
ソフトウェアメンテナンスアップグレード

の実行

この章では、Cisco NX-OSデバイスでソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行する方
法について説明します。
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• ソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行するための機能情報, 19 ページ

SMU の前提条件
アクティブ化または非アクティブ化するパッケージでは、これらの前提条件が満たされている必

要があります。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる

場合、AAA管理者に連絡してください。

•すべてのラインカードが取り付けられ、正常に動作していることを確認します。たとえば、
ラインカードのブート中、ラインカードのアップグレード中または交換中、または自動ス

イッチオーバーアクティビティが予想される場合は、パッケージのアクティブ化や非アク

ティブ化はできません。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド
1



•デュアルスーパーバイザシステムでは、アクティブおよびスタンバイスーパーバイザモ
ジュールの両方を、相互に同期する必要があります。

SMU の注意事項と制約事項
SMUに関する注意事項および制約事項は次のとおりです。

•パッケージによっては、他のパッケージのアクティブ化または非アクティブ化が必要です。
SMUに相互に依存関係がある場合は、前の SMUをまずアクティブにしないとそれらをアク
ティブ化できません。

•アクティブ化するパッケージは、現在のアクティブなソフトウェアのセットと互換性がある
必要があります。

• 1つのコマンドで複数の SMUをアクティブにできません。

• VDCごとの SMUはサポートされません。

•パッケージの互換性が確認できた場合に限り、アクティブ化が実行されます。競合がある場
合は、エラーメッセージが表示されます。

•ソフトウェアパッケージをアクティブ化する間、その他の要求はすべての影響のあるノード
で実行できません。これと同様のメッセージが表示されると、パッケージのアクティブ化は

完了します。

Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014

•各 CLIインストール要求には要求 IDが割り当てられます。これは後でイベントを確認する
のに使用できます。

• SMUは物理デバイスに依存します。つまり、Cisco Nexus 7000シリーズ用の SMUは Cisco
Nexus 7700シリーズで使用できず、逆もまた同様です。

•ソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行後、デバイスを新しい Cisco NX-OSソフ
トウェアリリースにアップグレードする場合、新しいイメージで以前のCiscoNX-OSリリー
スと SMUパッケージファイルの両方が上書きされます。

• SMUは、インストールされている Cisco NX-OSソフトウェアリリースのバージョンに依存
します。使用中のリリースと互換性のあるSMUをインストールする必要があります。リロー
ドまたは ISSUを使用して他の Cisco NX-OSソフトウェアリリースに移行すると、以前にイ
ンストールされていた Cisco NX-OSソフトウェアリリースにインストールした SMUは非ア
クティブになります。たとえば、Supervisor 2セットアップで、Cisco NX-OS Release 7.2.0で
SMUを使用していた場合、Cisco NX-OS Release 7.2.2などの他のリリースのイメージに移行
すると、SMUは非アクティブになります。

• SMUをサポートしない NX-OS Release 7.2.0以前の Cisco NX-OSソフトウェアリリースのイ
メージをロードすると、SMUは無効になります。ただし、Cisco NX-OS Release 7.2.0に戻る
と SMUはアクティブになります。
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ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行に関す

る情報

SMU の概要
通常、SMUがデバイスの動作に大きな影響を及ぼすことはありません。SMUのバージョンは、
アップグレードするパッケージのメジャー、マイナー、およびメンテナンスバージョンに同期さ

れます。

SMUは、メンテナンスリリースの代わりになるものではありません。直近の問題に対する迅速な
解決策を提供します。SMUで修正された障害は、メンテナンスリリースにすべて統合されます。

SMUの実際の導入はデバイスによって異なります。通常、プロセスを再起動するだけでソフト
ウェアはパッチされます。ただし、デバイスによってはパッチしたプロセスが再起動せず、その

場合、リロードまたは ISSUによって SMUを導入します。

SMUの影響は次のタイプによって異なります。

•プロセスの再起動SMU：アクティベーション時にプロセスまたはプロセスのグループの再起
動を引き起こします。

•リロード SMU：スイッチ全体のリロード、スーパーバイザとラインカードの並列リロード
を引き起こします。

•ラインカード SMU：ラインカードのタイプに基づきます。スーパーバイザは、影響を受け
るすべてのラインカードにこの SMUをプッシュします。ラインカード SMUをアクティブ
化するには、スイッチのリロードが必要です。

