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ソフトウェアメンテナンスアップグレードの概要
ソフトウェアメンテナンスアップグレード（SMU）は、システムにインストールしてパッチ
修正やセキュリティ解決をリリースされたイメージに提供できるパッケージです。SMUパッ
ケージはリリースごとおよびコンポーネントごとに提供され、プラットフォームに固有です。

SMUはネットワークの問題に迅速に対応できるようにするとともに、必要なテストの時間と
範囲を削減するため、従来の IOSソフトウェアには多大なメリットがあります。Cisco IOS XE
プラットフォームでは SMUの互換性を内部的に検証し、互換性のない SMUはインストール
できません。

すべて SMUが後続のCisco IOSXEソフトウェアメンテナンスリリースに統合されています。
SMUは独立した自己完結型パッケージであり、前提条件や依存関係はありません。SMUはど
のような順序でもインストールまたはアンインストールできます。

SMUインフラストラクチャは、ワイヤレスの状況における次の要件を満たすために使用でき
ます。

•コントローラのバグ修正または PSIRT

• APのバグ修正、PSIRT、またはコントローラの変更を必要としないマイナー機能など、既
存の SMUガイドラインに反すること。

•新しいハードウェアまたはソフトウェアの機能を導入しない、新しい APモデルのサポー
ト。
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SMUのワークフロー

SMUプロセスは、SMU Committeeへの要求によって開始されます。カスタマーサポートに連
絡し、SMU要求を行います。SMUパッケージがリリースされると [シスコソフトウェアのダ
ウンロード（CiscoSoftwareDownload）]ページに掲載されます。そのパッケージをダウンロー
ドし、インストールします。

SMUパッケージ

SMUパッケージには、SMUが要求されている報告済みの問題のメタデータと修正が含まれて
います。

SMUのリロード

SMUのタイプは、SMUのインストール後のシステムへの影響を説明します。SMUはトラフィッ
クに影響を与えない場合もありますが、デバイスの再起動、リロード、スイッチオーバーを引

き起こす可能性もあります。

すべての SMUで、アクティブ化中にシステムをコールドリロードする必要があります。コー
ルドリロードは、オペレーティングシステムを完全にリロードします。このアクションは、

リロードの間（現在は最大 5分間）、トラフィックフローに影響します。このリロードによ
り、SMUの一部としてインストールされている正しいライブラリとファイルですべてのプロ
セスが起動します。

コントローラのホットパッチのサポートにより、システムをリロードすることなく、SMUを
アクティブ化の直後に実行できます。SUMがコミットされると、リロードが繰り返されても
アクティブ化の変更が持続します。ホットパッチ SMUパッケージには、SMUをアクティブ
にするために再起動する必要があるすべてのプロセスをリストするメタデータが含まれていま

す。SMUのアクティブ化の間、SMUが完全に適用されるまで、このリスト内の各プロセスが
一度に 1つずつ再起動されます。

APイメージの SMU
APイメージを SMUとしてサポートするには、APまたはコントローラが、SMUにバンドルさ
れているさまざまなバージョンの APイメージを認識している必要があります。このことは、
コントローラまたは APから APイメージのプレダウンロードを開始して、コントローラから
新しい APイメージをダウンロードするために必要です。

APイメージがバンドルされている SMUが存在する場合、APおよびコントローラは、さまざ
まなバージョンの APイメージが SUMの一部となっていることを認識する必要があります。
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AP SMUパッケージの管理

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 Terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

メンテナンス更新プログラムパッケー

ジをリモートロケーションからデバイ

install add file bootflash: filename

例：

ステップ 2

スにコピーし、プラットフォームとイ
Device# install add file
bootflash:<Filename> メージのバージョンの互換性チェックを

