプロ

セスが開始されたときに表示されます。

コントローラのハー

ドウェアとソフト

ウェアの互換性を確

保する

互換性の確認5%

この段階では、最初の APICがクラスタ内の他の APICで設定
チェックを実行し、ダウングレードプロセスが開始される前に

すべてのAPICで特定のダウングレード前の設定を実行します。
最初の APICはこの段階で 10%に移行しますが、クラスタ内の
他の APICは5%のままになります。

コントローラがアッ

プグレードを続行で

きることを確認する

ためのアップグレー

ド前の検証チェック

の実行

コントローラの正常

性の確認

10%

設定チェックとダウングレード前の設定が完了し、ターゲット

バージョンが APICに事前ロードされると表示されます。

クラスタ内の他のAPICで設定チェックとダウングレード前の設
定を実行している最初の APICは、この段階で 10%から25%に
移行しますが、クラスタ内の残りの APICは、この段階では5%
から25%に直接移動します。

コントローラにター

ゲットバージョン

をインストールしま

す

アップグレードの実

行

25 %

クラスタ内のAPICは、一度にすべて同時にダウングレードする
のではなく、インストーラによって最初に呼び出されたAPIC、
2番目のAPIC、3番目のAPICの順に順次ダウングレードされま
す。この段階では、各APICは、その前のAPICが完了するのを
待ってから、ダウングレードを開始します。つまり、最初のAPIC
が最初にダウングレードを開始し、2番目と 3番目の APICは最
初の APICがダウングレードプロセスを完了するまで待機しま
す。最初の APICがこの段階を完了すると、2番目の APICがダ
ウングレードプロセスを開始し、3番目のAPICが待機します。

他のコントローラが

設定の移行を完了す

るまで待機

アップグレードする

他のコントローラの

待機

50%
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説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

ダウングレードプロセスのデータ変換フェーズで表示されます。

ここでも、クラスタ内のすべての APIC間のダウングレードプ
ロセスの順番が異なるため、1つのAPICはこの段階で50%から
75%に移行しますが、他の2つの APICは 50%のままになりま
す。最初の APICがダウングレードプロセスのこのフェーズを
完了すると、クラスタ内の 2番目のAPICがこのフェーズを開始
し、50%から 75%に移行します。2番目のAPICがダウングレー
ドプロセスのこのフェーズを完了するまで、残りのAPICは50%
のままになります。

ダウングレードプロセスのこの段階（50%ステージと 75%ス
テージの間）で、ダウングレードプロセスが失敗すると、シス

テムは以前のバージョンのソフトウェアにロールバックします。

この段階のデータ変換部分が完了すると、この段階で各APICが
リブートします。各APICがリブートすると、次のように表示さ
れます。

•システムがAPICへの接続に失敗したことを示すエラーメッ
セージが表示される場合があります。これは正常な動作で

あり、APICがダウングレードプロセスの一部としてリブー
トされるためです。

• APICは、GUIの APICコントローラのリストから一時的に
表示されなくなり、リブートが完了してダウングレードが

正常に完了すると、リストに再表示されます。

ブラウザが接続されている Cisco APICがダウングレードされて
再起動すると、ブラウザには最初にエラーメッセージが表示さ

れます。その後、このAPICにログインするために使用したブラ
ウザには何も表示されません。ただし、必要に応じて、クラス

タ内の残りのAPIC (APICがリロードされた時点でまだ50%だっ
た APIC)にログインして、ダウングレードプロセスの進行状況
をモニタし続けることができます。

コントローラで変換

を実行しています

設定の移行75%

APICがダウングレードプロセス全体を正常に完了したときに表
示されます。

Successful（成功）次のアップグレード

の準備完了

100 %

リリース 4.2(5)以降からリリース 3.2(x)以前へのダウングレード

ソフトウェアの現在の実行バージョンがCisco APICリリース4.2(5)以降であり、リリース3.2(x)
以前にダウングレードする場合、このセクションでは、各APICがダウングレードプロセス中
に実行する段階について説明します。
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•まず、クラスタ内のすべてのAPICは、APICダウングレードの準備段階（70ページ）で
説明されているように、特定の準備段階を経ます。

•クラスタ内のすべての APICが 5％ に達すると、各 APICはダウングレードプロセスの次
の段階に進み、[アップグレードの進行状況（Upgrade Progress）]領域に表示されます。

•インストーラによって最初に呼び出される APIC：0％ → 5％ → 10％ → 50％ → 75％
→ 100％

•クラスタ内の残りの APIC：0％ → 5％ → 50％ → 75％ → 100％

次の表に、このダウングレードプロセスの各段階で行われる処理の詳細を示します。

説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

アップグレードインストーラが開始し、アップグレードプロセ

スが開始されたときに表示されます。

キュー（Queued）次のアップグレード

の準備完了

0%

ダウングレードインストーラが開始され、ダウングレードプロ

セスが開始されたときに表示されます。

コントローラのハー

ドウェアとソフト

ウェアの互換性を確

保する

互換性の確認5%

この段階では、最初の APICがクラスタ内の他の APICで設定
チェックを実行し、ダウングレードプロセスが開始される前に

すべてのAPICで特定のダウングレード前の設定を実行します。
最初の APICはこの段階で 10%に移行しますが、クラスタ内の
他の APICは5%のままになります。

コントローラがアッ

プグレードを続行で

きることを確認する

ためのアップグレー

ド前の検証チェック

の実行

コントローラの正常

性の確認

10%
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説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

ダウングレードプロセスのこの段階では、次の処理が行われま

す。

•設定チェックとダウングレード前の設定が完了し、ターゲッ
トバージョンが APICに事前ロードされます。

クラスタ内の他のAPICで設定チェックとダウングレード前
の設定を実行している最初の APICは、この段階で 10%か
ら 50%に移行しますが、クラスタ内の残りの APICは、こ
の段階では 5%から 50%に直接移動します。

•クラスタ内のAPICは、一度にすべて同時にダウングレード
するのではなく、インストーラによって最初に呼び出され

た APIC、2番目の APIC、3番目の APICの順に順次ダウン
グレードされます。この段階では、各 APICは、その前の
APICが完了するのを待ってから、ダウングレードを開始し
ます。つまり、最初のAPICが最初にダウングレードを開始
し、2番目と 3番目の APICは最初の APICがダウングレー
ドプロセスを完了するまで待機します。最初の APICがこ
の段階を完了すると、2番目のAPICがダウングレードプロ
セスを開始し、3番目の APICが待機します。

他のコントローラが

設定の移行を完了す

るまで待機

アップグレードする

他のコントローラの

待機

50%
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説明インストールステー

ジステータス

インストールステー

ジ

アップグ

レードの

経過表示

ダウングレードプロセスのデータ変換フェーズで表示されます。

ここでも、クラスタ内のすべてのAPIC間のアップグレードプロ
セスの順番が異なるため、1つの APICはこの段階で 50%から
75%に移行しますが、他の 2つの APICは5 0%のままになりま
す。最初の APICがダウングレードプロセスのこのフェーズを
完了すると、クラスタ内の 2番目のAPICがこのフェーズを開始
し、50%から 75%に移行します。2番目のAPICがダウングレー
ドプロセスのこのフェーズを完了するまで、残りのAPICは50%
のままになります。

ダウングレードプロセスのこの段階（50%ステージと 75%ス
テージの間）で、ダウングレードプロセスが失敗すると、シス

テムは以前のバージョンのソフトウェアにロールバックします。

この段階のデータ変換部分が完了すると、この段階で各APICが
リブートします。各APICがリブートすると、次のように表示さ
れます。

•システムがAPICへの接続に失敗したことを示すエラーメッ
セージが表示される場合があります。これは正常な動作で

あり、APICがダウングレードプロセスの一部としてリブー
トされるためです。

• APICは、GUIの APICコントローラのリストから一時的に
表示されなくなり、リブートが完了してダウングレードが

正常に完了すると、リストに再表示されます。

ブラウザが接続されている Cisco APICがダウングレードされて
再起動すると、ブラウザには最初にエラーメッセージが表示さ

れます。その後、このAPICにログインするために使用したブラ
ウザには何も表示されません。ただし、必要に応じて、クラス

タ内の残りのAPIC (APICがリロードされた時点でまだ50%だっ
た APIC)にログインして、ダウングレードプロセスの進行状況
をモニタし続けることができます。

コントローラで変換

を実行しています

設定の移行75%

APICがダウングレードプロセス全体を正常に完了したときに表
示されます。

Successful（成功）次のアップグレード

の準備完了

100 %
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ステートレスダウングレード手順

手順

ステップ 1 ファブリック設定をエクスポートします。

ステップ 2 Cisco APICで eraseconfigコマンドを実行します。これで、コントローラが再起動されます。
コントローラがステップ 3移動する前にリブートされていることを確認します。

ステップ 3 ファブリックを再検索します。

ステップ 4 目的のリリースにファブリックのダウングレードします。

ステップ 5 Cisco APICで eraseconfig setupコマンドを実行します。この手順は、使用中のバージョンで必
要になる可能性がある追加のコマンドをスクリプトから実行できるようにするために必要で

す。eraseconfig setupコマンドによって Cisco APICがリロードされます。

ステップ 6 実行、 セットアップ clean config.sh スイッチのノードでスクリプトを作成し、それらをリ

ロードします。

ステップ 7 Initial setup(初期セットアップ、初期設定)スクリプトを実行します、 Cisco APIC s。

ステップ 8 ファブリックをインポート「マージ」モードを使用して設定をインポートします。

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのサポートされているダウン
グレードパス

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのダウングレードパスは、本ドキュメントでは提供
されません。Cisco APICおよびスイッチソフトウェアの最新のダウングレードパスのサポー
トについては、「Cisco APICアップグレード/ダウングレードサポート一覧」を参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/datacenter/apicmatrix/index.html

スケジューラによるアップグレードについて
スケジューラを使用すると、Cisco APICクラスタやスイッチのアップグレードなど、操作の時
間枠を指定します。これらの時間枠は、1-回だけ発生させるか、または毎週指定した日時に繰
り返し発生させることができます。このセクションでは、アップグレードのスケジューラの仕

組みについて説明します。スケジューラに関する詳細情報については、『Ciscoアプリケーショ
ンセントリックインフラストラクチャの基礎』を参照してください。

クラスタのアップグレードを実行する場合、 Cisco APICはクラスタに参加するためすべて同
じバージョンである必要があります。ファブリックに参加する際の自動アップグレードはあり

ません。

（注）
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• Cisco APICクラスタアップグレード：Cisco APICのデフォルトのスケジューラオブジェ
クトがあります。一般的なスケジューラオブジェクトには複数のプロパティがあります

が、開始時間のプロパティのみ Cisco APICクラスタアップグレードに設定可能です。開
始時間を指定する場合、 Cisco APICアップグレードスケジューラは 1日の期間に指定さ
れた開始時刻からアクティブになります。コントローラに対して runningVersion !=
desiredVersionの場合、このアクティブな 1日のウィンドウの間いつでもクラスタアップ
グレードを開始します。スケジューラのその他のパラメータは Cisco APICアップグレー
ドに設定できません。スケジューラを使用しない 1回のトリガを使用して、Cisco APIC
アップグレードを実行できることにも注意してください。この 1回のトリガは、[今すぐ
アップグレード]とも呼ばれます。

•スイッチのアップグレード：スケジューラはメンテナンスグループに関連付けることがで
きます。スイッチのメンテナンスグループに接続されているスケジューラには、

「startTime」、「concurCap」および「duration」などいくつかの設定可能なパラメータが
あります。これらのパラメータは下記に説明されています。

• startTime：アクティブなウィンドウの開始。

• concurCap：同時にアップグレードするノードの数。

• Duration：アクティブなウィンドウの長さ。

グループ内のスイッチに対して runningVersion != desiredVersionの場合、このアクティブな
1日のウィンドウの間いつでもスイッチはアップグレードの対象となります。アップグレー
ドの対象ノード間で、次の制約がアップグレードの候補の選択に適用されます。

•「concurCap」ノード以上には現在アップグレードできません。

• 1回でアップグレードされるのは仮想ポートチャネル（vPC）ペアの 1つのノードの
みです。

• CiscoAPICクラスタはノードのアップグレードを開始する前に正常な状態である必要
があります。

GUI、CLI、またはREST APIを使用して、即時アップグレードと
スケジューラベースのアップグレードのオプションがあります。

たとえば、CLIでは、EXECモードで firmware upgrade
switch-groupコマンドを使用して、スイッチグループをすぐにアッ
プグレードできます。このコマンドは、設定されたスケジュール

済みアップグレードよりも優先されます。

（注）

GUIを使用したスケジューラ―の構成
トリガースケジューラを使用すると、管理者による介入なしで 1つ以上のノードをアップグ
レードして再起動できる、1回限りまたは繰り返しの期間を定義できます。
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手順

ステップ 1 [トリガースケジューラの作成 (Create Trigger Scheduler)]ウィンドウにアクセスします。

詳細については、「ファームウェアのアップグレードモード（29ページ）」を参照してくだ
さい。

ステップ 2 [トリガースケジューラの作成 (Create Trigger Scheduler)]ウィンドウで、[名前 (name)]フィー
ルドにスケジューラポリシーの名前を入力し、[スケジュールウィンドウ (schedule Windows)]
領域で [+]をクリックして [スケジュールの作成 (Create Schedule)create schedule]ウィンドウを
表示します。

ステップ 3 [ウィンドウタイプ (Window Type)]フィールドで、1回限りまたは定期スケジュールウィンド
ウのどちらを設定するかに応じて、[1回限り (One Time)]または [定期 (Recurring)]をクリッ
クします。

ステップ 4 [ウィンドウ名 (Window Name)]フィールドで、このスケジュールウィンドウの名前を入力し
ます。

このフィールドの最大文字数は 16です。

ステップ 5 [スケジュール (schedule)]ウィンドウを実行する日付と時刻を決定します。

日付と時刻を設定するためのオプションは、ワンタイムまたは定期スケジュールウィンドウの

どちらを設定するかによって異なります。

• 1回限りのスケジュールウィンドウを設定している場合は、[日付 (Date) )]フィールドに、
1回限りのスケジュールウィンドウが発生する日付を入力します。このフィールドでは、
YYYY-MM-DD HH: MM: SS AM/PMの形式を使用するか、下矢印をクリックしてカレン
ダーから日付と時刻を選択します。

[1回限りのスケジュール (one-time schedule)]ウィンドウの過去の日付と時刻 (現
在の日付と時刻の前)を入力すると、システムはそのエントリを拒否します。

（注）

• [定期スケジュール (Recurring Schedule)]ウィンドウを設定している場合は、次のフィール
ドに必要な情報を入力します。

• [日 (Day)]:定期スケジュールウィンドウを実行する日付を選択します。定期スケジュー
ルウィンドウを毎週実行する特定の日を選択するか、または定期的なスケジュール

ウィンドウを毎日、すべての偶数日または週のすべての奇数の曜日に実行するかを選

択します。

• [時間 (hour)]:軍事 24時間のクロック値 (0-23)を使用して、スケジュールウィンドウ
を繰り返す時間を入力します。

• [分 (minute)]:定期スケジュールウィンドウを発生させる分を入力します。

たとえば、毎日午後 11:30の火曜日に定期スケジュールウィンドウを設定する場合は、次
のように選択します。

• Day:火曜日
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•時間:22

•分:30

定期スケジュールウィンドウの過去の日付と時刻 (現在の日時よりも前)を入力する
と、スケジューラはすぐにアップグレードをトリガーします。たとえば、水曜日に正

午にあり、火曜日ごとの午後 11:30に定期アップグレードスケジュールを設定した場
合、スケジューラは最初にアップグレードをトリガーし、その時点から火曜日ごとの

午後 11:30にアップグレードを実行します。

（注）

ステップ 6 [最大同時ノード (Maximum Concurrent nodes)]フィールドに、同時アップグレードを行うこと
が許可されるノードの最大数を入力します。

このフィールドに 0を入力すると、ノードが APICノードであるか、リーフまたはスパインス
イッチであるかに応じて、ソフトウェアによってデフォルト値が自動的に選択されます。

•リリース4.2(5)より前のリリースでは、このフィールドのデフォルト値「0」はAPICノー
ドの場合は 1、リーフまたはスパインスイッチの場合は 20と解釈されます。このフィー
ルドに入力できる PODごとの最大ノード数は 200です。

•リリース 4.2(5)以降では、このフィールドのデフォルト値「0」は、APICノードでは 1と
解釈されます。リーフまたはスパインスイッチの場合、このフィールドのデフォルト値の

「0」の解釈は 20から無制限に変更されています。つまり、このフィールドに「0」を入
力すると、一度にアップグレードできるリーフスイッチまたはスパインスイッチの数は

