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Field-Programmable Device（FPD）
Field-Programmable Device（FPD）とは、ルータ カードに実装し、個別のアップグレードが可能な
ハードウェア デバイスのことです。
FPD アップグレード
現在の FPD イメージを保持し、Cisco IOS-XE ソフトウェア イメージのみをアップグレードした場
合は、この項に記載された手順に従って FPD イメージをアップグレードします。
この手順は、ネットワーク運用環境で常に利用できるとは限りません。このアップグレード方法
が適していない場合は、FPD をアップグレードするその他の方法について、このマニュアルの他
の項を参照してください。

ファームウェア イメージおよびパッケージの概要
Cisco cBR シリーズ ルータでは、Cisco IOS-XE イメージは、ファームウェア イメージとパッケー
ジとともにバンドルされています。ファームウェアに互換性がない場合は、互換性のあるファー
ムウェアへのアップグレードが必要なことを知らせるエラー メッセージが表示されます。
次の項で紹介されている方法を使用すると、ルータの現在のファームウェア イメージおよびパッ
ケージを表示できます。
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Cisco IOS-XE リリースおよび FPD イメージのアップグレード
Cisco IOS-XE リリースおよび使用する FPD イメージをアップグレードするには、次の手順を実行
します。

ステップ 1

アップグレードする Cisco IOS-XE リリースのパッケージをダウンロードします。このパッケージには、
Cisco IOS-XE イメージと FPD イメージの両方が含まれています。

ステップ 2

新しいバージョンの Cisco IOS-XE を起動します。新しいバージョンの Cisco IOS-XE を起動すると、バン
ドルされた FPD イメージを探します。FPD イメージは、Cisco IOS-XE の起動プロセスの一環として自動
的に更新されます。

ステップ 3

ルータの起動後、show hw-module all fpd コマンドを入力して、アップグレードが正常に行われたかどう
かを確認します。
FPGA の更新時間は、ログ メッセージから確認できます。次に、ログ メッセージの例を示します。
#show hw-module all fpd
==== ====================== ======
=============================================
H/W Field Programmable
Current Min. Required Slot Card Type Ver. Device: "ID-Name" Version
Version
==== ====================== ======
================== =========== ==============
3/1 CBR-RF-PIC
0.0
34-CBR RFSW PIC 7.35 7.35
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------4/1 CBR-SUP-8X10G-PIC
2.4
36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------5/1 CBR-SUP-8X10G-PIC
3.0
36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------7/1 CBR-RF-PROT-PIC
0.0
35-CBR STEALTHSTAR 7.13 7.29 *
==== ====================== ====== =============================================
NOTES: FPD images that are required to be upgraded are indicated with a '*' character in the "Minimal
Required Version" field.

Cisco IOS-XE リリースのみのアップグレードと現在の FPD イメージの
維持
現在の FPD イメージを維持するかどうかに関係なく、Cisco IOS-XE リリースのアップグレードを
選択できます。
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（注）

ステップ 1

ステップ 2
ステップ 3

推奨事項ではありませんが、Cisco IOS-XE イメージをアップグレードし、現在の FPD イメー
ジを維持することができます。

バンドルされた FPD イメージを無効にするには、no upgrade fpd auto コマンドを使用します。
（注）
no upgrade fpd auto コマンドを入力したら、自動アップグレード機能が無効になりま
す。
新しいイメージをロードする前に設定を保存します。
新しいイメージをロードします。
（注）
現在の FPD イメージが新しいイメージに適合していない場合は、FRU がオンラインになりませ
ん。

ROMMON のアップグレード
Cisco cBR は ROM モニタ（ROMMON）とともに起動します。ROMMON アップグレードは定期
的にリリースされます。ROMMON アップグレード イメージがリリースされたら、ここに記載さ
れた手順に従って Cisco cBR の ROMMON をアップグレードします。
現在の動作中の ROMMON のイメージを表示するには、showmon コマンドを使用します。
rommon > showmon
Current image running (0/1): Boot ROM0
...