実行します。

このコマンドは、ファイルで基本的な互

換性チェックを実行し、SMUパッケー
ジがプラットフォームでサポートされて

いることを確認します。また、パッケー

ジ/SMU.staファイル内にエントリを追加
することで、ステータスを監視し、維持

できるようにします。

互換性チェックを実行し、パッケージを

インストールして、パッケージのステー

タスの詳細を更新します。

install activate file bootflash: filename

例：

Device# install activate file
bootflash:<Filename>

ステップ 3

再起動可能なパッケージの場合、このコ

マンドは適切なポストインストールス

クリプトをトリガーして必要なプロセス

を再起動します。また、再起動できない

パッケージの場合は、リロードをトリ

ガーします。

リロードが繰り返されても持続するよう

にアクティブ化の変更をコミットしま

す。

install commit file bootflash: filename

例：

Device# install activate file
bootflash:<Filename>

ステップ 4

アクティブ化の後で、システムがアップ

している間、または最初のリロード後に

コミットできます。パッケージがアク

ティブになっていてもコミットされてい

ない場合は、最初のリロード後はアク

ティブの状態を保ちますが、2回目のリ
ロード後はアクティブ状態を保ちませ

ん。
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目的コマンドまたはアクション

デバイスを以前のインストール状態に戻

します。ロールバック後にリロードする

必要があります。

install rollback to {base | committed | id
| committed } committed ID

例：

ステップ 5

Device# install rollback to id 1234

アクティブなパッケージを非アクティブ

化し、パッケージステータスを更新し、

install deactivate file bootflash: filename

例：

ステップ 6

再起動またはリロードするプロセスをト

リガーします。
Device# install deactivate file
bootflash:<Filename>

デバイスのイメージバージョンを表示

します。

show version

例：

ステップ 7

Device# show version

アクティブパッケージに関する情報を

表示します。

show installsummary

例：

ステップ 8

このコマンドの出力は、設定されている

installコマンドに応じて変化します。
Device# show version

SMUの設定例
次に、SMUの install addが実行された後の SMU設定の例を示します。
Device#show install summary

[ Chassis 1 2 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
--------------------------------------------------------------------------------
Type St Filename/Version
--------------------------------------------------------------------------------
IMG I 16.9.1.0.40038
IMG C 16.8.1.0.39751

-------------------------------------------------------------------
Auto abort timer: inactive
-------------------------------------------------------------------

ローリング APアップグレード
APのローリングアップグレードは、いくつかのAPをネットワーク内で常にアップ状態にし、
他の APがアップグレード対象として選択されている状態で、クライアントにシームレスなカ
バレッジを提供するように、段階的な方法で APをアップグレードする方法です。
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ローリングアップグレードがトリガーされる前に、APイメージがダウンロードされている必
要があります。これにより、アップグレード対象のすべてのAPに新しいイメージバージョン
が用意されます。

（注）

ローリング APアップグレードのプロセス
APのローリングアップグレードはコントローラ単位で実行されます。特定の時間にアップグ
レードされる APの数は、コントローラに接続している APの総数のパーセンテージになりま
す。パーセンテージは、ユーザが設定した値を上限とします。デフォルトのパーセンテージは

15です。APの実際のアップグレードが開始される前に、クライアント以外の APがアップグ
レードされます。

アップグレードプロセスは次のようになります。

1. 候補となる APセットの選択

この段階では、隣接 APの情報に基づいて一連の APの候補が選択されます。たとえば、
ある APをアップグレード対象として特定した場合、そのネイバーの特定の番号（N）が
候補の選択から除外されます。この Nの値は次の方法で生成されます。

ユーザが設定可能な上限値が 25%の場合、N = 6（想定される反復回数 = 5）

ユーザが設定可能な上限値が 15%の場合、N = 12（想定される反復回数 = 12）

ユーザが設定可能な上限値が 5%の場合、N = 24（想定される反復回数 = 22）

隣接 APの情報を使用して候補を選択できない場合は、間接のネイバーから候補を選択し
ます。それでも候補を選択できない場合、APは失敗せずに正常にアップグレードされま
す。

候補が選択された後、候補の数が設定されたパーセンテージの値を超えると、追加の候補が削

除され、パーセンテージの上限が維持されます。

（注）

2. クライアントのステアリング

APの候補に接続しているクライアントは、APの候補を再起動する前に、APの候補のリ
ストにないAPにステアリングされます。APは、自身に関連付けられた各クライアントに
対して、最適な APのリストを求めるための要求を送信します。これには APの候補は含
まれません。APの候補は、ネイバーリストで使用不可としてマークされます。その後、
APの再 joinとリロードのプロセスでマーキングがリセットされます。