• ISSU SMU：ISSUオーケストレーションを使用して導入されます。

•前提条件SMU：依存するSMUをロードする前にアクティブ化が必要です。1つのSMUに、
前提条件としての SMUを 1つ以上含めることができます。

•置き換え SMU：以前にロードされた SMUの累積的な修正を含み、以前の SMUを置き換え
ます。

デバイスを新しい機能やメンテナンスリリースにアップグレードする詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』を参照してください。

SMUは、SMUバイナリファイル、および関連する警告を含む添付の README.txtから構成され
ます。SMUの命名規則を次に示します。

<platform>-<pkg-type>.<release_version>.<CDET>.<file-type>

次に例を示します。

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.txt
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パッケージ管理

デバイスでの SMUパッケージの追加およびアクティブ化の一般的な手順は次のとおりです。

1 パッケージファイルをローカルストレージデバイスまたはファイルサーバにコピーします。

2 install addコマンドを使用してデバイス上でパッケージを追加します。
3 install activateコマンドを使用して、デバイス上でパッケージをアクティブ化します。
4 install commitコマンドを使用して、現在のパッケージのセットをコミットします。ただし、

SMUをリロードまたは ISSUする場合は、リロードまたは ISSUの後にパッケージをコミット
します。

5 （任意）必要に応じて、パッケージを非アクティブ化して削除します。

次の図は、パッケージの管理プロセスの主要な手順について説明します。

図 1：SMU パッケージを追加、アクティブ化およびコミットするプロセス

パッケージのアクティブ化と非アクティブ化の影響

SMUパッケージのアクティブ化または非アクティブ化は、システムにすぐさま影響を与える可能
性があります。システムは次のように影響を受ける場合があります。

•新しいプロセスが開始する場合があります。

•実行しているプロセスが停止または再起動する場合があります。

•ラインカード上のすべてのプロセスがパッチされる場合があり、再起動可能なプロセスのみ
が再起動します。ラインカードのプロセスの再起動は、ソフトリセットと同等です。

•ラインカード SMUの場合、システムはアップグレードの動作と似た動作をします。

•ラインカードがリロードする場合があります。

•システム全体がリロードする場合があります。

•ラインカードのプロセスは影響を受けない場合があります。
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必要に応じて、改訂されたコンフィギュレーションおよびコンフィギュレーションの再適用に

よって起こる問題に対処する必要があります。

（注）

パッケージをアクティブ化する際に testオプションを使用すると、稼働中のシステムに影響を
与えることなく、コマンドの効果をテストすることができます。アクティブ化プロセスが完了

したら、show install logコマンドを入力してプロセスの結果を表示します。

ヒント

Cisco NX-OS のソフトウェアメンテナンスアップグレー
ドの実行

パッケージインストールの準備

SMUパッケージのインストールの準備に関する情報を収集するには、複数の showコマンドを使
用する必要があります。

はじめる前に

ソフトウェアの変更が必要かどうかを確認します。

使用中のシステムで新しいパッケージがサポートされていることを確認する。ソフトウェアパッ

ケージによっては、他のパッケージまたはパッケージバージョンをアクティブにする必要があ

り、特定のラインカードのみをサポートするパッケージもあります。

そのリリースに関連する重要な情報についてリリースノートを確認し、そのパッケージとデバイ

ス設定の互換性の有無を判断する。

システムの動作が安定していて、ソフトウェアの変更に対応できることを確認する。

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイス上のアクティブなソフトウェアを表示

します。デバイスに追加する必要があるソフト

show install active

例：
switch# show install active

ステップ 1   

ウェアを確認するには、次のコマンドを使用し

ます。

すべてのモジュールが安定状態であることを確

認します。

show module

例：
switch# show module

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

システムクロックが正しいことを確認します。

ソフトウェア操作は、デバイスクロックの時刻

に基づいて証明書を使用します。

show clock

例：
switch# show clock

ステップ 3   

SMUのコンテンツ、つまり、SMU再起動タイ
プ、プラットフォーム、影響されるプロセスな

どに関する詳細を表示します。

show install pkg-infoSMU_name

例：
Device# show install pkg-info
n7700-s2-
dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステップ 4   