アップグレードの必要があるブート ROM は 2 種類あります。ブート ROM0 はアクティブ SUP 上
で動作するブート ROM で、ブート ROM1 は現在動作していないスタンバイ状態の SUP 上にある
ブート ROM1 です。次の手順では、両方のブート ROM がアップグレードされます。アップグレー
ド手順では、ブート ROM1 を最初にアップグレードし、アップグレード手順が失敗したときのた
めに信頼性のあるバックアップ コピーを確保します。
アップグレード プロセス中は、IOS で ROMMON アップグレード フラグが設定されます。アップ
グレード手順の最後にルータがリロードされます。リロード後、同じ IOS-XE イメージ（アクティ
ブ SUP 上にある）が読み込まれているかを確認することが重要です。2 通りのシナリオが考えら
れます。
1 AUTOBOOT が読み込む必要のある IOS-XE イメージ用に設定される。この場合、ルータ リロー
ド プロセスで同じ IOS-XE イメージが自動的に読み込まれる。
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2 AUTOBOOT が設定されない。この場合、この手順のステップ 6 を使用して同じ IOS-XE を読
み込む。

ステップ 1

IOS プロンプトでイメージをブートします。

ステップ 2

Cisco.com から ROMMON パッケージをダウンロードし、ブートフラッシュまたはハードディスクにコピー
します。

ステップ 3

IOS プロンプトで次のコマンドを実行します。
Router#

upgrade rom-monitor filename bootflash:[package name] r0

IOS は ROMMON をアップグレードし、ROMMON アップグレード フラグを設定します。
ステップ 4

スタンバイ状態のスーパーバイザがある場合は、次のコマンドを実行します。
upgrade rom-monitor filename bootflash:[package name] r1
次に、upgrade rom-monitor コマンドの使用後に表示される出力結果の例を示します。
Router#

Router#upgrade rom-monitor filename
harddisk:cbrsup-rp-hw-programmable-firmware.155-3.r.S3-ext.01.SPA.pkg r0
Upgrade rom-monitor
Target copying rom-monitor image file
131072+0 records in
131072+0 records out
Checking upgrade image...
4194304+0 records in
8192+0 records out
Upgrade image MD5 signature is c4469e1cc016d36b6109252e6565514e
Burning upgrade partition...
4194304+0 records in
4194304+0 records out
Checking upgrade partition...
4194304+0 records in
4194304+0 records out
131072+0 records in
131072+0 records out
131072+0 records in
131072+0 records out
Upgrade flash partition MD5 signature is c4469e1cc016d36b6109252e6565514e
ROMMON upgrade complete.
To make the new ROMMON permanent, you must restart the RP.

ステップ 5

ステップ 6

アップグレードが完了したら、スーパーバイザ カードをリロードします。
（注）
ルータの電源を再投入しないでください。シャーシの電源を再投入すると、ROMMON イメー
ジが破損する場合があります。
Rommon > b bootflash:<imagename>
ROMMON アップグレード フラグをリセットするには、Cisco IOS-XE ソフトウェアをリロードします。
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（注）

この手順は、ルータのリロード時に読み込む必要のある Cisco IOS-XE ソフトウェア イメージに
対して AUTOBOOT が設定されていない場合に使用します。

運用中のシステムでの FPD イメージのアップグレード
FRU を実働システムに追加する場合、その FRU に、ルータで現在稼働している Cisco IOS-XE リ
リースに不適合な FPD イメージ バージョンが含まれている可能性があります。また、FPD アップ
グレード処理は CPU 中心の処理になる可能性があるため、運用中のシステムで実行すると時間が
かかる場合があります。パフォーマンスへの影響は、ネットワーク トラフィックの負荷、使用す
る処理エンジンのタイプ、FRU のタイプ、設定されているサービスのタイプなど、さまざまな要
因によって異なります。
これらの理由から、運用中のシステムで FPD アップグレードを実行するには、可能であれば次の
選択肢のいずれかを使用することを推奨します。

非運用中のシステムを使用した Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド
ルータの FPD イメージのアップグレード
次の手順を使用して、予備システムでアップグレードを実行します。

はじめる前に
• ターゲットとなる運用中のシステムによって実行されているのと同じバージョンの Cisco
IOS-XE ソフトウェア リリースが、予備システムで実行されていること。
• 予備システムの自動アップグレード機能は有効です。（デフォルトでは自動アップグレード
機能は有効です。upgrade fpd auto コマンドを使用して有効にすることもできます。）