3. APの再 joinとリロードのプロセス

クライアントのステアリングの完了後もクライアントがAPの候補に接続している場合は、
クライアントに認証解除が送信され、APはリロードされて新しいイメージで起動します。
APが再 joinするために 3分間のタイマーが設定されます。このタイマーが経過すると、
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すべての候補は、コントローラまたはモビリティピアのいずれかに joinしたかどうがか
チェックされ、マークされます。APの候補の 90%が joinを完了すると、反復が完了しま
す。joinを完了していない場合はタイマーがさらに 3分間延長され、3分後に同じチェッ
クが繰り返されます。チェックが 3回繰り返されると、反復が終了し、次の反復が開始さ
れます。反復はそれぞれ 10分ほど続く場合があります。

APのローリングアップグレードの場合、必要な設定は1つだけです。それは、一度にアッ
プグレードする APの数であり、ネットワークにある APの総数のパーセンテージとして
表されます。

デフォルト値は 15になります。
Device (config)#ap upgrade staggered <25 | 15 | 5>

APのローリングアップグレードをトリガーするには、次のコマンドを使用します。
Device#ap image upgrade [test]

コントローラでの APのアップグレードの確認
コントローラでの APのアップグレードを確認するには、次の showコマンドを使用します。
Device #show ap upgrade

AP upgrade is in progress
From version: 8 16.9.1.6
To version: 9 16.9.1.30
Started at: 03/09/2018 21:33:37 IST
Percentage complete: 0
Expected time of completion: 03/09/2018 22:33:37 IST
Progress Report
---------------
Iterations
----------
Iteration Start time End time AP count
--------------------------------------------------------------------
0 03/09/2018 21:33:37 IST 03/09/2018 21:33:37 IST 0
1 03/09/2018 21:33:37 IST ONGOING 0
Upgraded
--------
Number of APs: 0
AP Name Ethernet MAC Iteration Status
--------------------------------------------------------------------
In Progress
-----------
Number of APs: 1
AP Name Ethernet MAC
-------------------------------------------------
APf07f.06a5.d78c f07f.06cf.b910
Remaining
---------
Number of APs: 3
AP Name Ethernet MAC
-------------------------------------------------
APCC16.7EDB.6FA6 0081.c458.ab30
AP38ED.18CA.2FD0 38ed.18cb.25a0
AP881d.fce7.5ee4 d46d.50ee.33a0
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APデバイスパッケージ（APDP）について
クラウド向けの Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラは、ソフトウェアメン
テナンスアップグレード（SMU）を使用した重大なバグ修正のロールアウトをサポートして
います。同様に、新しい APハードウェアモデルが導入された場合は、APモデルを既存のワ
イヤレスネットワークに接続する必要があります。

現時点では、新しい APハードウェアモデルが導入された場合、それらは対応するコントロー
ラ関連のメジャーソフトウェアバージョンとともに出荷されます。その後、新しい APモデ
ルを基準とした対応するコントローラバージョンがリリースされるまで待ち、ネットワーク全

体をアップグレードする必要があります。

16.11.1以降では、新しいコントローラバージョンにアップグレードする必要がなくなり、SMU
インフラストラクチャを使用して新しい APモデルをワイヤレスネットワークに導入できま
す。このソリューションは、APデバイスパッケージ（APDP）と呼ばれます。

SMUのプロセスまたはワークフロー

SMUのプロセスでは、APDPを構築してコードの変更を検出し、APDPを構築します。また、
新しいファイル（APイメージファイル）を APDPに追加し、それらの APイメージを APDP
に組み込むことも可能です。

ワークフローは次のようになります。

• install add

• install prepare activate

• install activate

• install commit

詳細については、「 APデバイスパッケージの管理」を参照してください。

APSPまたは APDPのアクティブ化または非アクティブ化のプロセスが完了するように、必ず
install activateまたは install deactivateコマンドの後に install commitコマンドを実行してくだ
さい。これを非アクティブ化操作から 6時間以内に行わないと、非アクティブ化操作が終了
し、元のコミット位置に戻ります。

