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（オリジナルを参照ください。） 
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12. 設定ファイルの管理 

12-1. 設定ファイルの管理について 

設定ファイルは、CLI または BootWare メニューから管理できます。 ここでは、CLI から設定ファイルを管理する方法を説明しています。 

設定ファイルには、デバイスのソフトウェア機能を構成するための一連のコマンドが保存されます。 設定を設定ファイルに保存して、設定が
再起動後も存続できるようにすることができます。 将来使用するために、設定ファイルをホストにバックアップすることもできます。 

12-1-1. 設定の種類 

 イニシャル設定 

イニシャル設定は、ソフトウェアの設定コマンドの初期デフォルト設定のコレクションです。 

BootWare メニューにアクセスし “Skip Current System Configuration” オプションを選択すると、デバイスはイニシャル設
定で起動します。 この状況では、デバイスは空の設定で起動していると説明される場合もあります。 

イニシャル設定を表示するために使用できるコマンドはありません。 設定コマンドの初期デフォルト設定を確認するには、コマンドリファレ
ンスの ”Default” セクションを参照してください。 

 工場出荷デフォルト 

工場出荷デフォルトは、デバイスに付属しているカスタムの基本設定です。 工場出荷デフォルトはデバイスモデルによって異なり、コマン
ドの初期デフォルト設定とは異なる場合があります。 

次回起動設定ファイル(Next-Startup 設定ファイル)が利用できない場合、デバイスは工場出荷デフォルトで起動します。 

工場出荷デフォルトを表示するには、display default-configuration コマンドを使用します 

 起動設定 

デバイスは、起動設定を使用して、起動時にソフトウェア機能を設定します。 デバイス起動後、次回起動時にロードする設定ファイル
を指定できます。 この設定ファイルは、次回起動設定ファイル(Next-Startup 設定ファイル)と呼ばれます。 ロードされた設定ファイ
ルは、カレント起動設定ファイルと呼ばれます。 

次のいずれかの方法を使用して、起動設定を表示できます。 

 カレント起動設定ファイルの内容を表示するには、デバイスのリブート後、設定変更する前に、display current-
configuration コマンドを実行します。 

 次回起動設定ファイルの内容を表示するには、display saved-configuration コマンドを使用します。 

 display startup コマンドを使用して、カレント起動設定ファイルと次回起動設定ファイルの名前を表示します。 次に、more
コマンドを使用して、指定した起動設定ファイルの内容を表示できます。 

 ランニング設定 

ランニング設定には、変更されていない起動設定と新しい設定が含まれます。 ランニング設定はメモリに保存され、デバイスの再起動
または電源オフ時にクリアされます。 電源の off/on または再起動後も、現在のランニング設定を使用するには、それを設定ファイルに
保存します。 

ランニング設定を表示するには、display current-configuration コマンドを使用します。 

12-1-2. 起動時の設定ファイルの種類とファイル選択プロセス 

設定を保存すると、システムは設定を.cfg 設定ファイルと.mdb ファイルに保存します。 

 .cfg 構成ファイルは判読できるテキストファイルであり、more コマンドを使用してその内容を表示できます。 設定を保存するために指
定する設定ファイルは.cfg 拡張子を使用する必要があります。 

 .mdb ファイルは.cfg ファイルと同じ名前のユーザーがアクセスできないバイナリファイルです。 デバイスは.cfg ファイルをロードするよりも
速く.mdb ファイルをロードします。 

起動時に、デバイスは次の手順を使用して、ロードする構成ファイルを識別します: 

1. デバイスは、有効な.cfg の次回起動設定ファイルを検索します。 ファイル選択ルールの詳細については “Next-startup 
configuration file redundancy” を参照してください。 

2. 有効な.cfg の次回起動設定ファイルが見つかった場合、デバイスは.cfg ファイルと同じ名前とチェックサムを持つ.mdb ファイルを検
索します。 
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3. 一致する.mdb ファイルが見つかった場合、デバイスは.mdb ファイルで起動します。 何も見つからない場合、デバイスは.cfg ファイ
ルで起動します。 