ステップ 1

FRU を予備システムに挿入します。
アップグレードが必要な場合、システムは必要な FPD イメージの更新を実行します。したがって、FRU
を対象となる実働システムに取り付けた場合、FPD アップグレード処理は実行されません。

ステップ 2

show hw-module all fpd コマンドを入力して、アップグレードが正常に行われたかどうかを確認します。

ステップ 3

アップグレード後、予備システムから FRU を取り外します。

ステップ 4

FRU を対象となる実働システムに挿入します。
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システム適合性の事前確認
アップグレードに利用できる予備システムがない場合、自動アップグレード機能を無効にした後
で FRU を取り付けることにより、システムとの適合性をチェックできます。
• FRU の FPD イメージがシステムに適合している場合、自動アップグレード機能を再びイネー
ブルにすれば作業は完了です（自動アップグレード機能をイネーブルに戻すには、upgrade
fpd auto コマンドを使用します）。
• FRU の FPD イメージがシステムに適合していない場合、その FRU は無効になりますが、自
動アップグレードを試行してシステム パフォーマンスに影響を与えることはありません。
FRU の FPD イメージがシステムに適合しているかどうかを確認する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

no upgrade fpd auto グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、自動アップグレード機能
を無効にします。

ステップ 2

FRU をシステムに挿入します。
FPD イメージが適合している場合、起動後に FRU が正常に動作します。
FPD イメージが適合していない場合、FRU は無効になります。この時点で、システムがオフラインのとき
にスケジュールされたメンテナンスを待機し、「FRU FPD イメージの手動アップグレード」で概説したと
おりに FPD アップグレードを手動で実行することを推奨します。

ステップ 3

upgrade fpd auto グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、自動アップグレード機能を再
びイネーブルにします。

FPD アップグレード手順
ここでは、ライン カードのファームウェアと uboot イメージをアップグレードする方法について
説明します。

（注）

ケーブル IOSd 再起動機能を使用すると、アップグレード後にライン カードをリロードする代
わりに、ライン カードのパッケージ、サブパッケージ、またはパッチをアップグレードし、
特定のライン カード プロセスを再起動できます。
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ライン カードの Daggit ファームウェアのアップグレード
RF ライン カードは、Daggit ファームウェアによって動作します。Daggit ファームウェアをアップ
グレードするには、ここで説明する手順に従ってください。

ステップ 1

ライン カード ファームウェア パッケージをハードディスクにコピーします。
copy tftp:xxx harddisk:

ステップ 2

SUP IOS で次のプリアップグレード コマンドを実行します。
upgrade hw-programmable cable active_SUP daggit pre-upgrade slot LC_slot_#
例：
Router# upgrade hw-programmable cable R0 daggit pre-upgrade slot 3

ステップ 3

SUP IOS コマンドを使用してライン カードのファームウェアをアップグレードします。
（注）
アップグレードが完了するまでライン カードを再起動しないでください。アップグレードには
約 15 分かかります。
upgrade hw-programmable cable LC_slot_# pkg_name firmware_pkg_location_path
例（Cisco IOS-XE リリース 3.16.1.OS）：
Router# upgrade hw-programmable cable 3 pkg_name /harddisk/
cbrsup-rp-hw-programmable-firmware.155-3.r.S3-ext.05.SPA.pkg
Initialize GPIO pins......
Lattice Semiconductor Corp.
ispVME V12.1 Copyright 1998-2008.
For Daisy Chain of All In-System Programmable Devices
FREQUENCY 25000000 HZ;
NOTE: Daggits upgrade will take 15 mins!
Do Not Reboot Line Card!

例（Cisco IOS-XE リリース 3.16.OS）：
Router#upgrade hw-programmable cable 3 pkg_name
/harddisk/cbrsup-rp-hw-programmable-firmware.155-3.r.S3-ext.03.SPA.pkg
Initialize GPIO pins......
Lattice Semiconductor Corp.
ispVME V12.1 Copyright 1998-2008.
For Daisy Chain of All In-System Programmable Devices
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FREQUENCY 25000000 HZ;
NOTE: Daggits upgrade will take 15 mins!
Do Not Reboot Line Card!