（注）

SMUパッケージ

SMUパッケージには、APモデルとその機能に関連する詳細情報を伝えるためのメタデータが
含まれています。
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APイメージの変更

新しいAPモデルが導入された場合、新しいAPイメージに対応しているかどうかは不明です。
これは、APイメージがAPモデルファミリにマッピングされることを意味します。新しいAP
モデルが既存のAPモデルファミリに属している場合は、既存のAPイメージエントリ（例：
ap3g3、ap1g5など）が存在します。たとえば、APモデルが ap3g3または ap1g5のいずれかに
属している場合は、それぞれのイメージファイルが適切な APイメージの場所で更新されま
す。また、対応するメタデータファイルは、新しい APモデルの機能情報で更新されます。

新しい APモデルが新しい APモデルファミリと新しいイメージファイルに属している場合
は、新しいイメージエントリファイルが適切な APイメージの場所に作成されます。また、
対応するメタデータファイルは、新しい APモデルの機能情報で更新されます。

APイメージのバンドルと APDPのパッケージ化が行われる間、新しい APモデルイメージと
メタデータファイルが APDPにパッケージ化されます。

APデバイスパッケージの管理

手順

目的コマンドまたはアクション

APDPから APイメージを抽出し、それ
らを SMUまたはAPDP固有のマウント
ロケーションに配置します。

install add file bootflash: filename

例：

Device# install add file
bootflash:<Filename>

ステップ 1

ここでは、SMUによってワイ
ヤレスモジュールがトリガー

されることはありません。

（注）

現在アクティブな既存のAPイメージリ
ストに対して、APDPの APソフトウェ
アを準備します。

install prepare activate file bootflash:
filename

例：

ステップ 2

Device# install prepare activate file
bootflash:<Filename>

現在アクティブな既存のAPイメージリ
ストに、APDPの APソフトウェアを追
加します。

install activate file bootflash: filename

例：

Device# install activate file
bootflash:<Filename>

ステップ 3

また、コントローラ内で新しいAPモデ
ルの機能情報を更新します。
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目的コマンドまたはアクション

新しい APモジュールが新し
いハードウェア機能をサポー

トしている場合でも、コント

ローラは、自身の基本バー

ジョンがサポートしている機

能情報のみを認識します。

（注）

この時点で、コントローラは新しいAP
モデルからの新しい接続を受け入れま

す。その後、新しいAPモデルがコント
ローラに参加します。

リロード後も永続的になるように新しい

APソフトウェアをコミットします。
install commit

例：

ステップ 4

アクティブ化の後で、システムがアップ

している間、または最初のリロード後に

Device# install commit

コミットできます。パッケージがアク

ティブになっていてもコミットされてい

ない場合は、最初のリロード後はアク

ティブの状態を保ちますが、2回目のリ
ロード後はアクティブ状態を保ちませ

ん。

アクティブな APDPを準備して非アク
ティブ化し、パッケージのステータスを

更新します。

install prepare deactivate file bootflash:
filename

例：

ステップ 5

Device# install prepare deactivate file
bootflash:<Filename>

アクティブな APDPを非アクティブ化
し、パッケージステータスを更新し、

install deactivate file bootflash: filename

例：

ステップ 6

再起動またはリロードするプロセスをト

リガーします。
Device# install deactivate file
bootflash:<Filename>

デバイスのイメージバージョンを表示

します。

show version

例：

ステップ 7

Device# show version

コントローラでの APデバイスパッケージの確認
コントローラでアクティブなAPデバイスパッケージを確認するには、次のコマンドを使用し
ます。
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Device# show install summary
[ Chassis 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
--------------------------------------------------------------------------------
Type St Filename/Version
--------------------------------------------------------------------------------
APDP I bootflash:apdp_CSCvp12345.bin
IMG C 17.1.0.0
--------------------------------------------------------------------------------
Auto abort timer: inactive
--------------------------------------------------------------------------------

このコマンドの出力は、設定されている installコマンドに応じて変わります。（注）

サイトごとまたはAPモデルごとのAP SMUアップグレー
ドの概要

Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラは、ソフトウェアメンテナンスアップ
デート（SMU）を使用したアクセスポイント（AP）の重要な更新をサポートしています。サ
イトごとまたはAPモデルごとのAP SMUアップグレード機能を使用すると、サイトまたはサ
イトのグループで、SMUを段階的な方法で使用しながら、APのサブセットに重要な APバグ
修正を展開することができます。