無制限になります。

ステップ 7 [最大実行時間 (Maximum Running time)]フィールドで、スケジュールウィンドウの最大継続
時間を入力します。これは、アップグレードプロセスを開始するために許可する時間の長さで

す。

このフィールドでは、DD: HH: MM: SSの形式を使用し、最大 24時間 (01:00:00:00)を使用しま
す。[スケジューラ (scheduler)]ウィンドウで時間制限を適用しない場合は、[無制限
(unlimited)]を入力します。

たとえば、これらのフィールドに次の値を入力したとします。

•最大同時ノード (Maximum Concurrent Nodes)数:20

•最大実行時間 (Maximum Running Time): 00:00:30:00

この場合、このスケジュールウィンドウでは、20個のノードを同時にアップグレードできま
す。これらの 20ノードは、上記のフィールドに入力した開始時刻から 30分以内にアップグ
レードプロセスが正常に開始した場合にのみアップグレードされます。アップグレードプロセ

スが 30分以内に正常に開始されない場合、この時点では 20ノードはアップグレードされませ
ん。また、定期スケジュールウィンドウを設定した場合、次回スケジューラウィンドウが繰

り返しに設定されたときに、システムはこれらの 20ノードのアップグレードを試行します。

20スイッチのデフォルトグループでは、通常、スイッチのグループごとにアップグレードに
最大 12分かかります。[最大実行時間 (Maximum Running Time)]フィールドに入力した値は、
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グループ内のスイッチがアップグレードするために必要な時間には影響しません。たとえば、

[最大実行時間 (Maximum Running Time)]フィールドに値 5を入力した場合は、アップグ
レードが5分後に開始されない場合、システムはスイッチのアップグレードプロセスを放棄す
ることのみを意味します。これは、システムが5分後にアップグレードプロセスを停止するこ
とを意味するものではありません。

ステップ 8 [トリガースケジューラ―の作成 (Create Trigger Scheduler)]ウィンドウで必要な情報の入力が
完了したら、[OK]をクリックします。

[トリガースケジューラ―の作成 (Create Trigger Scheduler)]ウィンドウが再度表示され、新し
く設定されたスケジュールウィンドウがスケジュールウィンドウテーブルに表示されます。

ステップ 9 このトリガースケジューラに対して追加のスケジュールウィンドウを作成するかどうかを決

定します。

このトリガースケジューラに対してより多くのスケジュールウィンドウを作成する場合は、

[スケジュールウィンドウ (Schedule Windows)]領域で [+]をクリックして、[スケジュールウィ
ンドウの作成 (Create Schedule Window)]ウィンドウを再度表示します。

たとえば、毎日 2回開始するようにアップグレードを設定する場合や、毎日 12:00 AMと PM
の場合、または特定の曜日にアップグレードを設定する場合は、より多くのスケジュールウィ

ンドウを作成することができます。

ステップ 10 必要なスケジュールウィンドウの設定が完了したら、[トリガースケジューラの作成 (Create
Trigger Scheduler )]ウィンドウで [送信 (Submit)]をクリックします。

[ノードアップグレードの選択 (Select Node Upgrade) ]ウィンドウが再度表示されます。

ステップ 11 [ノードアップグレードの選択 (Select Node Upgrade)]ウィンドウで、[スケジューラ (Scheduler)]
フィールドを見つけて、先ほど設定したトリガースケジュールを選択します。

ステップ 12 [ノードアップグレードの選択 (Select Node Upgrade)]ウィンドウで必要な追加設定を完了し、
[送信 (Submit)]をクリックします。

NX-OSスタイルの CLIを使用したスケジューラ―の構成
スケジュールにより、設定のインポート/エクスポートまたはテクニカルサポートの収集など
の操作を 1つ以上の指定した時間帯に発生させることができます。

スケジュールには、一連のタイムウィンドウ（オカレンス）が含まれます。これらのウィンド

ウは、1回だけ発生させるか、または毎週指定した日時に繰り返し発生させることができます。
期間や実行するタスクの最大数などのウィンドウで定義されているオプションにより、スケ

ジュール設定されたタスクの実行時期が決定されます。たとえば、最大時間長またはタスク数

に達したため特定のメンテナンス時間帯に変更を展開できない場合、この展開は次のメンテナ

ンス時間に持ち越されます。

各スケジュールは、APICが 1つまたは複数のメンテナンス時間帯に入っているかどうか、定
期的に確認します。入っている場合、スケジュールはメンテナンスポリシーで指定された制限

に対し適切な展開を実行します。
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スケジュールには、スケジュールに関連付けられたメンテナンス時間を決定する1つ以上のオ
カレンスが含まれています。オカレンスは次のいずれかになります。

•絶対（1回）時間帯：絶対時間帯は、1回しか発生しないスケジュールを定義します。こ
れらの時間帯は、その時間帯の最大時間長まで、または時間帯の中で実行可能なタスクの

最大数に達するまで継続されます。

•繰り返し時間帯：繰り返し時間帯は、繰り返しのスケジュールを定義します。この時間帯
は、タスクの最大数に達するまで、または時間帯に指定された日の終わりに達するまで継

続します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

ステップ 1

apic1# configure

新しいスケジューラを作成するか、既

存のスケジューラを設定します。

[no] scheduler schedule-name

例：

ステップ 2

apic1(config)# scheduler controller
schedule myScheduler

このスケジューラの説明を追加しま

す。テキストにスペースが含まれてい

[no] description text

例：

ステップ 3

る場合は、単一引用符で囲む必要があ

ります。
apic1(config-scheduler)# description
'This is my scheduler'

絶対（1回）の時間帯スケジュールを
作成します。

[no] absolute windowウィンドウ名

例：

ステップ 4

apic1(config-scheduler)# absolute
window myAbsoluteWindow

同時に処理できるノード（タスク）の

最大数を設定します。指定できる範囲

[no] max concurrent nodes count

例：

ステップ 5

は 0～ 65535です。ノード数を制限し
ない場合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-absolute)# max
concurrent nodes 300

dd:hh:mm:ssの形式でタスクの最大実行
時間を設定します。指定できる範囲は

[no] max running time time

例：

ステップ 6

0～ 65535です。時間の制限がない場
合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-absolute)# max
running time 00:01:30:00

[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH:MM形式で開始
時刻を設定します。

[no] time start time

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

apic1(config-scheduler-absolute)# time
start 2016:jan:01:12:01

スケジューラコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 8

apic1(config-scheduler-absolute)# exit

繰り返し時間帯のスケジュールを作成

します。

[no] recurring windowウィンドウ名

例：

ステップ 9

apic1(config-scheduler)# recurring
window myRecurringWindow

同時に処理できるノード（タスク）の

最大数を設定します。指定できる範囲

[no] max concurrent nodes count

例：

ステップ 10

は 0～ 65535です。ノード数を制限し
ない場合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-recurring)#
max concurrent nodes 300

dd:hh:mm:ssの形式でタスクの最大実行
時間を設定します。指定できる範囲は

[no] max running time time

例：

ステップ 11

0～ 65535です。時間の制限がない場
合は 0に設定します。

apic1(config-scheduler-recurring)#
max running time 00:01:30:00

期間（毎日または毎週）と開始時刻を

設定します。weeklyを選択した場合、
次のオプションから選択します。

[no] time start { daily HH:MM | weekly
（使用状況を参照） HH:MM}

例：

ステップ 12

• mondayapic1(config-scheduler-recurring)#
time start weekly wednesday 12:30

• tuesday

• wednesday

• thursday

• friday

• saturday

• sunday

• even-day

• odd-day

• every-day

例

次に、毎週水曜日に実行するよう繰り返しスケジューラを設定する例を示します。
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apic1# configure
apic1(config)# scheduler controller schedule myScheduler
apic1(config-scheduler)# description 'This is my scheduler'
apic1(config-scheduler)# recurring window myRecurringWindow
apic1(config-scheduler-recurring)# max concurrent nodes 300
apic1(config-scheduler-recurring)# max running time 00:01:30:00
apic1(config-scheduler-recurring)# time start weekly wednesday 12:30

REST APIを使用したスケジューラ―の構成
スケジュールにより、設定のインポート/エクスポートまたはテクニカルサポートの収集など
の操作を 1つ以上の指定した時間帯に発生させることができます。

スケジュールには、一連のタイムウィンドウ（オカレンス）が含まれます。これらのウィンド

ウは、1回だけ発生させるか、または毎週指定した日時に繰り返し発生させることができます。
期間や実行するタスクの最大数などのウィンドウで定義されているオプションにより、スケ

ジュール設定されたタスクの実行時期が決定されます。たとえば、最大時間長またはタスク数

に達したため特定のメンテナンス時間帯に変更を展開できない場合、この展開は次のメンテナ

ンス時間に持ち越されます。

各スケジュールは、APICが 1つまたは複数のメンテナンス時間帯に入っているかどうか、定
期的に確認します。入っている場合、スケジュールはメンテナンスポリシーで指定された制限

に対し適切な展開を実行します。

スケジュールには、スケジュールに関連付けられたメンテナンス時間を決定する1つ以上のオ
カレンスが含まれています。オカレンスは次のいずれかになります。

•絶対（1回）時間帯：絶対時間帯は、1回しか発生しないスケジュールを定義します。こ
れらの時間帯は、その時間帯の最大時間長まで、または時間帯の中で実行可能なタスクの

最大数に達するまで継続されます。

•繰り返し時間帯：繰り返し時間帯は、繰り返しのスケジュールを定義します。この時間帯
は、タスクの最大数に達するまで、または時間帯に指定された日の終わりに達するまで継

続します。

手順

ステップ 1 リポジトリにスイッチイメージをダウンロードします。

例：

POST URL: https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareRepoP>
<firmwareOSource name="Switch_Image_download" proto="http" url="http://<ip
address>/<ver-no>"/>
</firmwareRepoP>
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ステップ 2 次のポリシーを、POST送信することにより、ノード IDが 101、102、103、104のスイッチか
ら構成されるファームウェアグループを作成し、ノード ID 101、102、103、104によるメンテ
ナンスグループを作成します。

例：

POST URL : https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<fabricInst>
<firmwareFwP

name="AllswitchesFwP"
version="<ver-no>"
ignoreCompat="true">

</firmwareFwP>

<firmwareFwGrp
name="AllswitchesFwGrp" >

<fabricNodeBlk name="Blk101"
from_="101" to_="101">

</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk102"

from_="102" to_="102">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk103"

from_="103" to_="103">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk104"

from_="104" to_="104">
</fabricNodeBlk>

<firmwareRsFwgrpp
tnFirmwareFwPName="AllswitchesFwP">

</firmwareRsFwgrpp>
</firmwareFwGrp>

<maintMaintP
name="AllswitchesMaintP"
runMode="pauseOnlyOnFailures" >

</maintMaintP>

<maintMaintGrp
name="AllswitchesMaintGrp">

<fabricNodeBlk name="Blk101"
from_="101" to_="101">

</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk102"

from_="102" to_="102">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk103"

from_="103" to_="103">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk104"

from_="104" to_="104">
</fabricNodeBlk>

<maintRsMgrpp
tnMaintMaintPName="AllswitchesMaintP">

</maintRsMgrpp>
</maintMaintGrp>
</fabricInst>

ステップ 3 スケジューラに基づいてすべてのスイッチをアップグレードするには、次のようなポリシーを
ポストします。

例：
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POST URL : https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<trigSchedP annotation="" descr="" dn="uni/fabric/schedp-EveryEightHours"
name="EveryEightHours" nameAlias="" ownerKey="" ownerTag="" userdom="">
<trigRecurrWindowP annotation="" concurCap="unlimited" day="every-day" hour="17"
minute="0" name="third" nameAlias="" nodeUpgInterval="0" procBreak="none"
procCap="unlimited" timeCap="00:01:00:00.000" userdom=""/>
<trigRecurrWindowP annotation="" concurCap="unlimited" day="every-day" hour="9" minute="0"
name="second" nameAlias="" nodeUpgInterval="0" procBreak="none" procCap="unlimited"
timeCap="00:01:00:00.000" userdom=""/>
<trigRecurrWindowP annotation="" concurCap="unlimited" day="every-day" hour="1" minute="0"
name="first" nameAlias="" nodeUpgInterval="0" procBreak="none" procCap="unlimited"
timeCap="00:01:00:00.000" userdom=""/>
</trigSchedP>

アップグレードする前に LLDPに接続を無効にする方法
Cisco ACIファブリックから Cisco APIC 2.xにアップグレードする前に、アップグレード対象
が異なるインフラストラクチャVLANを持つ別の 2つの Cisco ACIファブリックが参加する、
バックツーバックリーフスイッチの接続を介した LLDPを持つ場合、それらの LLDP接続を
最初に無効にする必要があります。

それらの接続で LLDPを無効にしない場合、アップグレードが Cisco ACIを上書きし、スパイ
ンとリーフスイッチ間の接続を中断します。

•ターゲット接続で LLDPを無効にする方法の 1つは、ポリシーを使用することです。共通
のリーフスイッチインターフェイスプロファイルの関連付けられたインターフェイスを

含み、共通のインターフェイスポリシーグループとインターフェイスプロファイルを関

連付けます。受信状態と送信状態が無効になる特別なLLDPインターフェイスポリシーで
あるポリシーグループを含みます。

• lldpが受信および送信を行わないCLI NX-OSスタイルCLIコマンドの対象のインターフェ
イスにも適用できます。

• REST API POSTで無効にすることもできます。
POST https://<apic>/api/node/mo/uni/infra/lldpIfP-LLDP-Disabled.json
{
"lldpIfPol":{
"attributes":{
"dn":"uni/infra/lldpIfP-LLDP-Disabled",
"name":"LLDP-Disabled",
"adminRxSt":"disabled",
"adminTxSt":"disabled",
"status":"created"

},"children":[]
}

}
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GUIを使用したソフトウェアのアップグレード
ここでは、実行しているソフトウェアのバージョンに応じて、GUIを使用してソフトウェアを
アップグレードする方法について説明します。

GUIを使用したソフトウェアのアップグレード（リリース4.xより前の
リリース）

GUIを使用してソフトウェアをアップグレードできます。このセクションの手順は、リリース
4.xより前の Cisco APICリリースに適用されます。現在実行されているソフトウェアビルド
は、現在のソフトウェアビルドの確認（61ページ）での説明に従って確認できます。

GUIを使用したCisco APICソフトウェアのバージョンのアップグレード（リリース 4.xよ
り前のリリース）

Cisco APICとスイッチの正しいアップグレード順序を決めるため、Cisco APICおよびスイッチ
ソフトウェアのアップグレードについて（62ページ）、およびアップグレード後のバージョ
ンのリリースノートを参照してください。

（注）

ファブリック内のAPICのソフトウェアをアップグレードするには、次のGUIベースのアップ
グレード手順を使用します。

何らかの理由で、これらのGUIベースのアップグレード手順を使用してファブリック内のAPIC
のソフトウェアをアップグレードできない場合（新しい注文または製品返品と交換（RMA）
を通じて APICを受け取った場合、GUIを使用してアップグレードを実行するためにファブ
リックに参加できない場合）、APICソフトウェアをアップグレードする代わりに、CIMCを
使用してAPICでソフトウェアのクリーンインストールを実行できます。これらの手順につい
ては、インストール Cisco APIC仮想メディアを使用してソフトウェア（13ページ）を参照し
てください。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理 (ADMIN)] > [ファームウェア (Firmware)]を選択し、[ナビゲーション
(Navigation)]ペインで、[コントローラファームウェア (Controller Firmware)]をクリックしま
す。

[作業（Work）]ペインのCisco APICには、各コントローラにロードされた現在のファームウェ
アが表示されます。ファームウェアが最後にアップグレードされたときの状態も表示されま

す。

ステップ 2 [ナビゲーション (Navigation)]ペインで、[ダウンロードタスク (Download Tasks)]をクリック
します。
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ステップ 3 [作業 (Work)]ペインで、[全般 (General)] > [アクション (Actions)]を選択し、[外部ファーム
ウェアソースの作成 (Create Outside Firmware source)]をクリックして、次のアクションを実
行します。

ステップ 4 [外部ファームウェアソースの作成 (Create Outside Firmware source)]ダイアログボックスで、
次の操作を実行します。

a) [ソース名 (SourceName)]フィールドに、Cisco APICイメージファイルの名前（apic_image）
を入力します。

b) [プロトコル (Protocol)]フィールドで、[HTTP]オプションボタンをクリックします。

httpソースまたはセキュアコピープロトコル（SCP）ソースからソフトウェアイ
メージをダウンロードする場合は、該当するオプションボタンをクリックし、

<SCP サーバ>:/<パス>の形式を使用します。URLの例としては、
10.67.82.87:/home/<username>/ACI/aci-apic-dk9.1.0.2j.isoのよ
うになります。