次に、システム全体のアクティブなパッケージを表示する例を示します。この情報を使用して、

ソフトウェアの変更が必要かどうかを判断します。

SMUのインストール前：
switch# show install active

Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/ n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/ n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

Active Packages:
Active Packages on Module #1:

SMUのインストール後：
Switch# show install active

Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

Active Packages:

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo7721.bin

Active Packages on Module #1:
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo7721.bin

次に、現在のシステムクロックの設定を表示する例を示します。
switch# show clock

02:14:51.474 PST Wed Jan 04 2014

次に、インストールしたパッケージの詳細を表示する例を示します。この情報を使用して、ソフ

トウェアの変更が必要かどうかを判断します。

switch# show install pkg-info n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1. CSCuo07721.bin

Contents of Package file 'n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin'
Expiry date: Sun Oct 22 11:39:35 2017
Uncompressed size: 224905
Vendor: Cisco Systems
Restart type: restart
Desc: Bug Fix for CDET: CSCuo07721
Build: Built on Tue Aug 4 01:12:10 2015
Source: By Unknown
Platform: Nexus7700
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Supersedes: None
Superseded By: None
Pre-requisite: None
Restart information: Ethpm
Pre-install activate scripts: None
Post-install activate scripts: None
Pre-install deactivate scripts: None
Post-install deactivate scripts: None

Cisco.com からの SMU パッケージファイルのダウンロード
SMUパッケージファイルをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1 Cisco.comにログインします。

ステップ 2 次の URLから [Download Software]ページに移動します。 http://software.cisco.com/download/
navigator.html

ステップ 3 [Select a Product]リストから、[Switches] > [DataCenter Switches] > [CiscoNexus 7000 Series Switches]
> [model]を選択します。

ステップ 4 デバイスに適した SMUファイルを選択し、[Download]をクリックします。

ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケー

ジファイルのコピー

デバイスがアクセスできるローカルストレージデバイスまたはネットワークファイルサーバに

SMUパッケージファイルをコピーする必要があります。この作業が完了したら、パッケージをデ
バイスに追加しアクティブにできます。

デバイスにパッケージファイルを保存する必要がある場合は、ハードディスクにファイルを保存

することを推奨します。ブートデバイスは、パッケージを追加しアクティブするローカルディス

クです。デフォルトのブートデバイスは bootflash:です。

ローカルストレージデバイスにパッケージファイルをコピーする前に、dirコマンドを使用
して、必要なパッケージファイルがデバイスに存在するかどうかを確認します。

ヒント

ブートフラッシュに十分なスペースがあることを確認します。ヒント

SMUパッケージファイルがリモート TFTP、FTP、SCP、または SFTPサーバにある場合、ローカ
ルストレージデバイスにファイルをコピーできます。ファイルがローカルストレージデバイス

に置かれた後、パッケージをそのストレージデバイスからデバイスに追加しアクティブにできま

す。次のサーバプロトコルがサポートされます。
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• TFTP：ネットワークを介して、あるコンピュータから別のコンピュータへファイルを転送で
きるようにします。通常は、クライアント認証（たとえば、ユーザ名およびパスワード）を

使用しません。これは FTPの簡易版です。

パッケージファイルによっては、大きさが 32 MBを超える場合もあります
が、一部のベンダーにより提供されるTFTPサービスではこの大きさのファイ
ルがサポートされていない場合があります。32MBを超えるファイルをサポー
トするTFTPサーバにアクセスできない場合は、FTPを使用してファイルをダ
ウンロードします。

（注）

•ファイル転送プロトコル：FTPは TCP/IPプロトコルスタックの一部であり、ユーザ名とパ
スワードが必要です。

•セキュアコピー：SCPは、セキュアシェル（SSH）をサポートするネットワークサーバか
らファイルが転送されるようにします。セキュアコピープロトコル（SCP）を使用します。

• SSHファイル転送プロトコル：SFTPは、セキュリティパッケージの SSHv2機能の一部で、
セキュアなファイル転送を提供します。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Security Configuration Guide』を参照してください。