この機能では、サイトごとの AP SMUのロールアウトを使用して、SMUのアクティブ化に含
めるサイトを選択することにより、ネットワーク内の SMUの伝搬を制御できます。ただし、
新しい SMUをサイトのサブセットにロールアウトしたり、後続のイメージアップグレードを
システムで開始したりするためには、事前にすべてのサイトを同じ SMUレベルにしておく必
要があります。

APモデルの SMUを使用して、更新を特定のAPモデルのみに制限することができます。ソフ
トウェアは、サイト内の特定の APモデルに対してのみプレダウンロードされ、アクティブ化
されます。特定数のモデルイメージが SMUに含まれている場合、今後の更新ではすべて、そ
れらのモデルのソフトウェアイメージが含まれている必要があります。

この機能は、flex-connectモード、ローカルモード、およびソフトウェア定義型アクセス（SD
アクセス）ワイヤレスのシナリオでサポートされています。

AP SMUアップグレードのワークフロー

•クエリを実行して、APイメージのプレダウンロードや APのローリングアップグレード
などの進行中のアクティビティがないか確認します。

• SMUをインストールする 1つまたは複数のサイトを特定し、サイトフィルタを設定しま
す。

•サイトフィルタで、サイトへの SMUのプレダウンロードをトリガーします。

ソフトウェアメンテナンスアップグレード
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•プレダウンロードが完了したら、SMUをアクティブ化します。

•更新をコミットします。

フィルタを設定した後で、フィルタにさらにサイトを追加できます。ただし、apimagesite-filter
filefile-nameapplyコマンドを使用してフィルタを再度適用する必要があります。サイトフィル
タをクリアすると、残りのすべてのサイトで更新が行われます。イメージの非アクティブ化と

ロールバックはサイトごとにフィルタ処理されず、すべてのサイトに適用されます。

（注）

SMUのインストール
SMUを使用してAPのサブセットに重大なバグ修正をロールアウトするには、次の手順を実行
します。

手順

目的コマンドまたはアクション

APイメージのプレダウンロードや AP
のローリングアップグレードなどの進

install add file file-name

例：

ステップ 1

行中のアクティビティがないか確認しま
Device# install add file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg す。それらのアクティビティがない場合

は、パッケージファイルをシステムに

インストールするためのプレダウンロー

ドディレクトリを設定します。

サイトフィルタにサイトタグを追加し

ます。

ap image site-filter file file-name add
site-tag

例：

ステップ 2

Device# ap image site-filter file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg add
bgl18

（任意）サイトフィルタからサイトタ

グを削除します。

ap image site-filter file file-name remove
site-tag

例：

ステップ 3

Device# ap image site-filter file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg
remove bgl18

（任意）APイメージのプレダウンロー
ドを実行します。このイメージのプレダ

ap image predownload

例：

ステップ 4

ウンロードは、前の手順で設定したサイ
Device# ap image predownload

トフィルタによってフィルタ処理され

ます。

ソフトウェアメンテナンスアップグレード
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目的コマンドまたはアクション

サイトフィルタに追加されたAPに対し
て、段階的なAPのアップグレードをト
リガーします。

install activate file file-name

例：

Device# install activate file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg

ステップ 5

イメージの更新をコミットします。install commit

例：

ステップ 6

コミット中、ファイルからサイトへの

マッピングが永続データベースに保存さDevice# install commit

れ、リロード後でも使用可能になりま

す。

フィルタへのサイトの追加

手順

目的コマンドまたはアクション

サイトフィルタにサイトタグを追加し

ます。

ap image site-filter file file-name add
site-tag

例：

ステップ 1

マルチサイトのフィルタを設定するには

再度この手順を繰り返します。Device# ap image site-filter file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg add
bgl18

イメージをプレダウンロードし、サイト

フィルタに基づいてAPをアップグレー
ドします。

ap image site-filter file file-nameapply

例：

Device# ap image site-filter file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg
apply