ステップ 4

アップグレードが完了すると（約 15 分）、ライン カードは unknown 状態に移行します。show platform
コマンドを使用してライン カードのステータスを確認します。ライン カードが unknown 状態の場合は、
次のコマンドを実行してライン カードを回復します。
upgrade hw-programmable cable active_SUP daggit lc-recovery slot LC_slot_#
例：
Router# upgrade hw-programmable cable R0 daggit lc-recovery slot 3

これには約 10 分かかりま
す。
ライン カードの状態が booting から active に移行します。show platform コマンドを使用してライン カー
ドのステータスを確認します。ライン カードが active 状態の場合は、次のコマンドを実行してアップグ
レードを確認します。
（注）

ステップ 5

upgrade hw-programmable cable active_SUP daggit post-active slot LC_slot_#
例：
Router# upgrade hw-programmable cable R0 daggit post-active slot 3

出力結果を調査して、最新バージョンであるか、イメージがアップグレード可能か、またはゴールデン イ
メージであるかを確認します。
バージョンが予想と異なり、ゴールデン イメージを実行している場合は、アップグレード プロセスが完
了していません。ステップ1からアップグレードをやり直し、アップグレードが完了するまでラインカー
ドを再起動しないようにしてください。

ライン カードの Daggit ファームウェアと UBoot イメージのアップグ
レード
ここでは、ライン カード Daggit ファームウェアおよび UBoot イメージをアップグレードする手順
について説明します。

シスコ コンバージド ブロードバンド ルータ cBR-8 ハードウェア設置ガイド
8

Cisco cBR のプログラム可能なハードウェア デバイスのアップグレード
ライン カードの Daggit ファームウェアと UBoot イメージのアップグレード

（注）

ステップ 1

UBoot イメージは、Cisco IOS-XE リリース 3.16.0S ではリリースされていません。この手順は、
Cisco IOS-XE リリース 3.16.0S 以前のファームウェアのアップグレードには使用できません。

ファームウェア パッケージをハードディスクにコピーします。
copy tftp:xxx harddisk:

ステップ 2

SUP IOS で次のプリアップグレード コマンドを実行します。
upgrade hw-programmable cable active_SUP daggit pre-upgrade slot LC_slot_#
例：
Router# upgrade hw-programmable cable R0 daggit pre-upgrade slot 3

ステップ 3

次のコマンドを使用して、ライン カード ファームウェアと uboot イメージの両方をアップグレードしま
す。
Router#upgrade hw-programmable cable 2 pkg_name
/harddisk/cbrsup-rp-hw-programmable-firmware.155-3.r.S3-ext.03.SPA.pkg
UBOOT:
FILE
: /tmp/fpd/mount/uboot.bin.SPA
VERSION : U-Boot 2011.03.9
BYTES
: 1441792
Upgrade Field Region: SUCCESS!
Daggits:
Initialize GPIO pins......
Lattice Semiconductor Corp.
ispVME V12.1 Copyright 1998-2008.
For Daisy Chain of All In-System Programmable Devices
FREQUENCY 25000000 HZ;
Feature row programming
+=======+
| PASS! |
+=======+
Programming Daggits CPLD image...
FREQUENCY 25000000 HZ;
NOTE: Daggits upgrade will take 15 mins!
Do Not Reboot Line Card!
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ステップ 4

アップグレードが完了すると（約 15 分）、ライン カードは unknown 状態に移行します。show platform
コマンドを使用してライン カードのステータスを確認します。ライン カードが unknown 状態の場合は、
次のコマンドを実行してライン カードを回復します。
upgrade hw-programmable cable active_SUP daggit lc-recovery slot LC_slot_#
例：
Router# upgrade hw-programmable cable R0 daggit lc-recovery slot 3

これには約 10 分かかりま
す。
ライン カードの状態が booting から active に移行します。show platform コマンドを使用してライン カー
ドのステータスを確認します。ライン カードが active 状態の場合は、次のコマンドを実行してアップグ
レードを確認します。
（注）

ステップ 5

upgrade hw-programmable cable active_SUP daggit post-active slot LC_slot_#
例：
Router# upgrade hw-programmable cable R0 daggit post-active slot 3

出力結果を調査して、最新バージョンであるか、イメージがアップグレード可能か、またはゴールデン イ
メージであるかを確認します。
バージョンが予想と異なり、ゴールデン イメージを実行している場合は、アップグレード プロセスが完
了していません。ステップ1からアップグレードをやり直し、アップグレードが完了するまでラインカー
ドを再起動しないようにしてください。
ライン カードの内部状態とファームウェア バージョンを確認するには、show platform diag コマンドを使
用します。