利用可能な.cfg の次回起動設定ファイルが無い場合、デバイスは工場出荷デフォルトで起動します。 

特に明記されていない限り、このドキュメントでの ”設定ファイル” という用語は.cfg 設定ファイルを指します。 

12-1-3. 次回起動設定ファイルの冗長化 

冗長性を確保するために、1 つのメイン次回起動設定ファイルと 1 つのバックアップ次回起動設定ファイルを指定できます。 

起動時に、デバイスは次の順序で.cfg の起動設定ファイルを選択しようとします。 

1. メインの次回起動設定ファイル 

2. メインの次回起動設定ファイルが存在しないか破損している場合は、バックアップの次回起動設定ファイル 

3. どちらの次回起動設定ファイルも利用できない場合、デバイスは工場出荷デフォルトで起動します。 

12-1-4. 設定ファイルのコンテンツの編成と形式 

IMPORTANT:  デバイスで実行するには、設定ファイルがコンテンツとフォーマットの要件を満たしている必要があります。 設定のロ
ード、ロールバック、または復元を確実に成功させるには、デバイスで作成された設定ファイルを使用します。 設
定ファイルを編集する場合は、すべての編集が要件に準拠していることを確認してください。 

設定ファイルは、次の要件を満たしている必要があります: 

 すべてのコマンドは完全な形式で保存されます。 

 無効な文字を含むコマンドラインはありません。 

IMPORTANT:  一部のコマンドライン(例えば sysname コマンド)には、疑問符(?)や水平タブ(¥t)を含めることができません。 
システムが sysname abc??コマンドラインを含む設定ファイルを起動時にロードすると、システムはコマンドライン
を無視し、デフォルトのシステム名を使用します。 システムがその設定ファイルを使用して設定をロールバックまた
は復元する場合、システム名はロールバックまたは復元されません。 

 コマンドは、システムビュー、インタフェースビュー、プロトコルビュー、ユーザーラインビューなど、さまざまなコマンドビューによってセクションに
分類されます。 

 隣接する 2 つのセクションは、ポンド記号(#)で区切られます。 

 設定ファイルは return という単語で終わります。 

以下は、設定ファイルの抜粋例です。 

# 
local-user root class manage 
password hash 

$h$6$Twd73mLrN8O2vvD5$Cz1vgdpR4KoTiRQNE9pg33gU14Br2p1VguczLSVyJLO2huV5Syx/LfDIf8ROLtV 
ErJ/C31oq2rFtmNuyZf4STw== 
service-type ssh telnet terminal 
authorization-attribute user-role network-admin 
authorization-attribute user-role network-operator 
#i 
nterface Vlan-interface1 

ip address 192.168.1.84 255.255.255.0 
# 

12-1-5. 設定のロールバック 

設定のロールバックを使用すると、デバイスを再起動せずに、ランニング設定を設定ファイルの内容に置き換えることができます。 この機能
は、次の目的で使用できます。 

 以前の設定状態に戻します。 

 ランニング設定を様々なネットワーク環境に適合させる。 

12-2. FIPS コンプライアンス 

デバイスは、NIST FIPS140-2 要件に準拠する FIPS モードをサポートします。 機能、コマンド、およびパラメーターのサポートは、
FIPS モードと非 FIPS モードで異なる場合があります。 FIPS モードの詳細については “Security Configuration Guide” を参照し
てください。 
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12-3. 設定の暗号化の有効化 

12-3-1. このタスクについて 

設定の暗号化により、デバイスはランニング設定を保存する際に起動設定ファイルを自動的に暗号化できます。 Comware 7 ソフトウ
ェアを実行しているすべてのデバイスは、同じ秘密鍵または公開鍵を使用して設定ファイルを暗号化します。 

12-3-2. 制限とガイドライン 

Comware 7 ソフトウェアを実行しているデバイスはすべて、暗号化された設定ファイルを復号化できます。 暗号化されたファイルが許可
されていないユーザーによってデコードされないようにするには、許可されたユーザーだけがファイルにアクセスできるようにしてください。 

more コマンドを使用して、暗号化された設定ファイルの内容を表示することはできません。 

12-3-3. 手順 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. 設定の暗号化を有効化します。 

configuration encrypt { private-key | public-key } 

デフォルトでは、設定の暗号化は無効になっています。 

12-4. 設定への排他的書き込みアクセス権のユーザー割り当て 

12-4-1. このタスクについて 

マルチユーザー環境では、複数のユーザーがデバイスを設定している場合、設定の競合やサービスの例外が発生する可能性があります。 

1 人のユーザーのみがランニング設定を変更できるようにするには、そのユーザーに設定への排他的書き込みアクセス権を割り当てます。 
この設定により、設定がロックされます。 その後、他のすべてのユーザーは、設定のロックが解除されるまで、設定への読み取りアクセス権
のみを持ちます。 