お使いのネットワークサーバの場所と可用性については、システム管理者に問い合わせてく

ださい。

（注）

ファイル転送プロトコルを使用してサーバからデバイスに SMUパッケージファイルをコピーす
るには、次の表のコマンドを使用します。

表 1：SMU パッケージファイルをデバイスにコピーするためのコマンド

目的コマンド

TFTPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• hostname-or-ipaddress：ネット
ワークファイルサーバのホ

スト名または IPアドレス。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy tftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filenamebootflash:
switch# copy tftp://10.1.1.1/images/
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin bootflash:
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目的コマンド

FTPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• username：パッケージファイ
ルを保存するディレクトリへ

のアクセス権を持つユーザの

ユーザ名。

• password：パッケージファイ
ルを保存するディレクトリへ

のアクセス権を持つユーザの

ユーザ名に関連付けられたパ

スワード。パスワードを指定

しないと、ネットワーキング

デバイスは、anonymous FTP
を受け入れます。

• hostname-or-ipaddress：ネット
ワークファイルサーバのホ

スト名または IPアドレス。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。指定されるディレク

トリは、ユーザのホームディ

レクトリの下のディレクトリ

である必要があります。この

例では、ダウンロードされた

ファイルはユーザ「john」の
ホームディレクトリ内の

「images」というサブディレ
クトリにあります。

FTPサービスの場
合、directory-pathは
usernameホーム
ディレクトリの相対

パスです。ディレク

トリの絶対パスを指

定するには、サーバ

アドレスの後ろに

「/」を追加する必
要があります。

（注）

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy
ftp://username:password@hostname-or-ipaddress/directory-path/filenamebootflash:
switch# copy ftp://john:secret@10.1.1.1/images/
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin bootflash:
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目的コマンド

SFTPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• username：パッケージファイ
ルを保存するディレクトリへ

のアクセス権を持つユーザの

ユーザ名。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy
sftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filenamebootflash:
switch# copy
sftp://10.1.1.1/images
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
bootflash:

SCPサーバから bootflash:にパッ
ケージファイルをコピーします。

• hostname-or-ipaddress：ネット
ワークファイルサーバのホ

スト名または IPアドレス。

• directory-path：追加される
パッケージファイルに導く

ネットワークファイルのサー

バパス。

• filename：追加するパッケー
ジファイルの名前。

copy
scp://username@scpserver.cisco.com//directory-path/filenamebootflash:
switch# copy
scp://john@10.1.1.1//download/n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

bootflash:n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

SMUパッケージファイルをネットワークファイルサーバまたはローカルストレージデバイスに
転送した後に、ファイルを追加しアクティブ化することができます。

パッケージの追加とアクティブ化

ローカルストレージデバイスまたはリモート TFTP、FTP、SFTPサーバに保存されている SMU
パッケージファイルをデバイスに追加できます。
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アクティブ化する SMUパッケージは、現在アクティブで動作可能なソフトウェアと互換性が
なければなりません。アクティブ化が試行されると、システムは自動互換性チェックを実行

し、パッケージがデバイス上で他のアクティブなソフトウェアと互換性があることを確認しま

す。競合がある場合は、エラーメッセージが表示されます。アクティブ化が実行されるのは、

すべての互換性が確認できた場合だけです。

（注）

あるプロセスの SMUのアクティブ化によって他のプロセスに適用されている SMUが非アク
ティブ化されることはありません。ただし、同じプロセスで以前アクティブだった SMUは非
アクティブ化されます。

（注）

はじめる前に

追加するすべてのパッケージがローカルストレージデバイスまたはネットワークファイルサー

バにあることを確認します。

パッケージのアクティブ化の前提条件をすべて満たしていることを確認します。

「ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケージファイルのコピー」

に記載されている手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンソールポートに CLI管理セッションを確立します。コンソールポートに接続して、ログイン

します。

ス

テッ

プ 1   

（任意）

追加可能なパッケージファイルを表示します。

dir bootflash:ス

テッ

プ 2   
このプロシージャを使用して追加およびアクティブ化で

きるのは SMUパッケージファイルだけです。
（注）

ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバからパッ

ケージソフトウェアファイルを解凍して、アクティブスーパーバ

install addfilename [activate]

例：
switch# install add bootflash:
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ス