（注）

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。[送信 (Submit)]
をクリックします。`

Cisco APICのファームウェアイメージがダウンロードされるのを待ちます。

ステップ 5 [ナビゲーション (Navigation)]ペインで、[ダウンロードタスク (Download Tasks)]をクリック
します。[Work]ペインで、[Operational]をクリックして、イメージのダウンロード状態を表示
します。

[ナビゲーション (Navigation)]ペインで、ダウンロードが 100%に達したら、[ファームウェア
リポジトリ (Firmware Repository)]をクリックします。

[作業 (Work)]ペインに、ダウンロードされたバージョン番号およびイメージサイズが表示さ
れます。

ステップ 6 [ナビゲーション (Navigation)]ペインで、[コントローラファームウェア (Controller Firmware)]
をクリックします。[作業 (Work)]ペインで、[アクション (Actions)] > [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)]を選択します。[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。

a) [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。

b) [ポリシー追加 (Apply Policy)]フィールドで、[今すぐ適用 (Apply Now)]のオプションボタ
ンをクリックします。[送信 (Submit)]をクリックします。`

[ステータス（Status）]ダイアログボックスに [変更が保存されました（Changes Saved
Successfully）]というメッセージが表示され、アップグレードプロセスが開始されます。アッ
プグレード中にコントローラクラスタを使用できるように、Cisco APICは順番にアップグレー
ドされます。

ステップ 7 [ナビゲーション (Navigation)]ペインの [コントローラファームウェア (Controller Firmware)]
をクリックして、アップグレードの状態を作業 ([Work)]ペインで確認します。
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コントローラのアップグレードはランダムに行われます。Cisco APICのアップグレー
ドにはそれぞれ約 10分かかります。コントローラのイメージがアップグレードされ
ると、クラスタからドロップし、新しいバージョンで再起動します。その間、クラス

タ内の他の Cisco APICは動作しています。コントローラが再起動すると、クラスタ
に再び参加します。その後、クラスタが収束し、次のコントローラのイメージのアッ

プグレードを開始します。クラスタがすぐに収束せず、完全な適合状態にならなけれ

ば、その後のアップグレードは、クラスタが収束して完全な適合状態になるまで待機

状態になります。この間、アップグレードされる各 Cisco 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。

（注）

ブラウザが接続されている Cisco 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。

（注）

ステップ 8 ブラウザの URLフィールドに、すでにアップグレード済みの Cisco APICの URLを入力し、
プロンプトに応じてその Cisco APICにサインインしてください。

GUIを使用したリーフおよびスパインスイッチソフトウェアのバージョンのアップグ
レード（リリース 4.xより前のリリース）

始める前に

全コントローラが新しいファームウェアバージョンにアップグレードされるまで待機してか

ら、スイッチのファームウェアのアップグレードに進みます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理 (ADMIN)] > [ファームウェア (Firmware)]を選択し、[ナビゲーション
(Navigation)]ペインで、[ファブリックノードファームウェア (Fabric Node Firmware)]をク
リックします。

[Work]ペインに、ファブリック内の全スイッチのリストが表示されます。ファームウェアが最
後にアップグレードされたときの状態も表示されます。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Download Tasks]をクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで、[General] > [Actions]を選択し、[Create Outside Firmware source]をクリッ
クして、次のアクションを実行します。

a) [Source Name]フィールドにスイッチイメージの名前（switch_image）を入力します。

b) [Protocol]フィールドで、[Secure copy]オプションボタンをクリックします。

Httpソースまたは Secure Copy Protocol（SCP）のどちらからソフトウェアイメー
ジをダウンロードするかに応じて、適切なラジオボタンを選択します。

（注）

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。
d) [Username]フィールドに、セキュアコピーのユーザ名を入力します。
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e) [Password]フィールドに、セキュアコピーのパスワードを入力します。[Submit]をクリッ
クします。`
スイッチファームウェアイメージがダウンロードされるのを待ちます。

ステップ 4 [ナビゲーション (Navigation)]ペインで、[ダウンロードタスク (Download Tasks)]をクリック
します。[Work]ペインで、[Operational]をクリックして、イメージのダウンロード状態を表示
します。

[ナビゲーション (Navigation)]ペインで、ダウンロードが 100%に達したら、[ファームウェア
リポジトリ (Firmware Repository)]をクリックします。

[作業 (Work)]ペインに、ダウンロードされたバージョン番号およびイメージサイズが表示さ
れます。

ステップ 5 ナビゲーション ]ペインで、右クリックして ファブリックノードファームウェア ]をクリッ
クし、 ファームウェアアップグレードウィザード 。

作業 ]ペインで、 ファームウェアグループの作成 ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 [Create Firmware Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Nodes]の下にある [Select All]タブをクリックして、[Selected]列のファブリック内の全
ノードを選択します。[Next]をクリックします。

b) 「Firmware Group]の下にある [Group Name]フィールドにグループ名を入力します。
c) [互換性チェックを無視する (Ignore Compatibility Check)]フィールドで、互換性チェッ

ク機能を無効にするように特別に指示されていない限り、デフォルトの設定をオフ

(チェック解除)の設定のままにします。

次に、ボックスにチェックマークを入力して、互換性チェック機能を無効にす

る]を選択すると、互換性の確認を無視に移動して、システム内で発生する可
能性がありますシステムには、サポートされていないアップグレードを加える

のリスクを実行する]フィールドで、使用不可の状態。詳細については、「互
換性チェックを無視する設定の変更（リリース 4.xより前のリリース）（92
ページ）」を参照してください。

（注）

d) [Target Firmware Version]フィールドで、ドロップダウンリストから、スイッチをアップ
グレードするための目的のイメージバージョンを選択します。[Next]をクリックしま
す。

e) メンテナンスグループ 、すべてのスイッチでは 2つのメンテナンスグループを作成し
ます。たとえば、偶数番号のデバイスを含むグループと、奇数番号のデバイスを含む別

のグループを作成します。

1つのメンテナンスグループは、同時すべてリーフとスパインスイッチをアッ
プグレードは、中に推奨してリーフとスパインスイッチをダウンをソフトウェ

アの中にすることをファブリック全体を防ぐために複数の (2つまたは複数)メ
ンテナンスのグループに分割することアップグレードします。リーフとスパイ

ンスイッチでのほぼ同じグループで構成される2つ以上のメンテナンスグルー
プにリーフおよびスパインスイッチを分割することにより、ソフトウェアの

アップグレード中に、ファブリックの継続的な動作半分をアップグレードする

ことによって (以下)ファブリックノードの一度に 1つ.

（注）
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f) [Create Maintenance Group]タブをクリックします。
g) [メンテナンスグループの作成 (Create Maintenance Group)]ダイアログボックスの [グ

ループ名 (Group Name)] フィールドにグループの名前を入力します。

h) [Run mode]フィールドで、デフォルトモードである [Pause only Upon Upgrade Failure]オ
プションボタンを選択します。

i) 確認、 グレースフルメンテナンス アップグレードを実行する前に、正常な挿入および

削除 (登場させ)モードにノードが停止するチェックボックス。

参照してください、 Cisco APIC Getting Started guide』、リリース 3.x グレースフル挿入
と削除 (登場させ)モードについて。GIRモードのルールと制限事項については、ファー
ムウェア管理について（28ページ）の重要な注意セクションを参照してください。

j) [Submit]をクリックします。`
k) [Finish]をクリックします。

[Work]ペインに、全スイッチがアップグレードが予定されているファームウェアグループお
よびメンテナンスグループの名前とともに表示されます。

ステップ 7 [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware] > [Firmware Groups]を展開し、作成したファー
ムウェアグループの名前をクリックします。

[Work]ペインに、以前に作成されたファームウェアポリシーの詳細が表示されます。

ステップ 8 [Navigation]ペインで、[Fabric Node] [ファームウェア > [メンテナンスグループ]を展開し、
作成したメンテナンスグループをクリックします。

[Work]ペインに、メンテナンスポリシーの詳細が表示されます。

ステップ 9 作成したメンテナンスグループを右クリックし、[Upgrade Now]をクリックします。

ステップ 10 [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。[OK]をクリックします。

[Work]ペインで、[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
いく状況が表示されます。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、Cisco 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。クラスタに仮想ポートチャ

ネル（vPC）構成が存在する場合、アップグレードプロセスでは、vPCドメインにあ
る 2台のスイッチのうち一度に 1台のスイッチのみがアップグレードされます。

（注）

ステップ 11 [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware]をクリックします。
[Work]ペインで、一覧表示される全スイッチを確認します。[Current Firmware]列に、アップ
グレードイメージの詳細が、各スイッチに対して表示されます。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。
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GUIを使用したカタログソフトウェアのバージョンのアップグレード（リリース 4.xよ
り前のリリース）

通常、カタログイメージは、Cisco APICイメージのアップグレード時にアップグレードされ
ます。ただし、管理者がカタログイメージをアップグレードしなければならない場合もありま

す。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [Firmware]を選択します。[Navigation]ペインで、[Catalog
Firmware]をクリックします。

ステップ 2 [Work]ペインで、[Actions] > [Change Catalog Firmware Policy]を選択します。

ステップ 3 [Change Catalog Firmware Policy]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Catalog Version]フィールドで、目的のカタログファームウェアのバージョンを選択しま
す。

b) ファームウェアをただちにアップグレードするために、[Apply Policy]フィールドの [Apply
Now]オプションボタンをクリックします。[Submit]をクリックします。`

c) [Work]ペインで、[Target Firmware version]フィールドが [Current Firmware Version]フィー
ルドのイメージバージョンに一致する画像が表示されるまで待機します。

これでカタログのバージョンが、アップグレードされました。

互換性チェックを無視する設定の変更（リリース 4.xより前のリリース）

、Apic内では、現在実行中のバージョンのシステムから、特定の新しいバージョンのアップグ
レードパスがサポートされているかどうかを確認する互換性チェック機能があります。[Ignore
Compatibility Checks]の設定はデフォルトでは [off]に設定されているため、デフォルトでは互
換性が調べられ、可能なアップグレードがないかチェックされます。何らかの理由で [Ignore
Compatibility Checks]の設定を [on]に変更して、互換性チェック機能を無効にする必要がある
場合は、次の手順に従ってください。

次に、ボックスにチェックマークを入力して、互換性チェック機能を無効にする]を選択する
と、 互換性の確認を無視 に移動して、システム内で発生する可能性がありますシステムに

は、サポートされていないアップグレードを加えるのリスクを実行する]フィールドで、使用
不可の状態。

（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。

ステップ 2 互換性チェックを無視する機能が含まれている画面にアクセスします。次に例を示します。
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•ファームウェア管理左側のパネルで、[選択 ファブリックノードファームウェア を右ク
リックし、 ファームウェアグループ ]を選択します ファームウェアグループの作成 し
ます。

•左側のパネルファームウェア管理、下を右クリックして コントローラファームウェア ]
を選択します コントローラのアップグレード 。

ステップ 3 該当する項目を選択、 互換性の確認を無視 ()]フィールド。

•ボックスにチェックマークを入力 を有効にする 、 互換性の確認を無視 (機能を無効に
互換性チェック、システムが可能なアップグレードの互換性をオンにしないように)]オプ
ションをまたは

• (空のボックスをオンのままに)]ボックスから、チェックマークを削除 を無効にする 、
互換性の確認を無視オプション (機能を有効に互換性チェック、システムで可能なアップ
グレードの互換性を確認するため)。

GUIを使用したソフトウェアのアップグレード（リリース 4.x以降）
GUIを使用してソフトウェアをアップグレードできます。このセクションの手順は、CiscoAPIC
リリース 4.x以降に適用されます。現在実行されているソフトウェアビルドは、現在のソフト
ウェアビルドの確認（61ページ）での説明に従って確認できます。

イメージのダウンロード（リリース 4.x以降）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。
[サマリー（Summary）]ウィンドウが表示され、次の情報が表示されます。

• [ノード（Nodes）]タイル：物理ノードで使用されているファームウェアバージョンに関
する情報を提供します。

• [仮想ノード（Virtual Nodes）]タイル：仮想ノードで使用されているファームウェアバー
ジョンに関する情報を提供します。

• [コントローラ（Controller）]タイル：このコントローラで使用されているファームウェア
バージョンに関する情報を提供します。カタログのバージョンに関する情報も提供しま

す。

• [コントローラストレージ（Controller Storage）]タイル：各コントローラのストレージ容
量に関する情報を提供します。
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ステップ 2 [イメージ（Images）]タブをクリックし、[アクション（Actions）]アイコンをクリックし、ス
クロールダウンメニューから [ファームウェアを APICに追加（Add Firmware to APIC）]を選
択します。

[ファームウェアを APICに追加（Add Firmware to APIC）]ポップアップウィンドウが表示さ
れます。

ステップ 3 ファームウェアイメージをローカルロケーションからインポートするかリモートロケーショ
ンからインポートするかを決めます。

•「ローカル」ロケーションからファームウェアイメージをインポートする場合は、[ファー
ムウェアイメージの場所（Firmware Image Location）]フィールドの [ローカル（Local）]
オプションボタンをクリックします。[参照...（Browse...）]ボタンをクリックし、インポー
トするファームウェアイメージがあるローカルシステムのフォルダに移動します。ステッ

プ 4（95ページ）に進みます。

•「リモート」ロケーションからファームウェアイメージをインポートする場合は、[ファー
ムウェアイメージの場所（Firmware Image Location）]フィールドの [リモート（Remote）]
オプションボタンをクリックし、次の操作を実行します。

a) [ダウンロード名（Download Name）]フィールドで、スクロールダウンメニューに表示さ
れるオプションを使用して既存のダウンロードを選択するか、 Cisco APICイメージファ
イルの名前（apic_imageなど）を入力してダウンロードを新しく作成します。

[ダウンロード名（Download Name）]フィールドに既存のダウンロード名を入力
してから、フィールドの横にあるゴミ箱アイコンをクリックして、既存のダウン

ロードタスクを削除することもできます。

（注）

新しいダウンロードを作成している場合は下記のフィールドが表示されます。

b) [プロトコル（Protocol）]フィールドで、[HTTP]または [セキュアコピー（Secure copy）]
のどちらかのオプションボタンをクリックします。

c) [URL]フィールドに、イメージのダウンロード元の URLを入力します。

•前の手順で [HTTP]オプションボタンを選択した場合は、ソフトウェアイメージのダ
ウンロードに使用する httpソースを入力します。

•前の手順で [セキュアコピー（Secure copy）]ラジオボタンを選択した場合は、ソフ
トウェアイメージのダウンロードに使用する Secure Copy Protocol（SCP）ソースを入
力します。

HTTPソースと SCPソースの両方の形式は次のとおりです。

<HTTP/SCP サーバ IP または FQDN>:/<path>/<filename>

URLの例は、10.1.2.3:/path/to/the/image/aci-apic-dk9.5.0.1a.isoです。

プロトコルとして SCPを選択した場合は、次のフィールドが表示されます。

d) [Username]フィールドに、セキュアコピーのユーザ名を入力します。
e) [認証タイプ（Authentication Type）]フィールドで、ダウンロードの認証タイプを選択しま
す。次のタイプを選択できます。
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•パスワードを使用

• SSH公開/秘密キーファイルを使用

デフォルトは、[パスワードの使用 (Use Password)]です。

f) [パスワードを使用（Use Password）]を選択した場合は、[パスワード（Password）]フィー
ルドにセキュアコピーのパスワードを入力します。

g) [SSH公開/秘密キーファイルを使用（Use SSH Public/Private Key Files）]を選択した場合
は、次の情報を入力します。

• SSHキーのコンテンツ: SSH秘密キーのコンテンツ。

• SSHキーのフレーズ: SSH秘密キーの生成に使用される SSHキーパスフレーズ

提供された SSH秘密キーに基づいて、APICはこのトランザクションのため
に一時的な SSH公開キーを内部的に作成し、リモートサーバとの接続を確
立します。リモートサーバが「authorized_keys」の 1つとして対応する公開
キーをもつことを確認する必要があります。認証チェックが実行されると、

APICの一時公開キーが削除されます。

（注）

次のように入力して、いずれかのAPICでSSH秘密キー（〜/.ssh/id_rsa）および対応
する SSH公開キー（〜/.ssh/id_rsa.pub）を生成できます。
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C "<username>@<apic_name>"

または、別のマシンでそれらを生成できます。いずれの方法の場合も、ダウンロード構成

ごとに生成された秘密キーを提供する必要があります。

ステップ 4 [送信 (Submit)]をクリックします。`
Cisco APICのファームウェアイメージがダウンロードされるのを待ちます。

ステップ 5 必要に応じて [イメージ（Images）]タブを再度クリックして、イメージのダウンロードステー
タスを表示します。

ダウンロードが100%に達したら、表内でダウンロードしたファームウェアイメージの行をダ
ブルクリックして、その特定ファームウェアイメージの [ファームウェアの詳細（Firmware
Details）]ページを表示します。