FPD 関連の省略可能な手順
ここでは、FPD 関連の省略可能な機能について説明します。ここで説明する手順はいずれも、FPD
アップグレードを行う際に必須ではありませんが、状況によって役立つ場合があります。内容は
次のとおりです。

FRU FPD イメージの手動アップグレード
FRU の現在の FPD バージョンを手動でアップグレードするには、次のコマンドを使用します。
Router# upgrade hw-module subslot [slot/subslot] fpd bundle [reload]
この例では、slot は FRU を取り付けるスロットを、subslot は FRU が配置されたサブスロット番号
を、fpd は必要なアップグレードのタイプを示し、bundle はバンドルする FPD パッケージを選択
し、reload はアップグレード後に自動的にリロードされる FRU を指定します。FRU FPD アップグ
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レードを指定するには、subslotslot/subslot を使用します。FRU は自動的にリロードされ、FPD アッ
プグレードを実行します。

注意

FRU によっては、イメージのアップグレードに長時間かかる場合があります。

複数の FPD イメージのアップグレード
1 つのハードウェアに対し、複数の FPD イメージを保持することが可能です。Cisco cBR シリーズ
ルータでは、最大 3 つの FPD イメージを同時にアップグレードできます。ただし、一度に実行で
きるのはルータのスロットごとに 1 つの FPD アップグレードだけです。1 つのスロットに搭載さ
れたすべての FRU の FPD イメージは、いずれも他の FPD アップグレードが終了するまで待つ必
要があります。

（注）

一部の FPD イメージでは、FRU をリロードして完了する必要があります。FPD アップグレー
ド プロセスではこのステップが自動的に行われるので、ユーザが手を加える必要はありませ
ん。ただし、該当するスロットのハードウェアで使用されるその他の FPD については、この
リロードが完了してからでないとアップグレード プロセスが開始されません。

（注）

手動アップグレードの場合、FRU が自動的にリロードできるようにリロード オプションを追
加する必要があります。
自動アップグレードの際には、Cisco cBR シリーズ ルータでは可能な限り多くの FPD が一度にアッ
プグレードされます。ユーザによる介入は不要であり、不可能です。アップグレード プロセス
は、すべての FPD イメージが更新されるまで継続されます。
手動アップグレードの際には、upgrade hw-module subslot [slot/subslot] コマンドを入力するたび
に、1 つのハードウェアのアップグレードしか指定できないことに注意することが重要です。最
大 3 つの同時アップグレードが手動アップグレードにも適用されます。複数の手動 FPD アップグ
レードを個別に指定すると、アップグレードできる FPD は 3 つだけで、これはハードウェアが異
なるルータ スロットにあるときだけ起こります。FPD アップグレード プロセスは、指定したハー
ドウェアのすべての FPD がアップグレードされた時点で終了します。