テッ

プ 3   イザおよびスタンバイスーパーバイザ上のブートフラッシュに追加

します。

filename引数は、次の形式をとることができます。

• bootflash:filename

• tftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filename

• ftp://username:password@hostname-or-ipaddress/directory-path/filename

• sftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filename

• usb1:filename
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目的コマンドまたはアクション

現在実行中のソフトウェアに影響を与えずに、複数バージョンの

SMUパッケージをストレージデバイスに追加できます。ただし、
アクティブ化できるのは 1つのバージョンのパッケージだけです。

（任意）

デバイス上の非アクティブなパッケージを表示します。前述の手順

で追加されたパッケージが表示に出ることを確認します。

show install inactive

例：
switch# show install inactive

ス

テッ

プ 4   

デバイスに追加されたパッケージをアクティブにします。SMUパッ
ケージは、アクティブにされるまで無効のままです。（install add

install activatefilename [test]

例：
switch# install activate n7700-s2-
dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ス

テッ

プ 5   activateコマンドを使用して、パッケージが前にアクティブにされ
た場合は、この手順を省略します。）

パッケージ名を部分的に入力してから ?を押すと、アク
ティブ化に使用できるすべての候補が表示されます。候

補が 1つしかない場合に Tabキーを押すと、パッケージ
名の残りの部分が自動入力されます。

（注）

パッケージをアクティブ化する際に testキーワードを使
用すると、稼働中のシステムに影響を与えることなく、

コマンドの効果をテストすることができます。アクティ

ブ化プロセスが終了したら、show install logコマンドを入
力してプロセスの結果を表示します。

ヒント

Install operation 158 completed
successfully at Tue Jun 9 19:09:33
2015

必要に応じて他のパッケージもアクティブ化します。すべてのパッケージがアクティブ化され

るまで手順 5を繰り返します。
ス

テッ

プ 6   

（任意）

すべてのアクティブなパッケージを表示します。このコマンドを使

用して、正しいパッケージがアクティブであるかどうかを判断しま

す。

show install active

例：
switch# show install active

ス

テッ

プ 7   

アクティブなパッケージセットのコミット

SMUパッケージがデバイス上でアクティブになると、それは現在の実行コンフィギュレーション
の一部になります。パッケージのアクティブ化をシステム全体のリロード間で持続させるには、

デバイス上でパッケージをコミットする必要があります。

SMUのリロードおよび ISSUでは、スイッチのリロードまたは ISSUの完了後、パッケージをコ
ミットする必要があります。
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起動時に、デバイスはコミットされたパッケージセットをロードします。現在のアクティブ

なパッケージがコミットされる前にシステムがリロードされると、以前にコミットされたパッ

ケージセットが使用されます。

（注）

はじめる前に

パッケージセットをコミットする前に、デバイスが正常に動作し、想定どおりにパットを転送し

ていることを検証します。

パッケージの追加とアクティブ化, （10ページ）に記載されている手順を完了します。

手順

目的コマンドまたはアクション

現在のパッケージのセットをコミットし

て、デバイスが再起動したときにこれら

install commitfilename

例：
switch# install commit
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステップ 1   

のパッケージが使用されるようにしま

す。

（任意）

コミットされたパッケージを表示しま

す。

show install committed

例：
switch# show install committed

ステップ 2   

次に、デバイス上でアクティブなSMUパッケージをコミットして、次にコミットされたパッケー
ジを確認する例を示します。

switch# install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 2 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014

switch# show install committed
Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/ n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

Committed Packages:
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

パッケージの非アクティブ化と削除

パッケージを非アクティブ化すると、そのデバイスではアクティブではなくなりますが、パッケー

ジファイルはブートディスクに残ります。パッケージファイルは、後で再アクティブ化できま

す。また、ディスクから削除もできます。

Cisco NX-OSソフトウェアでは、選択されたパッケージセットを前に保存されたパッケージセッ
トにロールバックする柔軟性も提供されます。現在アクティブなパッケージセットよりも以前の
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パッケージセットの方が好ましい場合は、install deactivateおよび install commitコマンドを使用
して、現在のパッケージを非アクティブ化し、install activeおよび install commitコマンドを使用し
て、以前のパッケージをアクティブ化できます。