GUIを使用したCisco APICソフトウェアのバージョンのアップグレード（リリース 4.x以
降）

Cisco APICとスイッチの正しいアップグレード順序を決めるため、Cisco APICおよびスイッチ
ソフトウェアのアップグレードについて（62ページ）、およびアップグレード後のバージョ
ンのリリースノートを参照してください。

（注）
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ファブリック内のAPICのソフトウェアをアップグレードするには、次のGUIベースのアップ
グレード手順を使用します。

何らかの理由で、これらのGUIベースのアップグレード手順を使用してファブリック内のAPIC
のソフトウェアをアップグレードできない場合（新しい注文または製品返品と交換（RMA）
を通じて APICを受け取った場合、GUIを使用してアップグレードを実行するためにファブ
リックに参加できない場合）、APICソフトウェアをアップグレードする代わりに、CIMCを
使用してAPICでソフトウェアのクリーンインストールを実行できます。これらの手順につい
ては、インストール Cisco APIC仮想メディアを使用してソフトウェア（13ページ）を参照し
てください。

始める前に

必要に応じて、イメージのダウンロード（リリース 4.x以降）（93ページ）で説明している
手順を使用して、アップグレードに使用するイメージをダウンロードします。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。
[サマリー（Summary）]ウィンドウが表示され、次の情報が表示されます。

• [ノード（Nodes）]タイル：物理ノードで使用されているファームウェアバージョンに関
する情報を提供します。

• [仮想ノード（Virtual Nodes）]タイル：仮想ノードで使用されているファームウェアバー
ジョンに関する情報を提供します。

• [コントローラ（Controller）]タイル：このコントローラで使用されているファームウェ
アバージョンに関する情報を提供します。カタログのバージョンに関する情報も提供しま

す。

• [コントローラストレージ（Controller Storage）]タイル：各コントローラのストレージ容
量に関する情報を提供します。

ステップ 2 [インフラストラクチャ（Infrastructure）]タブをクリックし、[コントローラ（Controllers）]
サブタブを選択していない場合はクリックして選択します。

ステップ 3 [アクション（Actions）] > [コントローラアップグレードのスケジュール（Schedule Controller
Upgrade）]を選択します。

[コントローラアップグレードのスケジュール（Schedule Controller Upgrade）]ダイアログ
ボックスが表示されます。

場合によっては、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
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エラーメッセージの意味と、エラーメッセージに応じた推奨処置の詳細については、ACIの
アップグレードまたはダウングレード前の検証チェック（40ページ）を参照してください。

ステップ 4 [コントローラアップグレードのスケジュール（Schedule Controller Upgrade）]ダイアログ
ボックスで、次の操作を実行します。

a) [ターゲットの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。

b) [アップグレード開始時刻（Upgrade Start Time）]フィールドで、2つのオプションボタ
ンのいずれかをクリックします。

• [今すぐアップグレード（Upgrade now）]

• [後でアップグレード（Upgrade later）]：アップグレードを実行する日付と時刻を選
択します。

次に、[後でアップグレード (Upgrade later)]フィールドのさまざまなエントリに関連
したシナリオの例と、各シナリオでのシステムの反応の例を示します。

• [開始時刻 (Start Time)]が現在の時刻より前のポイントに設定された場合:アップ
グレードポイントが過去のポイントに設定されていると、システムによって設定

が拒否されます。
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• [開始時刻 (Start Time)]が現在の時刻より後のポイントに設定された場合:アップ
グレードは、設定した時点で開始されます。

c) [互換性チェックを無視する (Ignore Compatibility Check)]フィールドで、互換性チェック
機能を無効にするように特別に指示されていない限り、デフォルトの設定をオフ (チェッ
ク解除)の設定のままにします。

次に、ボックスにチェックマークを入力して、互換性チェック機能を無効にする]
を選択すると、互換性の確認を無視に移動して、システム内で発生する可能性

がありますシステムには、サポートされていないアップグレードを加えるのリス

クを実行する]フィールドで、使用不可の状態。詳細については、「互換性チェッ
クを無視する設定の変更（リリース4.x以降）（103ページ）」を参照してくださ
い。

（注）

[ステータス（Status）]ダイアログボックスに [変更が保存されました（Changes Saved
Successfully）]というメッセージが表示され、アップグレードプロセスが開始されます。アッ
プグレード中にコントローラクラスタを使用できるように、Cisco APICは順番にアップグレー
ドされます。

ステップ 5 必要に応じて、[インフラストラクチャ（Infrastructure）]ペインで [コントローラ
（Controllers）]サブタブを再度クリックして、アップグレードのステータスを確認します。

コントローラのアップグレードはランダムな順番で行われます。Cisco APICのアップグレード
にはそれぞれ約 10分かかります。コントローラのイメージがアップグレードされると、クラ
スタからドロップし、新しいバージョンで再起動します。その間、クラスタ内の他の Cisco
APICは動作しています。コントローラが再起動すると、クラスタに再び参加します。その後、
クラスタが収束し、次のコントローラ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、適合状態にならない場合、アップグレードはクラスタが収束して完全に正常

になるまで延期されます。この間、アップグレードされる各 Cisco APICの [ステータス
（Status）]カラムには、[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。

Cisco APICリリース 4.2(5)以降では、コントローラのアップグレードプロセスのステータスに
関する追加情報が提供される場合があります。APICアップグレードのさまざまな段階の詳細
については、APICのアップグレード段階の説明（62ページ）を参照してください。

実際のアップグレードプロセスは、以前のリリースと同じように、リリース4.2(5)の
ままです。ただし、リリース4.2(5)以降では、アップグレードプロセス中の段階を示
す追加情報が提供されました。

（注）

ステップ 6 ブラウザの URLフィールドに、すでにアップグレード済みの Cisco APICの URLを入力し、
プロンプトに応じてその Cisco APICにサインインしてください。
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GUIを使用したリーフおよびスパインスイッチソフトウェアのバージョンのアップグ
レード（リリース 4.x以降）

始める前に

•全コントローラが新しいファームウェアバージョンにアップグレードされるまで待機して
から、スイッチのファームウェアのアップグレードに進みます。

•必要に応じて、「イメージのダウンロード（リリース 4.x以降）（93ページ）」で説明
している手順を使用して、アップグレードに使用するイメージをダウンロードします。

•「アップグレードまたはダウングレードするワークフローを Cisco ACIファブリック（
37ページ）」で、中断を最小限に抑えながらアップグレードを正常に完了するための推
奨手順を確認します。

手順

ステップ 1 作業を進める前に、全コントローラが新しいファームウェアバージョンにアップグレードされ
ていることを確認します。

全コントローラが先に新しいファームウェアバージョンにアップグレードされるまでは、ス

イッチのファームウェアをアップグレードしないでください。

ステップ 2 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。
[サマリー（Summary）]ウィンドウが表示され、次の情報が表示されます。

• [ノード（Nodes）]タイル：物理ノードで使用されているファームウェアバージョンに関
する情報を提供します。

• [仮想ノード（Virtual Nodes）]タイル：仮想ノードで使用されているファームウェアバー
ジョンに関する情報を提供します。

• [コントローラ（Controller）]タイル：このコントローラで使用されているファームウェア
バージョンに関する情報を提供します。カタログのバージョンに関する情報も提供しま

す。

• [コントローラストレージ（Controller Storage）]タイル：各コントローラのストレージ容
量に関する情報を提供します。

ステップ 3 [Infrastructure]タブをクリックし、[Nodes]サブタブをクリックします。

ステップ 4 [アクション (Actions)]をクリックし、[ノードのアップグレードをスケジュール (Schedule Node
Upgrade)]を選択して、次の操作を実行します。

場合によっては、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。
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エラーメッセージの意味と、エラーメッセージに応じた推奨処置の詳細については、ACIの
アップグレードまたはダウングレード前の検証チェック（40ページ）を参照してください。

a) [グループタイプ (Group Type)]フィールドで、[スイッチ (Switch)]または [vPod]のいず
れかを選択します。

b) このフィールドが使用可能な場合は、[アップグレードグループ (UpgradeGroup)]フィー
ルドで、[既存 (Existing)]または [新規 (New)]のいずれかを選択します。

リリース 4.1 (2)以降では、[アップグレードグループ (Upgrade group)]フィールドを使
用して、既存または新規のアップグレードグループを使用しているかどうかを選択でき

ます。

• [既存 (existing)]:既存のアップグレードグループを使用する場合に選択します。既存
のアップグレードグループのプロパティを変更する場合は、この例の [アップグ
レードグループ名 (Upgrade Group Name)]フィールドで既存のアップグレードグ
ループを選択し、このページの残りのフィールドに変更を加えます。

• [新規 (New)]:新しいアップグレードグループを作成する場合に選択します。この場
合は、[アップグレードグループ名 (Upgrade Group name)]フィールドに新しいアッ
プグレードグループの名前を入力し、このページの残りのフィールドに情報を入力

して新しいアップグレードグループを作成します。

c) [アップグレードグループ名 (Upgrade Group name)]フィールドで、既存のアップグレー
ドグループのスクロールダウンメニューからアップグレードグループ名を選択するか、

新しいアップグレードグループのテキストボックスに名前を入力します。

[アップグレードグループ名（Upgrade Group Name）]フィールドで、スクロールダウン
メニューに表示されるオプションを使用して既存のアップグレードグループを選択する

か、フィールドの隅にある「x」をクリックしてフィールドをクリアし、アップグレード
グループの名前を入力します

既存のポッドメンテナンスグループを選択した場合は、そのメンテナンスグループに

関連付けられているフィールドに自動的に入力されます。

d) サイレントロールパッケージのアップグレードを実行するかどうかを決定します。
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通常のスイッチソフトウェアアップグレードではなく、ACIスイッチハード
ウェアSDK、ドライバなどの内部パッケージのアップグレードを実行する必要
がある場合にのみ、[手動サイレントロールパッケージアップグレード (Manual
Silent Roll Package Upgrade)](SRパッケージアップグレード)を選択します。
SRパッケージのアップグレードを実行する場合、メンテナンスグループは SR
パッケージのアップグレード専用であり、通常のスイッチソフトウェアアップ

グレードは実行できません。詳細については、Cisco APIC GUIを使用してサイ
レントロールパッケージのアップグレードの設定（134ページ）のセクション
を参照してください。

（注）

e) [Target Firmware Version]フィールドで、ドロップダウンリストから、スイッチをアップ
グレードするための目的のイメージバージョンを選択します。

f) [互換性チェックを無視する (Ignore Compatibility Check)]フィールドで、互換性チェッ
ク機能を無効にするように特別に指示されていない限り、デフォルトの設定をオフ

(チェック解除)の設定のままにします。

次に、ボックスにチェックマークを入力して、互換性チェック機能を無効にす

る]を選択すると、互換性の確認を無視に移動して、システム内で発生する可
能性がありますシステムには、サポートされていないアップグレードを加える

のリスクを実行する]フィールドで、使用不可の状態。詳細については、「互
換性チェックを無視する設定の変更（リリース4.x以降）（103ページ）」を参
照してください。

（注）

g) アップグレードを実行する前に、ノードをグレースフル挿入と削除 (GIR)モードに設定
する場合は、[グレースフルメンテナンス (Graceful Maintenance)]チェックボックスを
オンにします。

参照してください、 Cisco APIC Getting Started guide』、リリース 3.x グレースフル挿入
と削除 (登場させ)モードについて。GIRモードのルールと制限事項については、ファー
ムウェア管理について（28ページ）の重要な注意セクションを参照してください。

h) [実行モード（Run Mode）]フィールドで、ノードセットのメンテナンスプロセスが正
常に完了した後で自動的に次のノードセットに進むための実行モードを選択します。

次のオプションがあります。

•障害時に一時停止せず、クラスタの状態を待機しない（Do not pause on failure and
do not wait on cluster health）

•アップグレードの失敗時に一時停止します

デフォルトは [アップグレードの失敗時のみ一時停止Pause only Upon Upgrade Failure）]
です。

i) [アップグレード開始時刻 (Upgrade Start Time)]フィールドで、[今すぐ (Now)]または
[後でスケジュール (Schedule for Later)]のいずれかを選択します。

一度にアップグレードできるスイッチの数は、リリースによって異なります。
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•リリース 4.2(5)以前のリリースでは、グループ内のデフォルトの同時実行は 20に設
定されています。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。

•リリース 4.2(5)およびそれ以降では、グループ内のデフォルトの同時実行数が20か
ら無制限 (一度にアップグレードできるリーフまたはスパインスイッチのデフォル
ト数は無制限)に変更されました。

上記の値は、[今すぐ（Now）]と [後でスケジュール（Schedule for Later）]の両方に適
用されます。

[後でスケジュール (Schedule For Later)]を選択した場合は、既存のトリガースケジュー
ラを選択するか、または [トリガースケジューラを作成 (Create trigger scheduler)]をクリッ
クして新しいトリガースケジューラを作成します。詳細については、GUIを使用したス
ケジューラ―の構成（78ページ）を参照してください。

j) リリース 4.1(2)以降の場合は、[すべてのノード (All Nodes)]エリアの右側にある [+]ア
イコンをクリックします。

[アップグレードグループにノードを追加 (Add Nodes to Upgrade Group)]ページが表示
されます。

k) [アップグレードグループにノードを追加 (Add Nodes To Upgrade Group)]ページ (リリー
ス 4.1 (2)以降)または [ノード選択 (Node Selection) ]フィールド (4.1(2)以前のリリース
の場合)で、[範囲 (Range)]または [手動 (Manual)]を選択します。

• [範囲（Range）]を選択した場合は、[グループノード ID（Group Node Ids）]フィー
ルドに範囲を入力します。

• [手動（Manual）]を選択した場合は、選択可能なリーフスイッチとスパインスイッ
チのリストが [すべてのノード（All Nodes）]領域に表示されます。このアップグ
レードに含めるノードを選択します。

表示されるノードは、[グループタイプ（Group Type）]フィールドで [スイッチ
（Switch）]を選択した場合は物理リーフスイッチおよびスパインスイッチであり、
[Vpod]を選択した場合は仮想リーフスイッチまたは仮想スパインスイッチです。

l) [Submit]をクリックします。`

その後、メインファームウェアのページに戻ります。

Cisco APICリリース 4.2(5)以降では、[ワーク (Work)]ペインに [ダウンロード進行状況
(download progress)]フィールドがあります。これにより、ノードアップグレードの
ファームウェアのダウンロードの進行状況に関するステータスが表示されます。

•ファームウェアのダウンロードが何らかの理由で失敗した場合、[ダウンロード進行
状況 (Download Progress)]フィールドのステータスに [赤]と表示されます。この場
合、ステータスバーの上にカーソルを置くと、エラーポップアップが表示されます。

この場合、[ダウンロード進行状況:ダウンロード失敗 (Download status:
download-failed)]というメッセージが表示されます。
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•ファームウェアのダウンロードが成功すると、[ダウンロード進行状況 (Download
Progress)]フィールドのステータスバーが緑色に変わり、100%が表示されます。こ
の場合、ステータスバーの上にカーソルを置くと、「[ダウンロード進行状況:ダウ
ンロード済み」というメッセージが表示されます。

また、イメージをダウンロードするための /firmwareパーティションに十分なスペー
スがない場合は、この画面に通知が表示されることがあります。/firmwareパーティ
ションが 75%を超えていないことを確認します。パーティションが 75％ を超えている
場合は、リポジトリから未使用のファームウェアファイルを一部削除する必要がありま

す。これは、圧縮されたイメージを保存し、イメージを抽出するための適切なスペース

を提供します。

Admin > Firmware > Infrastructure > Nodesの下のテーブルには、各ノードが属しているアッ
プグレードグループを示す [アップグレードグループ（Upgrade Group）]（以前はPODメンテ
ナンスグループとして表示されていました）の列があります。特定のノードのこの列を右ク

リックすると、次のオプションが表示されます。

•アップグレードグループの編集（4.1(2)より前のリリース）

•アップグレードグループの表示（リリース4.1 (2)以降）

•アップグレードグループの削除（Delete Upgrade Group）

リリース4.1(2)よりも前では、このオプションを使用してアップグレードグループを編集し、
ターゲットバージョンを変更してノードのアップグレードをトリガーできます。リリース4.1(2)
以降では、この列は既存のアップグレードグループの詳細を表示するためにのみ使用できま