ルータのすべてのファームウェアの表示
show platform diag コマンドを使用すると、ルータで利用可能なすべてのファームウェアが表示さ
れます。
Router#show platform diag
Chassis type: CBR-8-CCAP-CHASS
Pic: 0/1, CBR-RF-PROT-PIC
Internal state : inserted
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Physical insert detect time : 00:03:27 (00:15:07 ago)
Firmware version: : 0000070E
Slot: 2, CBR-CCAP-LC-40G
Running state : ok
Internal state : online
Internal operational state : ok
Physical insert detect time : 00:01:41 (00:16:53 ago)
Software declared up time : 00:05:04 (00:13:30 ago)
CPLD version : 0000001C
Rommon version : 2011.03.12
Basestar version : 00110002
Raider version : 01010006
Caprica version : 00000017
PSOC 0 version : v3.0
PSOC 1 version : v3.0
Pic: 2/1, CBR-RF-PROT-PIC
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:03:28 (00:15:06 ago)
Firmware version: : 00000500
Slot: 3, CBR-CCAP-LC-40G
Running state : ok
Internal state : online
Internal operational state : ok
Physical insert detect time : 00:01:41 (00:16:53 ago)
Software declared up time : 00:05:03 (00:13:31 ago)
CPLD version : 0000001C
Rommon version : 2011.03.12
Basestar version : 00110002
Raider version : 01010006
Caprica version : 00000017
PSOC 0 version : v4.2
PSOC 1 version : v4.2
Pic: 3/1, CBR-RF-PIC
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:03:29 (00:15:05 ago)
Firmware version: : 00000602
Slot: 6, CBR-CCAP-LC-40G
Running state : ok
Internal state : online
Internal operational state : ok
Physical insert detect time : 00:01:41 (00:16:53 ago)
Software declared up time : 00:05:02 (00:13:31 ago)
CPLD version : 0000001C
Rommon version : 2011.03.12
Basestar version : 00110002
Raider version : 01010006
Caprica version : 00000017
PSOC 0 version : v4.2
PSOC 1 version : v4.2
Pic: 6/1, CBR-RF-PIC
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:03:30 (00:15:04 ago)
Firmware version: : 00000500
Slot: SUP0, CBR-CCAP-SUP-160G
Physical insert detect time : 00:01:41 (00:16:53 ago)
CPLD version : 14121111
ViperSO CPLD version : 13032701
ViperSIO CPLD version : 14010901
Rommon version : 15.5(2r)S
Blackbird version : 00000112
Raptor ESI version : 00010035
Raptor MAC version : 0001002D
SUP-PIC CPLD version : 14071504
SUP-DC CPLD version : ffffffff
DTI Client FPGA version : 00000005
DTI Firmware version : 00000A03
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Cortina PHY version : 201402061607
SUP PSOC 0 version : v4.0.8
SUP PSOC 1 version : v4.0.8
SUP PSOC 2 version : v4.0.9_IVY
SUP PSOC 3 version : v4.0.6
SUP-DC PSOC 0 version : N/A
SUP-DC PSOC 1 version : N/A
SUP-PIC PSOC 0 version : V2.0.5
SUP-PIC PSOC 1 version : V2.0.5
Slot: R0, CBR-CCAP-SUP-160G
Running state : ok, active
Internal state : online
Internal operational state : ok
Software declared up time : 00:01:41 (00:16:53 ago)
Slot: F0, CBR-CCAP-SUP-160G
Running state : ok, active
Internal state : online
Internal operational state : ok
Software declared up time : 00:03:22 (00:15:12 ago)
Hardware ready signal time : 00:00:00 (never ago)
Packet ready signal time : 00:03:41 (00:14:53 ago)
Slot: 4, CBR-CCAP-SUP-160G
Running state : ok
Internal state : online
Internal operational state : ok
Software declared up time : 00:03:27 (00:15:07 ago)
Pic: 4/1, CBR-SUP-8X10G-PIC
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:03:31 (00:15:03 ago)
Slot: SUP1, CBR-CCAP-SUP-160G
Physical insert detect time : 00:01:47 (00:16:47 ago)
CPLD version : 14121111
ViperSO CPLD version : 13080901
ViperSIO CPLD version : 14050801
Rommon version : 15.5(2r)S
Blackbird version : 00000112
Raptor ESI version : 00010035
Raptor MAC version : 0001002D
SUP-PIC CPLD version : 14071504
SUP-DC CPLD version : ffffffff
DTI Client FPGA version : 00000005
DTI Firmware version : 00000A03
Cortina PHY version : 201402061607
SUP PSOC 0 version : v4.0.8
SUP PSOC 1 version : v4.0.8
SUP PSOC 2 version : v4.0.9_IVY
SUP PSOC 3 version : v4.0.6
SUP-DC PSOC 0 version : N/A
SUP-DC PSOC 1 version : N/A
SUP-PIC PSOC 0 version : V2.0.5
SUP-PIC PSOC 1 version : V2.0.5
Slot: R1, CBR-CCAP-SUP-160G
Running state : ok, standby
Internal state : online
Internal operational state : ok
Software declared up time : 00:01:47 (00:16:47 ago)
Slot: F1, CBR-CCAP-SUP-160G
Running state : ok, standby
Internal state : online
Internal operational state : ok
Software declared up time : 00:05:07 (00:13:26 ago)
Hardware ready signal time : 00:00:00 (never ago)
Packet ready signal time : 00:05:28 (00:13:05 ago)
Slot: 5, CBR-CCAP-SUP-160G
Running state : ok
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Internal state : online
Internal operational state : ok
Software declared up time : 00:05:12 (00:13:22 ago)
Pic: 5/1, CBR-SUP-8X10G-PIC
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:03:32 (00:15:02 ago)
Slot: P0, PWR-3KW-AC-V2
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:27 (00:15:07 ago)
Slot: P1, PWR-3KW-AC-V2
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:27 (00:15:07 ago)
Slot: P2, PWR-3KW-AC-V2
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:27 (00:15:07 ago)
Slot: P3, Unknown
State : ps, fail
Physical insert detect time : 00:00:00 (never ago)
Slot: P4, Unknown
State : ps, fail
Physical insert detect time : 00:00:00 (never ago)
Slot: P5, Unknown
State : ps, fail
Physical insert detect time : 00:00:00 (never ago)
Slot: P10, CBR-FAN-ASSEMBLY
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:37 (00:14:57 ago)
Firmware version : CBR-FAN FW 1.4
Slot: P11, CBR-FAN-ASSEMBLY
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:37 (00:14:56 ago)
Firmware version : CBR-FAN FW 1.4
Slot: P12, CBR-FAN-ASSEMBLY
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:37 (00:14:57 ago)
Firmware version : CBR-FAN FW 1.4
Slot: P13, CBR-FAN-ASSEMBLY
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:37 (00:14:57 ago)
Firmware version : CBR-FAN FW 1.4
Slot: P14, CBR-FAN-ASSEMBLY
State : ok
Physical insert detect time : 00:03:37 (00:14:57 ago)
Firmware version : CBR-FAN FW 1.4