12-4-2. 制限とガイドライン 

設定への同時書き込みアクセスを許可するには、undo configuration exclusive by-user-name user-name コマンドを
実行して設定のロックを解除する必要があります。 

user-name 引数は、設定をロックするために使用されるユーザー名である必要があります。 

12-4-3. 前提条件 

このタスクを実行するには、スキーム認証を介してシステムにログインする必要があります。 スキーム認証には、ユーザー名とパスワードが
必要です。 

12-4-4. 手順 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. 設定への排他的書き込みアクセスをユーザーに割り当てます。 

configuration exclusive by-user-name user-name 

デフォルトでは、設定はロックされていません。 設定への排他的な書き込みアクセス権を持つユーザーはいません。 

3. (オプション) ユーザーベースの設定ロックに関する情報を表示します。 

display configuration exclusive by-user-name 

このコマンドは、どのビューでも使用できます。 
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12-5. システム全体で次回起動設定ファイル自動操作を無効化 

12-5-1. このタスクについて 

デフォルトでは、システム全体の次回起動設定ファイルの自動操作が有効になっています。 システムは、マスターデバイスに加えて、すべて
の IRF 従属デバイスに対して次の操作を実行します: 

 save [safely] [backup|main] [force] [changed]コマンドを実行すると、ランニング設定が各メンバーデバイスの次回起
動設定ファイルに保存されます。 

 reset saved-configuration コマンドを実行すると、各メンバーデバイスの次回起動設定ファイルが削除されます。 

システム全体の次回起動設定ファイルの自動操作を無効にすると、システムはランニング設定を保存するか、マスターデバイスでのみ次
回起動設定ファイルを削除します。 

システム全体の自動操作により、マスターデバイスと従属デバイス間の起動設定ファイルの一貫性が保証されます。 ただし、システム全
体の操作は、マスターデバイスのみで実行される操作よりも時間がかかります。 さらに、設定データの量が増えると、システム全体の設定
操作を完了するために必要な時間が長くなります。 

設定の保存を高速化するためにシステム全体の自動操作を無効にする場合は、次回起動設定ファイルがマスターデバイスと従属デバイ
スの間で不整合にならないように注意を払ってください。 

12-5-2. 手順 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. システム全体の次回起動設定ファイルの自動操作を無効化します。 

undo standby auto-update config 

デフォルトでは、次回起動設定ファイルの操作はシステム全体で自動的に同期されます。 

12-6. ランニング設定の保存 

12-6-1. このタスクについて 

ランニング設定を.cfg 設定ファイルに保存するときに、そのファイルを次回起動設定ファイルとして指定するかどうかを指定できます。 

ファイルを.cfg の次回起動設定ファイルとして指定している場合は、次の何れかの方法を使用して設定を保存します: 

 高速モード: safety キーワードを指定せずに save コマンドを使用します。 高速モードでは、デバイスはターゲットの次回起動設定
ファイルを直接上書きします。 このプロセス中にリブートまたは電源障害が発生した場合、次回起動設定ファイルは失われます。 デバ
イスのリブート後に新しい起動設定ファイルを指定する必要があります。 詳しくは ” Specifying a next-startup configuration 
file” を参照してください。 

 セーフモード: safety キーワードを指定して save コマンドを使用します。 セーフモードは高速モードよりも低速ですが、より安全で
す。 セーフモードでは、システムは設定を一時ファイルに保存し、保存操作が完了した後、ターゲットの次回起動設定ファイルの上書
きを開始します。 保存操作中にリブートまたは電源障害が発生した場合でも、次回起動設定ファイルは保持されます。 電源の信頼
性が低い場合、またはデバイスをリモート設定している場合は、セーフモードを使用してください。 

12-6-2. 制限とガイドライン 

次回起動設定が失われないようにするには、デバイスがランニング設定を保存している間、デバイスをリブートしたり、電源を入れ直したり
しないようにしてください。 

IRF メンバーデバイスが IRF ファブリックから分割されると、その設定はメモリに保持されますが、IRF ファブリックのランニング設定から削除
されます。 IRF ファブリックが回復する前にランニング設定を保存すると、次回起動設定ファイルからメンバーデバイスの設定が削除されま
す。 

メンバーデバイスが IRF ファブリックに再参加する前にランニング設定を保存した場合は、次の手順を実行して、メンバーデバイスの設定
を次回起動設定ファイルに復元します: 