す。任意のリリースで選択したアップグレードグループを削除できます。

ステップ 5 リリース 4.1 (2)以降の場合、アップグレードグループからノードを削除するには、次のよう
にします。

a) アップグレードグループから削除するテーブル内のノードを選択します。

b) [すべてのノード (All Nodes)]エリアの右側にある [ゴミ箱 (trashcan)]アイコンをクリックし
ます。

c) [送信（Submit）]をクリックします。

互換性チェックを無視する設定の変更（リリース 4.x以降）

、Apic内では、現在実行中のバージョンのシステムから、特定の新しいバージョンのアップグ
レードパスがサポートされているかどうかを確認する互換性チェック機能があります。[Ignore
Compatibility Checks]の設定はデフォルトでは [off]に設定されているため、デフォルトでは互
換性が調べられ、可能なアップグレードがないかチェックされます。何らかの理由で [Ignore
Compatibility Checks]の設定を [on]に変更して、互換性チェック機能を無効にする必要がある
場合は、次の手順に従ってください。
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次に、ボックスにチェックマークを入力して、互換性チェック機能を無効にする]を選択する
と、 互換性の確認を無視 に移動して、システム内で発生する可能性がありますシステムに

は、サポートされていないアップグレードを加えるのリスクを実行する]フィールドで、使用
不可の状態。

（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。

ステップ 2 互換性チェックを無視する機能が含まれている画面にアクセスします。次に例を示します。

• [インフラストラクチャ（Infrastructure）]タブをクリックし、[コントローラ（Controllers）]
サブタブをクリックし、[アクション（Action）] > [コントローラアップグレードのスケ
ジュール（Schedule Controller Upgrade）]をクリックします。

• [インフラストラクチャ（Infrastructure）]タブをクリックし、[ノード（Nodes）]サブタブ
をクリックし、[アクション（Action）] > [ノードアップグレードのスケジュール（Schedule
Node Upgrade）]をクリックします。

ステップ 3 該当する項目を選択、 互換性の確認を無視 ()]フィールド。

•ボックスにチェックマークを入力 を有効にする 、 互換性の確認を無視 (機能を無効に
互換性チェック、システムが可能なアップグレードの互換性をオンにしないように)]オプ
ションをまたは

• (空のボックスをオンのままに)]ボックスから、チェックマークを削除 を無効にする 、
互換性の確認を無視オプション (機能を有効に互換性チェック、システムで可能なアップ
グレードの互換性を確認するため)。

GUIを使用したソフトウェアのアップグレード（リリース 5.1x以降）
GUIを使用してソフトウェアをアップグレードできます。このセクションの手順は、CiscoAPIC
リリース 5.1.x以降に適用されます。現在実行されているソフトウェアビルドは、現在のソフ
トウェアビルドの確認（61ページ）での説明に従って確認できます。

ダッシュボードへのアクセス

[Admin] > [Firmware] > [Dashboard]に移動して、ファブリック内のAPICノードとスイッチの
ファームウェアステータスを示すダッシュボードにアクセスできます。
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イメージの追加（リリース 5.1x以降）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。
[ダッシュボード（Dashboard）]ウィンドウが表示され、コントローラとリーフおよびスパイ
ンスイッチ（ノード）に関する一般情報が表示されます。

ステップ 2 左側のナビゲーションバーのイメージをクリックします。
[Image]ウィンドウが表示され、以前にダウンロードしたイメージが表示されます。

ステップ 3 [アクション（Actions）]アイコンをクリックし、スクロールダウンメニューから [ファーム
ウェアを追加（Add Firmware]を選択します。
[ファームウェアイメージを追加（Add Firmware Image）]ポップアップウィンドウが表示さ
れます。

ステップ 4 ファームウェアイメージをローカルロケーションからインポートするかリモートロケーショ
ンからインポートするかを決めます。

•コンピューターからファームウェアイメージをインポートする場合は、[ロケーション
（Location）]フィールドで、[ローカル（Local）]ラジオボタンをクリックします。[ファ
イルの選択（Choose File）]ボタンをクリックし、インポートするファームウェアイメー
ジがあるローカルシステムのフォルダに移動します。ステップ 5（106ページ）に進みま
す。

•リモートロケーションからファームウェアイメージをインポートする場合は、リモート
ロケーションからファームウェアイメージをインポートするために使用する方法に応じ

て、[セキュアコピー（Secure copy）または [HTTP]をクリックします。

• [セキュアコピー（Secure copy）]ラジオボタンを選択した場合は、ソフトウェアイ
メージのダウンロードに使用する Secure Copy Protocol（SCP）ソースを入力します。

1. [URL]フィールドに、イメージのダウンロード元の URLを入力します。

SCPソースの形式は次のとおりです。

<SCP server IP or FQDN>:/<path>/<filename>

URLの例は 10.1.2.3:/path/to/the/image/aci-apic-dk9.5.0.1a.iso
です。

2. [Username]フィールドに、セキュアコピーのユーザ名を入力します。

3. [認証タイプ（Authentication Type）]フィールドで、ダウンロードの認証タイプを
選択します。次のタイプを選択できます。

• [Password]

• SSH公開/秘密ファイル

デフォルトは、「Password」です。
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• [パスワード（Password）]を選択した場合は、[パスワード（Password）]
フィールドにセキュアコピーのパスワードを入力します。

• [SSH公開/秘密ファイル（SSH Public PrivateFiles）]を選択した場合は、次
の情報を入力します。

• Ssh Key Contents：SSH秘密キーの内容。

• Ssh Key Passphrase：SSH秘密キーの生成に使用される SSHキーパスフ
レーズ。

提供された SSH秘密キーに基づいて、APICはリモートサーバ
との接続を確立するために、このトランザクションのために一

時的な SSH公開キーを内部的に作成します。リモートサーバ
に「authorized_keys」の 1つとして対応する公開キーがあるこ
とを確認する必要があります。認証チェックが実行されると、

APICの一時公開キーが削除されます。

（注）

次のように入力して、いずれかの APICで SSH秘密キー
（~/.ssh/id_rsa）および対応する SSH公開キー
（~/.ssh/id_rsa.pub）を生成できます。

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C "<username>@<apic_name>"

または、別のマシンで生成することもできます。どちらの方法でも、ダ

ウンロード設定ごとに生成された秘密キーを指定する必要があります。

•前の手順で [HTTP]オプションボタンを選択した場合は、ソフトウェアイメージの
ダウンロードに使用する httpソースを入力します。

HTTPソースの形式は次のとおりです。

<HTTP server IP or FQDN>:/<path>/<filename>

URLの例は 10.1.2.3:/path/to/the/image/aci-apic-dk9.5.0.1a.isoで
す。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
Cisco APICファームウェアイメージのアップロードが開始されます。アップロードプロセス
の進行状況が [Uploading]ウィンドウに表示されます。
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GUIを使用した Cisco APICソフトウェアのバージョンのアップグレード（リリース 5.1x
以降）

Cisco APICとスイッチの正しいアップグレード順序を決めるため、Cisco APICおよびスイッチ
ソフトウェアのアップグレードについて（62ページ）、およびアップグレード後のバージョ
ンのリリースノートを参照してください。

（注）

ファブリック内のAPICのソフトウェアをアップグレードするには、次のGUIベースのアップ
グレード手順を使用します。

何らかの理由で、これらのGUIベースのアップグレード手順を使用してファブリック内のAPIC
のソフトウェアをアップグレードできない場合（新しい注文または製品返品と交換（RMA）
を通じて APICを受け取った場合、GUIを使用してアップグレードを実行するためにファブ
リックに参加できない場合）、APICソフトウェアをアップグレードする代わりに、CIMCを
使用してAPICでソフトウェアのクリーンインストールを実行できます。これらの手順につい
ては、インストール Cisco APIC仮想メディアを使用してソフトウェア（13ページ）を参照し
てください。

始める前に

必要に応じて、「イメージの追加（リリース5.1x以降）（105ページ）」で説明している手順
を使用して、アップグレードに使用するイメージを追加します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。
[ダッシュボード（Dashboard）]ウィンドウが表示され、コントローラとリーフおよびスパイ
ンスイッチ（ノード）に関する一般情報が表示されます。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[コントローラ（Controllers）]をクリックします。
[コントローラ（Controllers）]ウィンドウが表示され、コントローラのファームウェア情報が
示されます。

ステップ 3 [更新のセットアップ（Setup Update）]ボタンをクリックします。
[コントローラファームウェアの更新のセットアップ（Setup Controller Firmware Upgrade）]
ウィンドウの [バージョン設定（Version Selection）]ステップが表示され、システムにダウン
ロードしたすべてのソフトウェアイメージが表示されます。

代わりに、次のエラーメッセージが表示されます。

No firmware images available. Please check the Images tab.

アップグレードに使用できるイメージがありません。イメージの追加（リリース5.1x
以降）（105ページ）で説明している手順を使用して、アップグレードに使用するイ
メージを追加します。

（注）

ステップ 4 ファームウェアの更新に使用するイメージを選択し、[次へ（Next)]をクリックします。
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[検証（Validation）]ステップが表示されます。

ステップ 5 [検証（Validation）]画面に表示される情報を確認します。

リリース 5.1(1)以降では、特定の検証チェックが実行され、[検証（Validation）]画面に表示
されます。各検証チェックが成功したか失敗したかを示すメッセージが表示されます。

失敗した検証チェックについては、アップグレードに進む前に、これらの障害または問題に対

処することを推奨します。エラーメッセージの意味と、エラーメッセージに応じた推奨処置

の詳細については、ACIのアップグレードまたはダウングレード前の検証チェック（40ペー
ジ）を参照してください。

[検証（Validation）]ウィンドウで発生した障害または問題に対処したら、[次へ（Next）]を
クリックして [確認（Confirmation）]ウィンドウに進みます。

ステップ 6 [確認（Confirmation）]ウィンドウで、情報が正しいことを確認し、[インストールの開始
（Begin Install）]をクリックします。

[コントローラ（Controllers）]ウィンドウが再び表示され、アップグレードのステータスが表
示されます。

アップグレード中にコントローラクラスタを使用できるように、Cisco APICは順番にアップ
グレードされます。Cisco APICのアップグレードにはそれぞれ約10分かかります。コントロー
ラのイメージがアップグレードされると、クラスタからドロップし、新しいバージョンで再起

動します。その間、クラスタ内の他の Cisco APICは動作しています。コントローラが再起動
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、次のコントローラのイメー

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、適合状態にならない場合、

アップグレードはクラスタが収束して完全に正常になるまで延期されます。この間、アップグ

レードされる各 Cisco APICの [アップグレードステータス（Upgrade 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、ブラウザには最初に
エラーメッセージが表示されます。その後、このAPICにログインするために使用したブラウ
ザには何も表示されません。ただし、必要に応じて、クラスタ内の残りの APICにログインし
て、アップグレードプロセスの進行状況をモニタし続けることができます。

コントローラのアップグレードプロセスのステータスに関する追加情報が提供される場合があ

ります。APICアップグレードのさまざまな段階の詳細については、APICのアップグレード段
階の説明（62ページ）を参照してください。

実際のアップグレードプロセスは、以前のリリースと同じように、リリース 5.1(1)の
ままです。ただし、リリース5.1(1)以降では、アップグレードプロセス中の段階を示
す追加情報が提供されました。

（注）

ステップ 7 ブラウザの URLフィールドに、すでにアップグレード済みの Cisco APICの URLを入力し、
プロンプトに応じてその Cisco APICにサインインしてください。
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GUIを使用したリーフおよびスパインスイッチソフトウェアのバージョンのアップグ
レード（リリース 5.1.x以降）

Cisco APICとスイッチの正しいアップグレード順序を決めるため、Cisco APICおよびスイッチ
ソフトウェアのアップグレードについて（62ページ）、およびアップグレード後のバージョ
ンのリリースノートを参照してください。

（注）

リーフおよびスパインスイッチのアップグレードを 2つのフェーズでスケジュールします。

•ダウンロードフェーズ。ステップ 1（109ページ）からステップ 10（110ページ）まで
で説明されたフェーズです。ネットワークの速度とアップグレードグループに含まれる

ノードの数によっては、このフェーズに数時間かかる場合があります。ダウンロードフェー

ズ中はノードが稼働しているため、ダウンロードフェーズのメンテナンスウィンドウをス

ケジュールする必要はありません。

•ステップ 13（112ページ）以降で説明するアップグレードフェーズ。ノードはアップグ
レードプロセスの一部としてリブートするため、プロセスのアップグレードフェーズの

メンテナンスウィンドウをスケジュールする必要がありますが、そのフェーズの時間が大

幅に短縮されるため、ノードを中断するとメンテナンスウィンドウが大幅に短くなりま

す。 2つのフェーズ（ダウンロードとアップグレード）にアップグレードします。

ヒント

始める前に

•全コントローラが新しいファームウェアバージョンにアップグレードされるまで待機して
から、スイッチのファームウェアのアップグレードに進みます。

•必要に応じて、「イメージの追加（リリース5.1x以降）（105ページ）」で説明している
手順を使用して、アップグレードに使用するイメージを追加します。

•「アップグレードまたはダウングレードするワークフローを Cisco ACIファブリック（
37ページ）」で、中断を最小限に抑えながらアップグレードを正常に完了するための推
奨手順を確認します。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。
ダッシュボードウィンドウが表示され、コントローラおよびリーフとスパインスイッチ（ノー

ド）に関する一般情報を示します。

ステップ 2 左側のナビゲーションウィンドウで、[ノード（Nodes）]をクリックします。
[ノード（Nodes）]ウィンドウが表示され、リーフおよびスパインスイッチのアップグレード
グループのファームウェア情報が示されます。
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ステップ 3 [Actions]アイコンをクリックし、スクロールダウンメニューから [更新グループの作成（Create
Update Group）]を選択します。
[ノードファームウェアの更新のセットアップ（Setup Node Firmware Update）]ウィンドウの
[バージョン選択（Version Selection）]ステップが表示され、システムにダウンロードしたす
べてのソフトウェアイメージが表示されます。

ステップ 4 [バージョンの選択（Version Selection）]ステップで、アップグレードグループの名前を入力
し、ファームウェアアップデートに使用するイメージを選択して、[次へ（Next）]をクリック
します。

[ノード選択（Node Selection）]ステップが表示されます。

ステップ 5 [ノード選択（Node Selection）]ステップで、[ノードの追加（Add Nodes）]ボタンをクリック
します。

[ノードの選択（Select Nodes）]ステップが表示されます。

ステップ 6 [ノードの選択（Select Nodes）]ステップで、このアップグレードグループの一部として含め
るノードを選択します。

このウィンドウでは、ノード範囲またはノード名でフィルタリングすることもできます。[ノー
ド選択（Node Selection）]ステップが再び表示されます。

ステップ 7 [ノード選択（Node Selection）]ステップで、アップグレードするノードがリストされているこ
とを確認します。

このアップグレードグループから削除するノードの行にあるごみ箱アイコンをクリックして、

このグループからノードを削除することもできます。

ステップ 8 [ノード選択（Node Selection）]ステップのすべてが正しいことを確認したら、[次へ（Next）]
をクリックします。

[検証（Validation）]ステップが表示されます。

ステップ 9 検証ステップで提供される情報を確認します。

このページには、アップグレードに影響する可能性のある障害または問題が表示されます。

アップグレードを続行する前に、表示される障害または問題に対処することを推奨します。エ

ラーメッセージの意味と、エラーメッセージに応じた推奨処置の詳細については、ACIのアッ
プグレードまたはダウングレード前の検証チェック（40ページ）を参照してください。

[検証（Validation）]ステップで発生した障害または問題に対処したら、[次へ（Next）]をク
リックして [確認（Confirmation）]ステップに進みます。

ステップ 10 [確認（Confirmation）]ステップで、情報が正しいことを確認し、[ダウンロードの開始（Begin
Download）]をクリックします。

システムは、前の画面で選択したすべてのノードへのソフトウェアのダウンロードを開始し、

各ノードのダウンロードステータスを表示します。

ステップ 11 グループ内のアップグレードするすべてのノードのダウンロードが正常に完了したことを確認

します。

[ステータス（Status）]列に [失敗（Failed）]と表示されているノードがある場合は、いくつか
のオプションがあります。
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•ページの下部にある [すべて再試行（RetryAll）]をクリックして、アップグレードグルー
プ内のすべてのノードのダウンロードを再試行します。

•ページの下部にある [すべてキャンセル（Cancel All）]をクリックして、アップグレード
グループ内のノードのダウンロードをキャンセルします。必要に応じて、[ノードの選択
（Node Selection）][ウィンドウに戻り、異なるノードで異なるアップグレードグループ
を作成します。

•ダウンロードフェーズで成功したノードのアップグレードを続行できるように、このアッ
プグレードグループから失敗したノードを手動で削除する場合は、このアップグレードか

ら手動で削除するノードの横にある鉛筆アイコンをクリックします。グループ化して [削
除（Remove）]をクリックします。

また、イメージをダウンロードするための/firmwareパーティションに十分なスペースがな
い場合は、この画面に通知が表示されることがあります。/firmwareパーティションが 75%
を超えていないことを確認します。パーティションが 75％ を超えている場合は、リポジトリ
から未使用のファームウェアファイルを一部削除する必要があります。これは、圧縮されたイ