現在の FPD イメージバージョンおよび最低限必要なバージョンの表示
ルータに取り付けられた FRU の FPD イメージについて現在のバージョンを表示するには、show
hw-module [slot/subslot | all] fpd コマンドを使用します。slot は FRU が取り付けられたスロット番
号を、subslot は対象の FRU が配置された FRU サブスロットの番号を示します。all キーワードを
使用すると、すべてのルータ スロットのハードウェアに関する情報が表示されます。
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次の例は、この show コマンドを使用したときの出力を示しています。この例の出力表示では、シ
ステムの FRU で使用されている FPD バージョンが最低要件を満たしていることを示しています。
Router# show hw-module all fpd
==== ====================== ====== =============================================
H/W Field Programmable Current Min. Required
Slot Card Type Ver. Device: "ID-Name" Version Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
0/1 CBR-RF-PROT-PIC 0.0 35-CBR STEALTHSTAR 7.14 7.13
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------2/1 CBR-RF-PROT-PIC 3.0 35-CBR STEALTHSTAR 5.0 7.13 *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------3/1 CBR-RF-PIC 0.0 34-CBR RFSW PIC 6.2 7.35 *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------4/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 2.4 36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------5/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 3.0 36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------6/1 CBR-RF-PIC 3.0 34-CBR RFSW PIC 5.0 7.35 *
==== ====================== ====== =============================================

次に、slot/subslot 引数を使用して、特定の FRU を指定した場合の出力例を示します。
Router# show hw-module subslot 0/1 fpd
==== ====================== ====== =============================================
H/W Field Programmable Current Min. Required
Slot Card Type Ver. Device: "ID-Name" Version Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
0/1 CBR-RF-PROT-PIC 0.0 35-CBR STEALTHSTAR 7.14 7.13
==== ====================== ====== =============================================

次の出力例では、1 つのプログラマブル デバイスのバージョンが最低要件を満たしていないため、
サブスロット 0/1 の FRU が無効になっています。
Router#show hw-module all fpd
==== ====================== ====== =============================================
H/W Field Programmable Current Min. Required
Slot Card Type Ver. Device: "ID-Name" Version Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
0/1 CBR-RF-PROT-PIC 0.0 35-CBR STEALTHSTAR 7.14 7.13
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------2/1 CBR-RF-PROT-PIC 3.0 35-CBR STEALTHSTAR 5.0 7.13 *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------3/1 CBR-RF-PIC 0.0 34-CBR RFSW PIC 6.2 7.35 *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------4/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 2.4 36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------5/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 3.0 36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------6/1 CBR-RF-PIC 3.0 34-CBR RFSW PIC 5.0 7.35 *
==== ====================== ====== =============================================
NOTES:
- FPD images that are required to be upgraded are indicated with a '*'
character in the "Minimal Required Version" field.