1. IRF スプリット問題を解決します。 

2. メンバーデバイスをリブートして、IRF ファブリックに再参加します。 

3. メンバーデバイスが IRF ファブリックに再参加した後、display current-configuration コマンドを実行して、メンバーデバイス
の設定がメモリからランニング設定に復元されたことを確認します。 
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4. ランニング設定を IRF ファブリックの次回起動設定ファイルに保存します。 

IMPORTANT:  設定を正常に復元するには、メンバーデバイスが離れた後に IRF ファブリックがリブートされていないことを確認し
てください。 

デフォルトでは、save [safely] [backup|main] [force] [changed]コマンドは、設定をすべての IRF メンバーデバイスに保
存します。 設定をマスターデバイスにのみ保存するには、システム全体の次回起動設定ファイルの自動操作を無効にします。 詳細につ
いては “Assigning a user exclusive write access to the configuration” を参照してください。 

拡張インタフェースカードがシステムから取り外されると、その設定はメモリに保持されますが、システムのランニング設定からは削除されま
す。 交換用カードを取り付ける前にランニング設定を保存すると、カードの設定が次回起動設定ファイルから削除されます。 

カードを取り外した後にランニング設定を保存した場合は、次の手順を実行して、カード設定を次回起動設定ファイルに復元します: 

1. 交換用カードを取り付けます。 

2. 交換用カードがオンラインになったら、display current-configuration コマンドを実行して、カードの設定がメモリからランニン
グ設定に自動的に復元されたことを確認します。 

3. ランニング設定を次回起動設定ファイルに保存します。 

IMPORTANT:  設定を正常に復元するには、カードを取り外した後にシステムがリブートしていないことを確認してください。 

デフォルトでは、save [safely] [backup|main] [force] [changed]コマンドは、設定をすべての IRF メンバーデバイスに保
存します。 設定をマスターデバイスにのみ保存するには、システム全体の次回起動設定ファイルの自動操作を無効にします。 詳細につ
いては “Assigning a user exclusive write access to the configuration” を参照してください。 

12-6-3. 手順 

ランニング設定を保存するには、任意のビューで次のいずれかのタスクを実行します: 

 ファイルを次回起動設定ファイルとして指定せずに、ランニング設定を設定ファイルに保存します。 

save file-url [ all | slot slot-number ] 

 ランニング設定をストレージメディアのルートディレクトリにある設定ファイルに保存し、そのファイルを次回起動設定ファイルとして指定し
ます。 

save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] [ changed ] 

ベストプラクティスとして、信頼性の高い設定保存のために safety キーワードを指定します。 

12-7. 設定の差分比較 

12-7-1. このタスクについて 

設定ファイルを比較したり、設定ファイルをランニング設定と比較して差分を確認できます。 

比較のために次回起動設定を指定すると、システムは次の順序で比較する次回起動設定ファイルを選択します: 

1. メインの次回起動設定ファイル 

2. メインの次回起動設定ファイルが存在しないか破損している場合は、バックアップの次回起動設定ファイル 

両方の設定ファイルが使用できない場合、システムは次回起動設定ファイルが存在しないことを示すメッセージを表示します。 

12-7-2. 手順 

設定の違いを比較するには、任意のビューで次のタスクのいずれかを実行します: 

 指定したソース設定ファイルと比較した、設定ファイル、ランニング設定、または次回起動設定の違いを表示します。 

display diff configfile file-name-s { configfile file-name-d | current-configuration | startup-configuration } 

 ランニング設定と比較した、設定ファイルまたは次回起動設定の違いを表示します。 

display diff current-configuration { configfile file-name-d | startup-configuration } 

 次回起動設定と比較した設定ファイルの違いを表示します。 

display diff startup-configuration configfile file-name-d 

 次回起動設定と比較したランニング設定の違いを表示します。 

 方法 1: 
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display diff startup-configuration current-configuration 

 方法 2: 

display current-configuration diff 

12-8. 設定ロールバックの構成 

12-8-1. 設定ロールバックのタスク概要 

設定のロールバックを構成するには、次のタスクを実行します: 