メージを保存し、イメージを抽出するための適切なスペースを提供します。

グループ内のすべてのノードの [ダウンロード完了（Download Complete）]のステータスが表
示されると、画面の上部に [インストール準備完了（Ready to Install）]と表示されます。

ステップ 12 次に示す詳細オプションのいずれかが必要な場合は、[詳細設定（Advanced Settings）]をク
リックして [詳細設定（Advanced Settings）]ウィンドウを表示します。

通常、これらの詳細オプションを設定する必要はありません。オプションを無効にするか、デ

フォルト値を使用することを推奨します。

[詳細設定（Advanced Settings）]ウィンドウで、必要に応じて次のいずれかの操作を実行しま
す。

• [互換性チェックを無視する (Ignore Compatibility Check)]フィールドで、互換性チェック
機能を無効にするように特別に指示されていない限り、デフォルトの設定をいいえの設

定のままにします。

[互換性チェックを無視 (Ignore Compatibility Check)]フィールドではいにして互
換性チェック機能を無効にした場合、システムでサポートされていないアップグ

レードが実行されるリスクがあり、システムが利用できない状態になる可能性が

あります。詳細については、「互換性チェックを無視する設定の変更（リリース

4.x以降）（103ページ）」を参照してください。

（注）

•グレースフルアップグレードを実行してリブート前にファブリックからノードを分離し、
トラフィックが他の使用可能なノードにプロアクティブに転送されるようにする場合は、

[グレースフルチェック（Graceful Check）]オプションで [はい（Yes）]を選択します。
分離が完了すると、スイッチは自動的にリブートされます。

このオプションは、ノードを独立してメンテナンスモードにします。これは、Graceful
Insertion and Remove（GIR）によって内部的に使用されるモードと基本的に同じです。GIR
の詳細については、『Cisco APIC Getting Started Guide』を参照してください。

Cisco APICインストール、アップグレード、ダウングレードガイド
111

Cisco APICおよびスイッチソフトウェアのアップグレードとダウングレード

GUIを使用したリーフおよびスパインスイッチソフトウェアのバージョンのアップグレード（リリース 5.1.x以降）



GIRモードのルールと制限事項については、ファームウェア管理について（28ページ）
の重要な注意セクションを参照してください。

• [実行モード（Run Mode）]フィールドで、ノードセットのメンテナンスプロセスが正常
に完了した後で自動的に次のノードセットに進むための実行モードを選択します。

次のオプションがあります。

•障害時に一時停止せず、クラスタの状態を待機しない（Do not pause on failure and do
not wait on cluster health）

•アップグレードの失敗時に一時停止します

デフォルトは [アップグレードの失敗時のみ一時停止Pause only Upon Upgrade Failure）]で
す。

[詳細設定（Advanced Settings）]ウィンドウでいずれかのアクションの実行が完了したら、[完
了（Done）]をクリックします。その後、メインファームウェアのページに戻ります。

ステップ 13 アップグレードプロセスの一部としてノードをリブートできるメンテナンスウィンドウがある

場合は、[すべてインストール（Install All）]をクリックしてソフトウェアのインストールを開
始します。

[ノードファームの更新（Node Firmware Update）]ウィンドウで、アップグレードグループ
内のノードのアップグレードの進行状況をモニタできます。このウィンドウを閉じ、左側のナ

ビゲーションウィンドウで [ノード（Nodes）]をクリックして、テーブルの [ステータス
（Status）]列でアップグレードグループの全体的なステータスを確認することもできます。

ステップ 14 すべてのノードのステータスが [完了済み（Completed）]になったら、[完了（Done）]をク
リックします。

REST APIを使用したソフトウェアのアップグレード
REST APIを使用して、ソフトウェアをアップグレードすることができます。

REST APIを使用した Cisco APICソフトウェアのアップグレード

手順

ステップ 1 リポジトリに Cisco APICイメージをダウンロードします。

例：

POST URL: https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareRepoP>
<firmwareOSource name="APIC_Image_download" proto="http" url="http://<ip
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address>/<ver-no>"/>
</firmwareRepoP>

ステップ 2 コントローラの目的のバージョンを設定するには、次のポリシーを POST送信します。

例：

POST URL: https://<ip address>/api/node/mo/uni/controller.xml
<firmwareCtrlrFwP

version="<ver-no>"
ignoreCompat="true">

</firmwareCtrlrFwP>

ステップ 3 コントローラのアップグレードをただちに起動する次のポリシーを POST送信します。

例：

POST URL : https://<ip address>/api/node/mo/uni/controller.xml
<maintCtrlrMaintP

adminState="up" adminSt="triggered">
</maintCtrlrMaintP>

REST APIを使用したスイッチソフトウェアのアップグレード

手順

ステップ 1 リポジトリにスイッチイメージをダウンロードします。

例：

POST URL: https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareRepoP>
<firmwareOSource name="Switch_Image_download" proto="http" url="http://<ip
address>/<ver-no>"/>
</firmwareRepoP>

ステップ 2 ソフトウェアリリースに応じて、必要なノード IDを持つファームウェアグループとメンテナ
ンスグループを作成するための適切なポリシーを投稿します。

•リリース4.0(1)以前のリリースの場合、次のポリシーを、POST送信することにより、ノー
ド IDが 101、102、103、104のスイッチから構成されるファームウェアグループを作成
し、ノード ID 101、102、103、104によるメンテナンスグループを作成します。
POST URL : https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<fabricInst>
<firmwareFwP

name="AllswitchesFwP"
version="<ver-no>"
ignoreCompat="true">

</firmwareFwP>

<firmwareFwGrp
name="AllswitchesFwGrp" >

<fabricNodeBlk name="Blk101"
from_="101" to_="101">

</fabricNodeBlk>
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<fabricNodeBlk name="Blk102"
from_="102" to_="102">

</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk103"

from_="103" to_="103">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk104"

from_="104" to_="104">
</fabricNodeBlk>

<firmwareRsFwgrpp
tnFirmwareFwPName="AllswitchesFwP">

</firmwareRsFwgrpp>
</firmwareFwGrp>

<maintMaintP
name="AllswitchesMaintP"
runMode="pauseOnlyOnFailures" >

</maintMaintP>

<maintMaintGrp
name="AllswitchesMaintGrp">

<fabricNodeBlk name="Blk101"
from_="101" to_="101">

</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk102"

from_="102" to_="102">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk103"

from_="103" to_="103">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk104"

from_="104" to_="104">
</fabricNodeBlk>

<maintRsMgrpp
tnMaintMaintPName="AllswitchesMaintP">

</maintRsMgrpp>
</maintMaintGrp>
</fabricInst>

•リリース4.0(1)以降のリリースの場合、次のポリシーを、POST送信することにより、ノー
ド IDが 101、102、103、104のスイッチから構成されるファームウェアグループを作成
し、ノード ID 101、102、103、104によるメンテナンスグループを作成します。
POST URL : https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<fabricInst>

<maintMaintP
version="<ver-no>"
name="AllswitchesFwP"
runMode="pauseOnlyOnFailures">

</maintMaintP>
<maintMaintGrp name="AllswitchesMaintGrp">

<fabricNodeBlk name="Blk101" from_="101" to_="101">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk102" from_="102" to_="102">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk103" from_="103" to_="103">
</fabricNodeBlk>
<fabricNodeBlk name="Blk104" from_="104" to_="104">
</fabricNodeBlk>
<maintRsMgrpp tnMaintMaintPName="AllswitchesMaintGrp">
</maintRsMgrpp>

</maintMaintGrp>
</fabricInst>
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ステップ 3 すべてのスイッチのアップグレードをただちにトリガする次のポリシーを POSTします。

例：

POST URL : https://<ip address>/api/node/mo/uni/fabric.xml
<maintMaintP

name="AllswitchesMaintP" adminSt="triggered">
</maintMaintP>

アップグレード中にコントローラクラスタを使用できるように、Cisco APICは順番にアップ
グレードされます。

RESTAPIを使用したカタログソフトウェアバージョンのアップグレー
ド

通常、カタログイメージは、Cisco APICイメージのアップグレード時にアップグレードされ
ます。ただし、管理者がカタログイメージをアップグレードしなければならない場合もありま

す。

手順

カタログイメージをアップグレードします。

例：

http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareCatFwP

version=“catalog-1.0(1e)” ignoreCompat=“yes” />
</firmwareCatFwP>

CLIによるソフトウェアのアップグレード
CLIを使用して、ソフトウェアをアップグレードできます。

NX-OSを使用した Cisco APICソフトウェアのアップグレード

手順

ステップ 1 送信元からコントローラにイメージをダウンロードします。

例：

admin@ifc1:~> scp <username>@<Host IP address that has the image>:/<absolute path to the
image including image file name> .
admin@ifc1:~> pwd
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/home/admin
admin@ifc1:~> ls
<ver-no>.bin

ステップ 2 リポジトリ情報を表示します。

例：

apic1# show firmware repository

ステップ 3 リポジトリにファームウェアイメージを追加します。

apic1# firmware repository add <name of the image file>

例：

apic1# firmware repository add aci-apic-dk9.2.0.1r.iso

ステップ 4 アップグレードするコントローラを設定します。

apic# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# controller-group
apic1(config-firmware-controller)# firmware-version <name of the image file>

例：

apic# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# controller-group
apic1(config-firmware-controller)# firmware-version aci-apic-dk9.2.2.2e.bin

ステップ 5 コントローラをアップグレードします。

例：

apic1(config-firmware-controller)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade controller-group

アップグレード中にコントローラクラスタを使用できるように、Cisco 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。

ステップ 6 コントローラのアップグレードを確認します。

例：

apic1# show firmware upgrade status
Pod Node Current-Firmware Target-Firmware Status

Upgrade-Progress(%)
---------- ---------- -------------------- --------------------
------------------------- --------------------
1 1 apic-2.3(0.376a) success

100
1 2 apic-2.3(0.376a) success

100
1 3 apic-2.3(0.376a) success

100
1 101 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success

100
1 102 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success

100
1 103 n9000-12.3(0.100) n9000-12.3(0.102) upgrade in progress

5
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1 104 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success
100

1 201 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success
100

1 202 n9000-12.3(0.100) n9000-12.3(0.102) upgrade in progress
5

apic1#

NX-OSスタイル CLIを使用したスイッチのアップグレード

手順

ステップ 1 送信元からコントローラにイメージをダウンロードします。

例：

admin@ifc1:~> scp <username>@<Host IP address that has the image>:/<absolute path to the
image including image file name> .
admin@ifc1:~> pwd
/home/admin
admin@ifc1:~> ls
<ver-no>.bin

ステップ 2 リポジトリ情報を表示します。

例：

apic1# show firmware repository

ステップ 3 リポジトリにファームウェアイメージを追加します。

apic1# firmware repository add <name of the image file>

例：

apic1# firmware repository add aci-apic-dk9.2.0.1r.iso

ステップ 4 アップグレードのスイッチのグループを設定します。

apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# switch-group <name of the switch group>
apic1(config-firmware-switch)# switch <switches to add to group>
apic1(config-firmware-switch)# firmware-version <name of the image file>

例：

apic1# configure
apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# switch-group group1
apic1(config-firmware-switch)# switch 101-104,201,202
apic1(config-firmware-switch)# firmware-version aci-n9000-dk9.12.2.2e.bin

上記の switchコマンドで no引数を使用して、次のようにグループからスイッチを削除するこ
ともできます。

apic1(config-firmware-switch)# no switch 203,204
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ステップ 5 現在のノードセットでアップグレードが失敗した場合に次のノードセットに進むかどうかを
指定します。

apic1(config-firmware-switch)# [no] run-mode {pause-never | pause-on-failure}

例：

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

ステップ 6 アップグレードにスケジューラを割り当てるか、すぐにアップグレードするかを決定します。

•アップグレードをいつ実行するのかを指定するには、スケジューラが存在する必要があり
ます。

スケジューラの詳細については、「スケジューラによるアップグレードについて（77ペー
ジ）」を参照してください。

既存のスケジューラをアップグレードに割り当てるには、次の手順を実行します。

apic1(config-firmware-switch)# schedule <scheduler-name>

次に例を示します。

apic1(config-firmware-switch)# schedule myNextSunday

•スイッチグループをすぐにアップグレードするには、EXECモードに戻り、コマンド
firmware upgrade switch-groupを入力します。

この状況では、firmware upgrade switch-groupコマンドはすぐにアップグレード
を実行します。

これは、設定済みのスケジュールされたアップグレードよりも優先されます。

（注）

apic1(config-firmware-switch)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade switch-group <name of the switch group>

次に例を示します。

apic1(config-firmware-switch)# exit
apic1(config-firmware)# exit
apic1(config)# exit
apic1# firmware upgrade switch-group group1

ステップ 7 スイッチグループのアップグレードステータスを確認します。

apic1# show firmware upgrade status switch-group <name of the switch group>

このコマンドから生成される出力は、リリースによって異なります。

•リリース 4.2(5)よりも前のリリースでは、次のような出力が表示されます。
apic1# show firmware upgrade status switch-group group1
Pod Node Current-Firmware Target-Firmware Status

Upgrade-Progress(%)
---------- ---------- -------------------- --------------------
------------------------- --------------------
1 1 apic-2.3(0.376a) success

100
1 2 apic-2.3(0.376a) success

100
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1 3 apic-2.3(0.376a) success
100

1 101 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success
100

1 102 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success
100

1 103 n9000-12.3(0.100) n9000-12.3(0.102) upgrade in
progress 5
1 104 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success

100
1 201 n9000-12.3(0.102) n9000-12.3(0.102) success

100
1 202 n9000-12.3(0.100) n9000-12.3(0.102) upgrade in
progress 5
apic1#

•リリース4.2 (5)以降では、次のような出力が表示されます。ここでは、[Download-Status]
および[Download-Progress(%)]列を使用して追加情報を提供します。

apic1# show firmware upgrade status switch-group group1
Pod Node Current-Firmware Target-Firmware Status

Upgrade-Progress(%) Download-Status Download-Progress(%)

---------- ---------- -------------------- --------------------
------------------------- -------------------- -------------------------
--------------------
1 101 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 107 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) waiting in queue
0 downloaded 100

1 108 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 112 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 113 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 121 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 122 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) waiting in queue
0 downloaded 100

1 123 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) waiting in queue
0 downloaded 100

1 124 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 126 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 127 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 128 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 130 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 171 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100
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2 172 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 173 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 174 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 175 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 196 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 197 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 201 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

2 303 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 501 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 502 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) waiting in queue
0 downloaded 100

1 1001 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 1002 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) waiting in queue
0 downloaded 100

1 1901 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 1902 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 1903 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) upgrade in
progress 45 downloaded 100

1 3999 n9000-15.0(0.138) n9000-15.0(0.144) waiting in queue
0 downloaded 100

apic1#

NX-OSスタイル CLIを使用したカタログソフトウェアバージョンの
アップグレード

デフォルトで、コントローラをアップグレードすると、自動的に対応するカタログコントロー

ラのバージョンにアップグレードされます。つまり、リポジトリにコントローラのイメージを

追加すると、リポジトリにもカタログイメージが追加されます。

別のカタログイメージをコピーし、リポジトリに追加することもできます。
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手順

ステップ 1 カタログイメージをリポジトリに追加します。

例：

apic1(config)# firmware
apic1(config-firmware)# catalog-version aci-catalog-dk9.2.2.2e.bin

ステップ 2 カタログアップグレードステータスを確認します。

例：

apic1# show catalog
Catalog-version : 2.2(2e)
apic1#

デバッグ CLIを使用したコントローラのアップグレード
実行中のファームウェアイメージと互換性がない新しい Cisco APICファームウェアイメージ
をインストールする場合は、デバッグ CLIを使用してアップグレードできます。

これらの手順で、この Cisco APICから以前のすべてのユーザデータを削除します。クラスタ
が一部の場合、コントローラはクラスタの他のコントローラからデータを取得できます。