はじめる前に

別のアクティブなパッケージに必要なパッケージを非アクティブ化することはできません。パッ

ケージを非アクティブ化しようとすると、システムがそのパッケージが他のアクティブなパッケー

ジによって必要とされていないかを自動的にチェックします。非アクティブ化を実行するのは、

すべての互換性が確認できた場合だけです。

デバイスの実行中のソフトウェアまたはコミットされたソフトウェアの一部であるパッケージは

削除できません。

手順

目的コマンドまたはアクション

コンソールポートにCLI管理セッションを確
立します。

コンソールポートに接続して、ログイン

します。

ステッ

プ 1   

デバイスに追加されたパッケージを非アク

ティブ化し、ラインカードのパッケージ機能

をオフにします。

install deactivatefilename

例：
switch# install deactivate
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステッ

プ 2   

パッケージ名を部分的に入力してか

ら?を押すと、非アクティブ化に使
用できるすべての候補が表示されま

す。候補が 1つしかない場合に Tab
キーを押すと、パッケージ名の残り

の部分が自動入力されます。

（注）

（任意）

デバイス上の非アクティブなパッケージを表

示します。

show install inactive

例：
switch# show install inactive

ステッ

プ 3   

（任意）

現在のパッケージのセットをコミットして、

デバイスが再起動したときにこれらのパッ

ケージが使用されるようにします。

install commit

例：
switch# install commit

ステッ

プ 4   

パッケージを削除できるのは、非ア

クティブ化操作がコミットされた場

合だけです。

（注）

（任意）

非アクティブなパッケージを削除します。

install remove {filename | inactive}

例：
switch# install remove n7700-s2-
dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

ステッ

プ 5   

•削除できるのは非アクティブなパッケー
ジだけです。

Proceed with removing n7700-s2-
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目的コマンドまたはアクション

dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin? (y/n)?
[n] y

•パッケージは、デバイスのすべてのライ
ンカードから非アクティブにされた場合

にのみ削除できます。

例：
switch# install remove inactive
Proceed with removing? (y/n)? [n] y

•パッケージの非アクティブ化はコミット
する必要があります。

•ストレージデバイスから特定の非アク
ティブなパッケージを削除するには、

install removeコマンドに filename引数を
指定して使用します。

•システムのすべてのノードから非アク
ティブなパッケージをすべて削除するに

は、install removeコマンドと inactive
キーワードを使用します。

次に、パッケージを非アクティブ化し、変更内容をコミットし、デバイスから非アクティブなパッ

ケージを削除する例を示します。

switch# install deactivate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 3 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:36 2014

switch# show install inactive
Inactive Packages: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

switch# install commit
Install operation 4 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014

switch# install remove n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Proceed with removing n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin? (y/n)? [n] y
Install operation 5 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:57 2014

インストールログ情報の表示

インストールログは、インストール動作の履歴についての情報を提供します。インストール動作

が実行されるたびに、その動作に対して番号が割り当てられます。

• show install logコマンドを使用して、インストール動作の成功および失敗の両方について情
報を表示します。

•引数を指定しない show install logコマンドを使用して、すべてのインストール動作のサマ
リーを表示します。ある動作に固有の情報を表示するには、request-id引数を指定します。
ファイルの変更、リロードできなかったノード、その他プロセスに影響する操作など、特定

の操作の詳細を表示するには、detailキーワードを使用します。
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次に、すべてのインストール要求の情報を表示する例を示します。

switch# show install log
Thu Jan 9 01:26:09 2014
Install operation 1 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:19 2014
Install add bootflash: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014
----------------------------------------
Install operation 2 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:29 2014
Install activate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 2 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:45 2014
----------------------------------------
Install operation 3 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:05 2014
Install commit n7700-s2- dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 3 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:08 2014
----------------------------------------
Install operation 4 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:21 2014
Install deactivate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 4 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:36 2014
----------------------------------------
Install operation 5 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:43 2014
Install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 5 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014
----------------------------------------
Install operation 6 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:55 2014
Install remove n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install operation 6 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:57 2014
----------------------------------------
Install operation 7 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:21:07 2014
Install remove
Install operation 7 completed successfully at Thu Jan 9 01:21:10 201