デフォルトの FPD イメージ パッケージに関する情報の表示
現在の Cisco IOS-XE リリースでサポートされる FRU、およびアップグレードに必要な FPD イメー
ジ パッケージを調べるには、show upgrade fpd package default コマンドを使用します。
Router# show upgrade fpd package default
Load for five secs: 2%/0%; one minute: 3%; five minutes: 4%
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Time source is NTP, 16:09:07.658 PDT Tue Jul 28 2015
****************************************************************************
This Cisco IOS software image requires the following default FPD Image
Package for the automatic upgrade of FPD images (the package is available
from Cisco.com and is accessible from the Cisco Software Center page where
this IOS software image can be downloaded):
****************************************************************************
Version: 15.5(3)S
Package Filename: cbr-fpd-bundle.pkg
List of card type supported in this package:
Minimal
No. Card Type HW Ver.
---- ---------------------------------------- ------1) RF Switch PIC 0.0
2) RF Switch PIC 0.0
3) 8x10GE Supervisor PIC 0.0
---- ---------------------------------------- -------

FPD イメージ アップグレードの進行状況の確認
FPD イメージ アップグレードの実行中に、アップグレードの進行状況のスナップショットを表示
するには、show upgrade fpd progress コマンドを使用します。次に、このコマンドで表示される
情報の例を示します。
Router# show upgrade fpd progress
FPD Image Upgrade Progress Table:
4/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 36-CBR SUP PIC 00:10:00 00:00:06 Updating...
==== =================== ====================================================
0/1 CBR-RF-PROT-PIC 35-CBR STEALTHSTAR --:--:-- --:--:-- Waiting...

FPD イメージ アップグレードに関する問題のトラブル
シューティング
ここでは、アップグレード プロセスで発生する可能性のある問題のトラブルシューティング方法
について説明します。
次の項目について説明します。

FPD イメージ アップグレード中の停電または FRU の取り外し
ここに記載された説明は、停電または FRU の取り外しなどの外部要因によって、アップグレード
に失敗した場合に限り実行してください。
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停電や FRU を取り外したことによって FPD アップグレード処理が中断されると、FPD イメージ
が壊れる可能性があります。FPD イメージ ファイルがこのように破損すると、ルータで FRU を
使用できなくなり、エラー メッセージが表示されます。
FRU が壊れた FPD イメージを使用していないかどうかを確認するには、show hw-module all fpd
コマンドを使用します。
Router# show hw-module all fpd
==== ====================== ====== =============================================
H/W Field Programmable Current Min. Required
Slot Card Type Ver. Device: "ID-Name" Version Version
==== ====================== ====== ================== =========== ==============
0/1 CBR-RF-PROT-PIC 0.0 35-CBR STEALTHSTAR 7.14 7.13
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------2/1 CBR-RF-PROT-PIC 3.0 35-CBR STEALTHSTAR 5.0 7.13 *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------3/1 CBR-RF-PIC 0.0 34-CBR RFSW PIC 6.2 7.35 *
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------4/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 2.4 36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------5/1 CBR-SUP-8X10G-PIC 3.0 36-CBR SUP PIC 0.130 0.130
---- ---------------------- ------ ------------------ ----------- -------------6/1 CBR-RF-PIC 3.0 34-CBR RFSW PIC 5.0 7.35 *
==== ====================== ====== =============================================

FPD のリカバリ アップグレードの実行
リカバリ アップグレード手順を実行できるのは、FRU の初期化の試行がすべて失敗したあと、シ
ステムによって電源がオフにされている FRU に限られます。

（注）

リカバリ アップグレードはより慎重に行われるため、予想したアップグレード時間よりも多
くの時間がかかる場合があります。

（注）

システムから「Do you want to perform the recovery upgrade operation?」と質問されるいくつかの
場合があります。電源障害または FRU の取り外しにより失敗した FPD のアップグレードを試
みた場合のみ、この質問に [y] と答えます。上記の理由のいずれかが原因でアップグレード試
行を失敗したわけではないのに、この質問が表示された場合は、Cisco テクニカル サポートに
連絡してください。
upgrade hw-module subslot コマンドを使用して、手動で FPD イメージ アップグレードを実行し、
システムによって FRU の電源がオフになったら、壊れたイメージからの回復を行います。
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