（注）

3つの手順でデバッグCLIを使用してコントローラをアッ
プグレードする

手順

ステップ 1 管理者として Cisco APICにログインします。

ステップ 2 Cisco APICからユーザのデータを消去します。

例：

admin@apic1:~> acidiag touch clean

ステップ 3 Cisco APICのイメージをインストールします。

例：

admin@apic1:~> acidiag install http://<ip>/<ver-no>

ステップ 4 Cisco APICをリブートします。
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例：

admin@apic1:~> acidiag reboot

APIを使用したファームウェアバージョンおよびアップ
グレードステータスの確認

URLの例確認内容

GET URL：https://<ip
address>/api/node/class/firmwareCtrlrRunning.xml

コントローラで現在実行中のファームウェア

のバージョン

GET URL：https://<ip
address>/api/node/class/firmwareRunning.xml

スイッチで現在実行中のファームウェアのバー

ジョン

GET URL：https://<ip
address>/api/node/class/maintUpgJob.xml

コントローラとスイッチのアップグレードの

状態

SSDインストールステータスの確認
この手順を使用して、Cisco APICに SSDがインストールされているか確認します。

手順

ステップ 1 管理者ユーザとして Cisco APICにログインします。

ステップ 2 コマンド acidiag hwcheck | grep -A 6 "Physical Disk /dev devices"を入力します。

admin@APIC1:~> acidiag hwcheck | grep -A 6 "Physical Disk /dev devices".
====================== Physical Disk /dev devices

Disk /dev/sda: 999.0 GB, 998999326720 bytes, 1951170560 sectors
Disk /dev/sdb: 119.5 GB, 119453777920 bytes, 233308160 sectors
Disk /dev/sdc: 4009 MB, 4009754624 bytes, 7831552 sectors
Disk /dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data: 113.8 GB, 113816633344 bytes, 222298112 sectors

admin@APIC1:~>

ステップ 3 CIMCにログインします。

ステップ 4 [ストレージ] > [物理ドライブ情報]を選択します。

ステップ 5 SSDがインストールされているかどうかを確認します。
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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。コントローラクラスタは、正常な状態にする必
要があります。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。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。

スイッチについて APIで「waitingForClusterHealth = no」と表示されるまで、または GUIで [ク
ラスタコンバージェンスの待機（Waiting for Cluster Convergence）]に [いいえ（No）]が表示
されるまで約 60分以上かかる場合は、スケジューラの一時停止を確認するステップを完了し
ます。

ダウンロード障害の一般的な原因

ダウンロード障害の一般的な原因は、次のようなものがあります。

•不十分な許可

•ディレクトリまたはファイルが見つからない

•宛先のディレクトリに空きがない

•リクエストのタイムアウト/許容可能な時間内にダウンロードが完了できなかった

•サーバエラー/不明なサーバエラー

•無効な Ack

•ユーザー名/パスワード認証の問題

ダウンロードを再開するには手順のいずれかを実行します。
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クラスタの収束の確認

GUIを使用して、クラスタコンバージェンスを確認します。

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。GUIに [コントローラ
ファームウェア]画面が表示され、1つのクラスタの収束プロセスごとに一連のメッセージが
示されます。これらのメッセージは [Status]フィールドに表示されます。

成功するため、アップグレードの 2つのグループに、スイッチを分割必須です。

• Cisco APICリリース 4.2(5)以前では、デフォルトで、システムは一度に 20個のスイッチを
アップグレードします。

• Cisco APICリリース 4.2(5)以降、デフォルトでは、システムが一度にアップグレードでき
るスイッチの数が 20から無制限に変更されました。

この数は、スケジューラを使用するときに変更できます。

（注）

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、[コントローラファームウェア]
画面の [クラスタコンバージェンスの待機]フィールドに「No」と表示されます。

コントローラのアップグレードを一時停止することの確認

コントローラのアップグレードは、GUIまたは REST APIのいずれかを使用して一時停止を確
認することができます。
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GUIを使用してコントローラのアップグレードスケジューラ一時停止しているかどうか
を確認するには

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [Firmware]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware] > [Controller Firmware]を展開します。

ステップ 3 スケジュールされたメンテナンスポリシーが一時停止してかどうかが表示されます アップグ
レードに失敗しました で、 ステータス 内の列、 作業 ペインで、特定の Cisco APIC。

ものが正しく進行していることが表示されます ファームウェアアップグレードqueued、クラ
スタコンバージェンスを待機中 で [Status]カラムで、 作業 ペインで、特定の Cisco APIC。

ステップ 4 問題を特定して、この問題を修正します。

ステップ 5 をクリックします アクション ]タブをクリックします コントローラファームウェアポリシー
のアップグレード 。

REST APIを使用してコントローラのアップグレードスケジューラ一時停止しているかど
うかを確認するには

手順

コントローラメンテナンスポリシーのためにスケジューラが一時停止されていることを確認

するには、次の APIを POST送信します。

例：

https://<ip address>/api/node/class/maintUpgStatus.xml

次のような返品が表示されます。

例：

https://<ip address>/api/node/class/maintUpgStatus.xml

ConstCtrlrMaintP ==> controller group
Nowgrp ===> A switch group

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata totalCount="2">

<maintUpgStatus childAction="" dn="maintupgstatuscont/maintupgstatus-ConstCtrlrMaintP"
faultDelegateKey="uni/fabric/
maintpol-ConstCtrlrMaintP" lcOwn="local" maxConcurrent="0"
modTs="2014-08-28T14:45:24.232-07:00" polName="
ConstCtrlrMaintP" runStatus="paused" status="" uid="0" waitOnClusterHealth="no"
windowName=""/>

<maintUpgStatus childAction="" dn="maintupgstatuscont/maintupgstatus-nowgrp"
faultDelegateKey="" lcOwn="local"
maxConcurrent="0" modTs="2014-08-28T08:05:15.148-07:00" polName="nowgrp"
runStatus="running" status="" uid="0"
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waitOnClusterHealth="no" windowName=""/>
</imdata>

スイッチのアップグレードの一時停止確認

GUIまたは REST APIのいずれかを使用して、スイッチのアップグレードの一時停止を確認で
きます。

GUIを使用してスイッチアップグレードスケジューラの一時停止を確認する

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。

ステップ 2 [ナビゲーション]ペインで、[ファブリックノードファームウェア] > [メンテナンスグループ]
を展開します。

ステップ 3 [メンテナンスグループ]を展開して、[すべてのスイッチ]をクリックします。

ステップ 4 [作業]ペインで、[スケジューラのステータス]が [一時停止]を読み取っているか確認します。

[スケジューラのステータス]が [実行中]を読み取り、グループ内のノードがアップグ
レードを続行または完了している場合、デバイスが実行されアップグレードが続行ま

たは完了します。

（注）

ステップ 5 デバイスに移動し、手順 1～ 4を繰り返します。

この時点で、[スケジューラのステータス]は [実行中]を読み取ります。

ステップ 6 右上の [アクション]ドロップダウンリストを使用して、[アップグレードスケジューラの再開]
を選択します。

ステップ 7 右上の [アクション]ドロップダウンリストを使用して、[今すぐアップグレード]を選択しま
す。

REST APIを使用してスイッチのアップグレードスケジューラが時停止しているか確認す
る

手順

スイッチメンテナンスポリシーのためにスケジューラが一時停止されていることを確認する

には、次の APIを POST送信します。

例：

https://<ip address>/api/node/class/maintUpgStatus.xml
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次のような返品が表示されます。

例：

https://<ip address>/api/node/class/maintUpgStatus.xml

ConstCtrlrMaintP ==> controller group
Nowgrp ===> A switch group

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imdata totalCount="2">

<maintUpgStatus childAction="" dn="maintupgstatuscont/maintupgstatus-ConstCtrlrMaintP"
faultDelegateKey="uni/
fabric/maintpol-ConstCtrlrMaintP" lcOwn="local" maxConcurrent="0"
modTs="2014-08-28T14:45:24.232-07:00"
polName="ConstCtrlrMaintP" runStatus="paused" status="" uid="0" waitOnClusterHealth="no"
windowName=""/>

<maintUpgStatus childAction="" dn="maintupgstatuscont/maintupgstatus-nowgrp"
faultDelegateKey="" lcOwn="
local" maxConcurrent="0" modTs="2014-08-28T08:05:15.148-07:00" polName="nowgrp"
runStatus="running" status=""
uid="0" waitOnClusterHealth="no" windowName=""/>
</imdata>

スコントローラのメンテナンスポリシーのために一時停止したスケ

ジューラの再開

GUIまたは REST APIのいずれかを使用してコントローラメンテナンスポリシーの一時停止
スケジューラを再開することができます。

コントローラのアップグレードスケジューラ Resumeを GUIを使用し
て一時停止しています

手順

ステップ 1 メニューバーで、[ADMIN] > [Firmware]を選択します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Fabric Node Firmware] > [Controller Firmware]を展開します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Policy]タブをクリックします。

ステップ 4 [Controller Maintenance Policy]領域で、[Running Status]フィールドの表示が [Paused]であるこ
とを確認します。

ステップ 5 [Actions]タブをクリックし、[Resume Upgrade Scheduler]をクリックします。

ステップ 6 をクリックします アクション ]タブを選択します コントローラファームウェアポリシーの
アップグレード ドロップダウンリストから。
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ステップ 7 [アクション（Actions）]タブをクリックし、ドロップダウンリストから [今すぐ適用（Apply
Now）]を選択します。

REST APIを使用して一時停止したコントローラのアップグレードスケ
ジューラを再開する

手順

ステップ 1 コントローラメンテナンスポリシーのために一時停止されたスケジューラを再開するには、
次の APIをPOST送信します。

この例では、メンテナンスポリシーは ConstCtrlrMaintPです。

例：

URL: https://<ip address>/api/node/mo.xml
<maintUpgStatusCont>
<maintUpgStatus polName="ConstCtrlrMaintP" status="deleted" />
</maintUpgStatusCont>

ステップ 2 Cisco APICコントローラソフトウェアをアップグレードするために最初に使用される REST
APIを使用します。

スイッチのメンテナンスポリシーのために一時停止したスケジューラ

の再開

一時停止したスイッチのアップグレードスケジューラを再開するためにGUIを使用する

手順

ステップ 1 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。

ステップ 2 [ナビゲーション]ペインで、[ファブリックノードファームウェア] > [メンテナンスグルー
プ] > [maintenance_group_name]を展開します。

ステップ 3 [Work]ペインで、[Policy]タブをクリックします。

ステップ 4 [Maintenance Policy]領域で、[Running Status]フィールドの表示が [Paused]であることを確認し
ます。

ステップ 5 [メンテナンスポリシー]領域で、[スケジューラのステータス]フィールドに [一時停止]が表示
され、[クラスタコンバージェンスの待機]フィールドに [いいえ]が表示されていることを確
認します。

ステップ 6 [Actions]タブをクリックし、[Resume Upgrade Scheduler]をクリックします。
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ステップ 7 [アクション]タブをクリックして、ドロップダウンリストから [今すぐアップグレード]を選
択します。

REST APIを使用して一時停止したスイッチアップグレードスケジューラを再開する

手順

ステップ 1 スイッチメンテナンスポリシーのために一時停止されたスケジューラを再開するには、次の
APIをPOST送信します。

この例では、メンテナンスポリシーは swmaintpです。

例：

URL: https://<ip address>/api/node/mo.xml
<maintUpgStatusCont>
<maintUpgStatus polName="swmaintp" status="deleted" />
</maintUpgStatusCont>

ステップ 2 最初に使用した REST APIを使用してスイッチソフトウェアをアップグレードします。

クリーン再起動の実行

最初にファブリックを起動する際にファブリックのクリーン再起動を実行し、ファブリックが

正常に動作しない場合、クリーン再起動がファブリックを再度起動する唯一のオプションとな

ります。

手順

ステップ 1 アウトオブバンド管理で各 Cisco APICにログインし Cisco APIC DMEアプリケーションを停止
します。

例：

acidiag stop mgmt

ステップ 2 アウトオブバンド管理を使用して各スイッチにログインします。アウトオブバンド管理が使用
できない場合は、コンソールを使用してログインします。次のコマンドを使用して、スイッチ

をクリーン再起動します。

例：

/bin/setup-clean-config.sh
vsh-c reload

ステップ 3 次の通りに各 Cisco APICにログインし、Cisco APICを再起動します。
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例：

acidiag touch clean
acidiag reboot

このエラーを無視する：「acidiag: error: curl: (52) Empty reply from server」（注）

ファブリックがクリーン再起動されると、ノードは検出されません。ノードポリシーをポスト

するか、UIを使用してスイッチを登録できます。

Cisco ACIスイッチの混合バージョン中に許可される操作
Cisco ACIファブリックには基本的に、すべてのノード (APIC、リーフスイッチ、およびスパ
インスイッチ)が同じソフトウェアリリースまたは互換性のあるソフトウェアリリース上にあ
る必要があります。この場合、APICノードの標準リリース形式はx.y(z)、リーフおよびスパイ
ンスイッチには、スイッチ固有の標準リリース形式の 1x.y(z)があります。たとえば、APIC
ノードがソフトウェアリリース4.1(1)上にある場合、リーフスイッチとスパインスイッチは、
スイッチ固有のバージョン 14.1(1)である必要があります。

ただし、この状況では通常、スイッチノードを複数の異なるグループ (メンテナンスグループ)
に分割することになるため、多数のスイッチノードを持つ大きな ACIファブリックのソフト
ウェアをアップグレードしようとすると、これは困難な要件となる可能性があります。これに

より、一度に1つのアップグレードを実行して、サービスの中断を回避できますスイッチノー
ドまたはメンテナンスグループの数、およびネットワークトラフィック、サービス、および

アプリケーションの検証プロセスに応じて、1日のメンテナンスグループをアップグレードで
きますが、その他のメンテナンスグループのアップグレードを待つ必要がある場合がありま

す。

リリース 2.2(1)以降では、ソフトウェアのアップグレードによりすべてのACIスイッチが同じ
バージョンになっていない場合でも、一部の操作を実行できます。この動作は、リリース2.3(1)
で拡張され、この状況で実行できるさらに多くの操作をサポートするようになりました。次の

表では、リリース 2.2(1)および 2.3(1)以降のスイッチが混在リリースにある場合に実行できる
操作について説明します。
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•表 6 :アップグレードパスごとに混合バージョンでサポートされる操作（131ページ）で
説明されているサポートされている操作を実行するには、最初にすべての APICノードを
新しいバージョンにアップグレードする必要があります。すべての APICノードが正常に
アップグレードされ、完全にアップグレードされるまで、操作を実行しないでください。

• vPCペアのリーフスイッチの表 6 :アップグレードパスごとに混合バージョンでサポート
される操作（131ページ）でサポートされている操作は、両方のvPCペアのリーフスイッ
チがソフトウェアの同じリリースにある場合にのみ実行できます。

•表 6 :アップグレードパスごとに混合バージョンでサポートされる操作（131ページ）で
リストされている操作を実行できるのは、古い (from)バージョンですでにサポートされて
いた機能に関連している場合だけです。

• 3.0以前のリリースでは、ファブリック内の ACIノードのバージョンの違いを通知する赤
いバナーの警告が表示されています。このバナーの警告は、リリース 3.0以降に削除され
ました。

（注）

表 6 :アップグレードパスごとに混合バージョンでサポートされる操作

サポートされる操作アップグレードパス

移行後移行前

•設定のエクスポート

•テクニカルサポートの収集

•物理的なネットワークの変更(再起動、ケー
ブル交換など)

•メジャーリリースの前に導入された機能の
ポリシー変更*

サポートされているアップグ

レードパスのすべてのバー

ジョン

2.2(x)

•設定のエクスポート

•テクニカルサポートの収集

•物理的なネットワークの変更(再起動、ケー
ブル交換など)

•メジャーリリースの前に導入された機能の
ポリシー変更*

•機能のポリシー変更:表 7 :リリース 2.3(x)
以降からのアップグレードでバージョンが

混在する場合にサポートされる操作（132
ページ）

サポートされているアップグ

レードパスのすべてのバー

ジョン

2.3(x)以降
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*この操作がサポートされるのは、アップグレードが同じリリースの列車内にある場合 (たと
えば 3.2(5d)から 3.2(5f)へのアップグレードであり、リリースは 3.2(5)リリースのトレーニン
グの一部ですが、そのリリースのdとfのバージョンの間でアップグレードが発生します)。

リリース 2.3(1)以降、Application Policy Infrastructure Controllerは上記のネットワーク設定機能
と混合 OS動作中の変更に一覧表示したものに加えて、次の機能をサポートします。

表 7 :リリース 2.3(x)以降からのアップグレードでバージョンが混在する場合にサポートされる操作

操作機能

•フィルタ、件名、コントラクトを作成、更新、削除します。

•コントラクトをエクスポートおよびインポートします。

• EPGに関係する提供および消費されたコントラクトを追加お
よび削除します。

• vzAnyで提供および消費されたコントラクトを追加および削
除します。

コントラクト

• EPGを作成および削除します。

• VMM、物理、外部、L2外部、L3外部ドメインの関連付けを
追加および削除します。

•スタティックポートの割り当ておよびノードへの静的リンク
を追加、削除、更新します。

• 1つの EPGから別の EPGにエンドポイントを移動します。

• uSeg EPGからベースにEPGにエンドポイントを移動します。

エンドポイントグループ

uSeg EPGを追加および更新します。マイクロセグメンテーショ

ン

リーフスイッチ全体の vMotion。VMotion

仮想マシンのオンおよびオフ。VM操作

ブリッジドメインを作成、更新、削除します。ブリッジドメイン
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操作機能