ステップ 2

サイトフィルタテーブルをクリアし、

イメージをプレダウンロードし、アク

ap image site-filter file file-nameclear

例：

ステップ 3

ティブでないすべてのサイトへのAPの
Device# ap image site-filter file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg
clear

ローリングアップグレードを実行しま

す。

ソフトウェアメンテナンスアップグレード
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サイトフィルタの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

準備ファイルに存在するAPモデルに基
づいて、APのローリングアップグレー
ドを実行します。

install deactivate file flashfile-name

例：

Device# install deactivate file
flash:C9800-CL-rpboot.1324.SSA.pkg

ステップ 1

非アクティブ化はサイトによってフィル

タ処理されません。したがって、非アク

ティブ化はすべてのサイトに適用されま

す。

アクションが実行されるの

は、サイト内の APで非アク
ティブ化中のSMUが実行され
ていない場合です。SMUを削
除するために内部テーブルの

みが更新されます。

（注）

イメージのロールバック

手順

目的コマンドまたはアクション

（任意）APイメージのプレダウンロー
ドのサポートを使用して、グレースフル

install add profile rollback_profile-name

例：

ステップ 1

な方法でロールバックポイントに戻り

ます。
Device# install add profile
rollback_id1

使用可能なロールバックプロ

ファイル名のリストを取得す

るには、show install profileコ
マンドを使用します。

（注）

（任意）APイメージのプレダウンロー
ドを実行します。このイメージのプレダ

ap image predownload

例：

ステップ 2

ウンロードは、前の手順で設定したサイ
Device# ap image predownload

トフィルタによってフィルタ処理され

ます。

影響を受ける APモデルのイメージの
ロールバックを実行します。

install rollback to rollback_id

例：

ステップ 3

ソフトウェアメンテナンスアップグレード
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目的コマンドまたはアクション

ロールバックアクションはサイトによっ

てフィルタ処理されません。したがっ

Device# install rollback to
rollback_id1

て、ロールバックはすべてのサイトに適

用されます。

ベースイメージ内の AP、ま
たはロールバックアクション

が実行される前のポイントに

ある APは、影響を受けませ
ん。

（注）

アップグレードの中止

手順

目的コマンドまたはアクション

ローリング方式でAPをリセットするこ
とによって、アップグレードを中止しま

す。

install abort

例：

Device# install abort

ステップ 1

アップグレードの確認

APソフトウェアインストールファイルのサマリーを表示するには、次のコマンドを使用しま
す。

Device# show ap image file summary

AP Image Active List
============================
Install File Name: vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin
-------------------------------
AP Image Type Capwap Version
------------- --------------

ap1g1 16.11.1.19

ap1g2 16.11.1.19

ap1g3 16.11.1.19

ap1g4 16.11.1.19

ap1g5 16.11.1.19

ap1g6 16.11.1.19

AP Image Prepare List**
============================
Install File Name: vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin
-------------------------------

ソフトウェアメンテナンスアップグレード
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AP Image Type Capwap Version
------------- --------------

ap1g1 16.11.1.19

ap1g2 16.11.1.19

ap1g3 16.11.1.19

ap1g4 16.11.1.19

ap1g5 16.11.1.19

ap1g6 16.11.1.19

**Difference of Active and Prepare list gives images being predownloaded to Access Points.

APサイトでフィルタ処理されたアップグレードのサマリーを表示するには、次のコマンドを
使用します。

Device# show ap image site summary

Install File Name: vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin

Site Tag Prepared Activated Committed

-------------------------------------------------------------------------------------------
bgl-18-1 Yes Yes Yes

bgl-18-2 Yes Yes Yes

bgl-18-3 Yes Yes Yes

default-site-tag Yes Yes Yes

APのアップグレードのサマリーを表示するには、次のコマンドを使用します。
Device# show ap upgrade summary

APSPのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。
Device# show install summary

[ Chassis 1 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type St Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

APSP I bootflash:vwlc_apsp_16.11.1.0_74.bin

IMG C 16.11.1.0.1249

--------------------------------------------------------------------------------

ソフトウェアメンテナンスアップグレード
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Auto abort timer: inactive

--------------------------------------------------------------------------------
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