次に、ノードやプロセスへの影響を含む追加情報を表示する例を示します。

switch# show install log detail
Thu Jan 9 01:24:03 2014
Install operation 1 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:19 2014
Installer started downloading the package: / n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
via bootflash
Install add bootflash: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Copying file at Thu Jan 9 01:19:20 2014
Download success, 238545 bytes received
Verifying package
Checking MD5 at Thu Jan 9 01:19:21 2014
MD5 checksum OK
Checking HW platform at Thu Jan 9 01:19:22 2014
Checking SW platform at Thu Jan 9 01:19:23 2014
Package verified successfully
Sending patch file to plugin manager at Thu Jan 9 01:19:23 2014
The following package is now available to be activated: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin

Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014
----------------------------------------
Install operation 2 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:19:29 2014
Install activate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install activate action started
The software will be activated with process restart
2 processes affected
sysinfo (modified)
vman (modified)
Install operation 2 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:45 2014
----------------------------------------
Install operation 3 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:05 2014
Install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
MD5 checksum OK for patch: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 3 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:08 2014
----------------------------------------
Install operation 4 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:21 2014
Install deactivate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin
Install deactivate action started
The software will be deactivated with process restart
2 processes affected
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sysinfo (modified)
vman (modified)
Install operation 4 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:36 2014
----------------------------------------
Install operation 5 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:43 2014
Install commit n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
MD5 checksum OK for patch: n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 5 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:46 2014
----------------------------------------
Install operation 6 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:20:55 2014
Install remove n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install operation 6 completed successfully at Thu Jan 9 01:20:57 2014
----------------------------------------
Install operation 7 by user 'admin' at Thu Jan 9 01:21:07 2014
Install remove
Install operation 7 completed successfully at Thu Jan 9 01:21:10 2014

次に、SMUパッケージが起動した後、スイッチがリロードされる前の出力の例を示します。
switch# show install log detail
Install operation 18 by user 'admin' at Sun Mar 9 00:42:10 2014
Install activate n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
Install activate action started
The software will be activated with system reload
Install operation 18 !!WARNING!!
This patch will get activated only after a reload of the switch. at Sun Mar 9 00:42:12 2014

次の例では、特定の SMUの詳細を示します。
switch# show install package
Boot Images:

Kickstart Image: bootflash:/ n7700-s2-kickstart.7.2.0.D1.1.bin
System Image: bootflash:/ n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.bin

-------------------------------------------------------------------
n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin Active Committed

Modules

Module #3: Active Committed

Module #4: Active Committed

n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin Inactive

Modules

Module #3: Inactive

Module #4: Inactive

次の作業
制御ポリシーの設定の詳細については、「Configuring ISGControl Policies」モジュールを参照して
ください。
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS
Software Upgrade andDowngrade
Guide』

ソフトウェアアップグレード

『System Management Command
Reference』

システム管理コマンド

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれた Technical Assistanceの場合★右

の URLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これら

のリソースは、ソフトウェアをインストールし

て設定したり、シスコの製品やテクノロジーに

関する技術的問題を解決したりするために使用

してください。このWebサイト上のツールに
アクセスする際は、Cisco.comのログイン IDお
よびパスワードが必要です。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade
and Downgrade Guide』

ソフトウェアアップグレード
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ソフトウェアメンテナンスアップグレードを実行するた

めの機能情報
次の表に、このソフトウェアでサポートされる SMUパッケージファイルのリリース情報を示し
ます。次の表には、特定の SMUパッケージのサポートが導入されているソフトウェアリリース
だけを示します。特に明記されていない限り、記載のソフトウェアの後続のリリースでも SMU
パッケージをサポートします。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
http://www.cisco.com/go/cfnに進みます。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

説明リリースSMU パッケージ
ファイル

再起動タイプ：再起動

プラットフォーム：Nexus7700

置き換え：なし

被置き換え：なし

再起動情報：CSCuo07721

アクティブ化スクリプトのプリインス

トール：なし

アクティブ化スクリプトのポストイン

ストール：なし

非アクティブ化スクリプトのプリイン

ストール：なし

非アクティブ化スクリプトのポストイ

ンストール：なし

7.2(0)n7700-s2-dk9.7.2.0.D1.1.CSCuo07721.bin
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http://www.cisco.com/go/cfn
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