次の操作は、VMware vDSおよび Cisco AVでのみサポートされま
す。

• VMMドメインを作成し削除します。

• VLANプールを作成し更新します。

•マルチキャストプールを追加し削除します。

• vMware vCenterを追加し更新します。

• vSwitchポリシーを追加し更新します。

VMMドメイン

L2外部および L3外部ドメインを追加、更新、削除します。レイヤ2またはレイヤ3ア
ウト

•スイッチポリシー、インターフェイスポリシー、ポリシー
グループ、接続エンティティプロファイル（AEP）を追加、
更新、削除します。

アクセスポリシー

• SPAN設定を追加、更新、削除します。

• syslogサーバを追加、更新、削除します。

トラブルシューティング

•ポートステータスを有効化および無効化します。

•物理サーバのオンおよびオフ。

•リーフスイッチおよびリーフスイッチ間で物理サーバを移動
します。

•スパインスイッチとリーフスイッチのリロード。

•スパインスイッチ LCカード、FCカード、CSカードと SUP
カードのリロード。

•スパインスイッチとリーフスイッチのデコミッション。

•仮想ポートチャネル（vPC）ドメインの追加と削除。

•プライマリリンク、セカンダリリンク、および仮想ポート
チャネル（vPC）内のすべてのリンクをフラップします。

•すべてのポートチャネルリンクをフラップし、ポートチャ
ネルで 1つのリンクをフラップして、FEXでNIFポートをフ
ラップし、ラック上部の全面パネルポートをフラップしま

す。

物理ネットワーク
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操作機能

• NTPサーバ、SNMP、BGPルートリフレクタ、L2 MTUポリ
シーを追加、更新、削除します。

• Cisco APIC接続設定を更新します。

ファブリックポリシー

次の定義は、Cisco APICリリースについて説明するために使用されます。

• Cisco APICメジャーリリースには、新しいソフトウェア機能およびその他のハードウェ
アの更新のサポートが含まれています。メジャーリリースの例には、2.2(1n)と 2.1(1h)が
含まれます。

• Cisco APICマイナーまたはメンテナンスリリース（MR）には、バグ修正や既存のリリー
スからのパッチが含まれています。マイナーまたはメンテナンスリリースの例には、

2.0(1m)と 2.0(2f)が含まれます。

• Cisco APICパッチリリースには、特定の不具合の修正が含まれています。パッチのリリー
スの例には、2.1(1h)と 2.1(1i)が含まれます。

サイレントロールパッケージのアップグレードについて
Cisco APIC Release 4.1(2)では、サイレントロールパッケージアップグレード (SRアップグ
レード)機能が導入されています。SRアップグレードを使用すると、ACIスイッチのソフト
ウェアOS全体をアップグレードしなくても、ACIスイッチのハードウェア SDK、ドライバな
どの内部パッケージのアップグレードを手動で実行できます。通常、ACIスイッチのソフト
ウェアOSのアップグレード機能は、内部パッケージも処理するため、SRアップグレードを実
行する必要はありません。

Cisco APIC Release 4.1(2)では、SRアップグレード機能は次の 2つのスイッチをサポートして
います。

• N9K-C93216TC-FX2

• N9K-C93360YC-FX2

CiscoAPICGUIを使用してサイレントロールパッケージのアップグレー
ドの設定

始める前に

•全コントローラが新しいファームウェアバージョンにアップグレードされるまで待機して
から、スイッチのファームウェアのアップグレードに進みます。
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• SRパッケージのアップグレードに使用する SRパッケージ (aci-srpkg-dk9.1.0.0など)をダ
ウンロードします (必要に応じて、イメージのダウンロード（リリース 4.x以降）（93
ページ）に記載されている手順を使用します)。

•「アップグレードまたはダウングレードするワークフローを Cisco ACIファブリック（
37ページ）」で、中断を最小限に抑えながらアップグレードを正常に完了するための推
奨手順を確認します。

手順

ステップ 1 作業を進める前に、全コントローラが新しいファームウェアバージョンにアップグレードされ
ていることを確認します。

全コントローラが先に新しいファームウェアバージョンにアップグレードされるまでは、ス

イッチのファームウェアをアップグレードしないでください。

ステップ 2 メニューバーで、[管理] > [ファームウェア]を選択します。

ステップ 3 [ワーク (Work)]ペインで、[インフラストラクチャ (Infrastructure)] > [ノード (Nodes)]をクリッ
クします。

ステップ 4 [アクション (Actions)]をクリックし、[ノードのアップグレードをスケジュール (Schedule Node
Upgrade)]を選択して、次の操作を実行します。

a) [グループタイプ (Group Type)]フィールドで、[ローカル (local)]を選択します。
b) このフィールドが使用可能な場合は、[グループのアップグレード (Upgrade Group)]

フィールドで [既存 (Existing)]または [新規 (New)]のいずれかを選択します。

• [既存 (existing)]ー既存のアップグレードグループのノードのアップグレードをスケ
ジュールすることができます。

• [新規 (new)]:新しいアップグレードグループを作成できます。

c) [アップグレードグループ名 (Upgrade Group Name)]フィールドで、ドロップダウンメ
ニューで指定されたオプションを使用して既存のアップグレードグループを選択する

か、または新しいアップグレードグループを作成するための名前を入力します。

4.1(2)以前のリリースでは、新しいアップグレードグループを作成するために、フィー
ルドの隅にある xをクリックしてフィールドをクリアし、新しいアップグレードグルー
プの名前を入力します。

既存のポッドメンテナンスグループを選択した場合は、そのメンテナンスグループに

関連付けられているフィールドに自動的に入力されます。

d) [手動サイレントロールパッケージのアップグレード (ManualSilentRollPackageUpgrade)]
チェックボックスをオンにします。
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手動サイレントロールパッケージのアップグレード (Manual Silent Roll Package
Upgrade)を選択した場合:

• [サイレントロールパッケージのバージョン (Silent Roll Package version)]
ドロップダウンリストに、SRアップグレードパッケージのバージョンのリ
ストが表示されます。

•次のフィールドは無効になっています。

•ターゲットのファームウェアバージョン

•互換性チェックの無視

•グレースフルメンテナンス

（注）

e) [サイレントロールパッケージのバージョン (Silent Roll Package Version)]ドロップダウ
ンリストをクリックして、SRパッケージのアップグレード用のパッケージを選択しま
す。

f) [実行モード（Run Mode）]フィールドで、ノードセットのメンテナンスプロセスが正
常に完了した後で自動的に次のノードセットに進むための実行モードを選択します。

次のオプションがあります。

•障害時に一時停止せず、クラスタの状態を待機しない（Do not pause on failure and
do not wait on cluster health）

•アップグレードの失敗時のみ一時停止（Pause only Upon Upgrade Failure）

デフォルトは [アップグレードの失敗時のみ一時停止Pause only Upon Upgrade Failure）]
です。

g) [アップグレード開始時刻 (Upgrade Start Time)]フィールドで、[今すぐ (Now)]または
[後でスケジュール (Schedule for Later)]のいずれかを選択します。

[予定をスケジュール（ScheduleforLater）]を選択した場合は、[スケジューラ（Scheduler）]
スクロールダウンメニューを使用してトリガー値を選択します。

h) [すべてのノード (All Nodes)]テーブルの右側にあるプラスアイコンをクリックします。

[アップグレードグループにノードを追加 (Add Nodes to Upgrade Group)]ページが表示
されます。

i) [アップグレードグループにノードを追加 (Add Nodes To Upgrade Group)]ページで、次
のいずれかを選択します。

• [範囲 (Range)]を選択した場合は、[グループノード ID (Group Node Ids)]フィール
ドに範囲を入力します。

• [手動 (Manual)]を選択した場合は、選択可能なリーフスイッチとスパインスイッチ
のリストが [すべてのノード (All Nodes)]領域に表示されます。このアップグレード
に含めるノードを選択します。
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表示されるノードは、物理リーフスイッチとスパインスイッチであることに注意し

てください。

j) [送信 (Submit)]をクリックします。

ステップ 5 アップグレードグループからノードを削除するには、次のようにします。

a) アップグレードグループから削除するテーブル内のノードを選択します。

b) [すべてのノード (All Nodes)]テーブルの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
c) [送信（Submit）]をクリックします。

CLIを使用したサイレントロールパッケージのアップグレードの設定
このセクションでは、SRパッケージのアップグレードを設定および設定解除する方法と、CLI
を使用して SRパッケージのアップグレードおよび SRパッケージのバージョンを設定した後
にアップグレードをトリガーする方法について説明します。

SRパッケージのアップグレードの詳細については、サイレントロールパッケージのアップグ
レードについて（134ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 SRパッケージのアップグレードを設定するには、次のようにします。

Switch# configure
Switch(config)# firmware
Switch(config-firmware)# switch-group new
Switch(config-firmware-switch)# sr-version aci-srpkg-dk9.1.0.0.bin
Switch(config-firmware-switch)# sr-upgrade
Switch(config-firmware-switch)# show running-config
# Command: show running-config firmware switch-group new
# Time: Wed Mar 13 15:55:59 2019
firmware
switch-group new
sr-version aci-srpkg-dk9.1.0.0.bin
sr-upgrade
exit

exit

ステップ 2 SRパッケージのアップグレードを設定解除するには、次のようにします。

Switch# configure
Switch(config)# firmware
Switch(config-firmware)# switch-group new
Switch(config-firmware-switch)# no sr-upgrade
Switch(config-firmware-switch)# show running-config
# Command: show running-config firmware switch-group new
# Time: Wed Mar 13 16:17:01 2019
firmware
switch-group new
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sr-version aci-srpkg-dk9.1.0.0.bin
exit

exit

ステップ 3 SRパッケージのバージョンとSRパッケージのアップグレードを設定した後にアップグレード
をトリガーするには、次のようにします。

SRパッケージのアップグレードが設定されている場合は、アップグレードをトリガー
するためにSRパッケージのバージョンを空にすることはできません。SRパッケージ
のアップグレードが設定されていない場合は、ファームウェアバージョン (スイッチ
バージョン)を空にすることはできません。

（注）

Switch# firmware upgrade switch-group new

REST APIを使用したサイレントロールパッケージのアップグレード
の設定

ここでは、REST APIを使用する SRパッケージのアップグレードを設定する方法について説
明します。

SRパッケージのアップグレードの詳細については、サイレントロールパッケージのアップグ
レードについて（134ページ）を参照してください。

手順

SRパッケージのアップグレードを設定するには、次のようにします。

<fabricInst>
<maintMaintP
srVersion="srpkg-1.0(1)"
srUpgrade="yes"
name="m1"
runMode="pauseOnlyOnFailures">
</maintMaintP>
<maintMaintGrp name="m1">
<fabricNodeBlk name="Blk101"
from_="101" to_="101">
</fabricNodeBlk>
<maintRsMgrpp
tnMaintMaintPName="m1">
</maintRsMgrpp>
</maintMaintGrp>

</fabricInst>
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Cisco Nexus 9300プラットフォームスイッチから Cisco
Nexus 9300 EXプラットフォームスイッチへの移行

仮想ポートチャネル（vPC）内の Cisco Nexus 9300プラットフォームスイッチを Cisco Nexus
9300 EXプラットフォームスイッチに移行するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco Nexus 9300プラットフォームスイッチからケーブルを取り外します。スイッチの電源を
切ります。

ステップ 2 Cisco APICにログインします。

ステップ 3 Fabric > Inventory > Unreachable Nodesを選択します。

ノードが到達不可能なことを確認します。[ノード名]と [ノード ID]のノードを作成します。

ステップ 4 ノードを選択します。[アクション]メニューから、[コントローラから削除]を選択します。

Cisco APICからノードが削除されるまで 5～ 10分間待機します。

ステップ 5 Cisco Nexus 9300プラットフォームスイッチ上のトラフィックをモニタします。すべてのトラ
フィックはその他のCisco Nexus 9300プラットフォームスイッチによって処理されると、トラ
フィックへの影響が最小限になるか、影響を受けません。

ステップ 6 Cisco Nexus 9300 EXプラットフォームのスイッチとCisco Nexus 9300プラットフォームスイッ
チを交換します。

ステップ 7 Cisco Nexus 9300 EXプラットフォームスイッチの電源をオンにして、ケーブルを接続します。

ステップ 8 Cisco Nexus 9300 EXプラットフォームで Cisco APICリリース 3.0 (1)ソフトウェアをロードし
ます。スイッチを起動します。

ステップ 9 Cisco APICにログインします。

ステップ 10 Fabric > Inventory > Fabric Membershipを選択します。

スイッチが表示されていることを確認します。

ステップ 11 手順 3から [ノード名]と [ノード ID]を Cisco Nexus 9300 EXプラットフォームスイッチに割
り当てます。

ステップ 12 すべての関連するポリシーがCisco Nexus 9300-EXプラットフォームスイッチにプッシュされ、
エンドポイントの同期が完了するまで数分間待機します。確認のため、[操作]>[容量ダッシュ
ボード]を選択します。このスイッチのポートチャネルは有効になっていません。

ステップ 13 その他のCisco Nexus 9300プラットフォームスイッチからケーブルを取り外します。スイッチ
の電源を切ります。

ステップ 14 その他の Cisco Nexus 9300プラットフォームスイッチで手順 1-12を繰り返します。
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アップグレードの例

コントローラアップグレードの例

Cisco APICイメージをリポジトリにダウンロードする

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareRepoP>
<firmwareOSource name="APIC_Image_download" proto="http"
url="http://172.21.158.190/aci-apic-dk9.1.0.0.72.iso"/>
</firmwareRepoP>

スイッチイメージをリポジトリにダウンロードする

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareRepoP>
<firmwareOSource name="Switch_Image_download" proto="http"
url="http://172.21.158.190/aci-n9000-dk9.11.0.0.775.bin"/>
</firmwareRepoP>

コントローラファームウェアポリシー：コントローラの目的のバージョン設定

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/controller.xml
<firmwareCtrlrFwP

version="apic-1.0(0.72)"
ignoreCompat="true">

</firmwareCtrlrFwP>

コントローラのメンテナンスポリシー：コントローラのアップグレードのトリガを今すぐ開始

する

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/controller.xml
<maintCtrlrMaintP
adminState="up" adminSt="triggered">
</maintCtrlrMaintP>

コントローラで現在実行中のバージョンを取得する

(all controllers) GET URL :
http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/class/firmwareCtrlrRunning.xml
(a controller) GET URL :
http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/mo/topology/pod-1/node-1/sys/ctrlrfwstatuscont/ctrlrrunning.xml

コントローラのアップグレードのステータスを取得する

(all controllers) GET URL : http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/class/maintUpgJob.xml
(a controllers) GET URL :
http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/mo/topology/pod-1/node-1/sys/ctrlrfwstatuscont/upgjob.xml
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スイッチのアップグレード例

スイッチのファームウェアグループ:スイッチで同じファームウェアポリシーグループ

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareFwGrp name="AllswitchesFwGrp" >

<fabricNodeBlk name="Blk101to104” from_="101" to_="104” />
<firmwareRsFwgrpp tnFirmwareFwPName="AllswitchesFwP” />

</firmwareFwGrp>

スイッチのファームウェアのファームウェアポリシー:セットが必要なバージョン

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<firmwareFwP name="AllswitchesFwP” version="n9000-11.0(0.775)” ignoreCompat="true">
</firmwareFwP>

スイッチのメンテナンスグループ:スイッチで同じメンテナンスポリシーグループ

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<maintMaintGrp name="AllswitchesMaintGrp">

<fabricNodeBlk name="Blk101to104” from_="101" to_="104” />
<maintRsMgrpp tnMaintMaintPName="AllswitchesMaintP” />

</maintMaintGrp>

スイッチのメンテナンスポリシー: maitenanceのセットアップのスケジュール

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<maintMaintP name="AllswitchesMaintP” runMode="pauseOnlyOnFailures" >
</maintMaintP>

今すぐ開始:メンテナンスグループでトリガーのアップグレード

POST URL: http://trunk6-ifc1/api/node/mo/uni/fabric.xml
<maintMaintP name="AllswitchesMaintP" adminSt="triggered">
</maintMaintP>

スイッチで現在実行中のバージョンを取得します。

(all switches) GET UR : http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/class/firmwareRunning.xml
(a switch) GET URL:
http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/fwstatuscont/running.xml

スイッチのアップグレードのステータスを取得します。

(all switches) GET URL: http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/class/maintUpgJob.xml
(a switch) GET URL:
http://trunk6-ifc1.insieme.local/api/node/mo/topology/pod-1/node-101/sys/fwstatuscont/upgjob.xml
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