1. 設定アーカイブパラメータの設定 

2. ランニング設定のアーカイブ 

 自動設定アーカイブの有効化 

 ランニング設定の手動アーカイブ 

3. 設定ロールバック 

12-8-2. 設定アーカイブパラメータの設定 

12-8-2-1. このタスクについて 

ランニング設定をアーカイブする前に、設定アーカイブのファイルディレクトリとファイル名プレフィックスを設定する必要があります。 

アーカイブディレクトリは、ローカルデバイスまたはリモート SCP サーバーに配置できます。 

ローカルアーカイブを使用する場合、設定アーカイブは、prefix_serial number.cfg の形式で名前が付与されます
(例:archive_1.cfg および archive_2.cfg)。 シリアル番号は 1 から 1000 まで自動的に割り当てられ、1 ずつ増加します。 シリ
アル番号が 1000 に達すると 1 から再開します。 

ローカルデバイスのファイルディレクトリまたはファイル名プレフィックスを変更すると、次のイベントが発生します: 

 古い設定アーカイブは、共通の設定ファイルに変更されます。 

 設定アーカイブカウンターがリセットされます。 新しい設定アーカイブのシリアル番号は 1 から始まります。 

 display archive configuration コマンドは、古い設定アーカイブを表示しなくなりました。 

アーカイブディレクトリから設定アーカイブを削除しても、設定アーカイブカウンターは再起動しません。 ただし、すべての設定アーカイブが削
除された後にデバイスがリブートすると、設定アーカイブカウンターが再起動し、新しい設定アーカイブのシリアル番号は 1 から始まります。 

ランニング設定をリモート SCP サーバーにアーカイブする場合、設定アーカイブは、prefix_YYYYMMDD_HHMMSS.cfg の形式で名前が
付けられます(例えば archive_20170526_203430.cfg)。 

YYYYMMDD_HHMMSS 文字列は、設定アーカイブが保存されたデバイスシステムの日付と時刻を表します。 

リモート SCP サーバのファイルディレクトリまたはファイル名プレフィックスを変更すると、display archive configuration コマンド
は、変更前に保存された古い設定アーカイブを表示しなくなります。 

12-8-2-2. 設定アーカイブパラメータを構成するための制限とガイドライン 

ローカルアーカイブ(archive configuration location コマンド)とリモートアーカイブ(archive configuration server コマ
ンド)は相互に排他的です。 2 つの機能を同時に使用することはできません。 

IMPORTANT:  FIPS モードでは、デバイスはランニング設定をリモート SCP サーバーにアーカイブすることをサポートしていません。 

ローカル設定アーカイブでは、設定アーカイブの最大数に達した後、システムは最も古いアーカイブを削除して、新しいアーカイブ用のスペ
ースを確保します。 

次の情報は、リモート設定アーカイブに適用されます: 

 リモート SCP サーバー上の設定アーカイブの最大数は、SCP サーバーの設定によって異なり、archive configuration max コ
マンドによって制限されません。 

 リモート SCP サーバーに、転送される新しい設定アーカイブファイルと同じ名前のアーカイブファイルが既に含まれている場合、新しいア
ーカイブファイルは既存のファイルを上書きします。 望ましくない上書きを回避するには、SCP サーバー上の設定アーカイブを別のディレ
クトリにバックアップします。 
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undo archive configuration location コマンドは、ローカル設定アーカイブディレクトリとファイル名プレフィックス設定を削除し
ますが、デバイス上の設定アーカイブは削除しません。 このコマンドは、次の操作も実行します: 

 手動と自動の両方の設定アーカイブ機能を無効にします。 

 archive configuration interval および archive configuration max コマンドのデフォルト設定を復元します。 

 display archive configuration コマンドを使用して表示された設定アーカイブ情報をクリアします。 

undo archive configuration server コマンドは、リモート設定アーカイブディレクトリとファイル名のプレフィックス設定を削除しま
すが、サーバー上の設定アーカイブは削除しません。 このコマンドは、次の操作も実行します: 

 手動と自動の両方の設定アーカイブ機能を無効にします。 

 archive configuration interval コマンドのデフォルト設定を復元します。 

 display archive configuration コマンドを使用して表示された設定アーカイブ情報をクリアします。 

12-8-2-3. ローカルアーカイブパラメータの設定 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. ランニング設定をローカルデバイスにアーカイブするためのディレクトリとファイル名のプレフィックスを設定します。 

archive configuration location directory filename-prefix filename-prefix 

デフォルトでは、デバイスの設定アーカイブにパスまたはファイル名のプレフィックスは設定されておらず、システムは設定を定期的に保
存しません。 

設定アーカイブディレクトリはマスターデバイスに既に存在している必要があり、メンバーID を含めることはできません。 

3. (オプション) 設定アーカイブの最大数を設定します。 

archive configuration max file-number 

デフォルトの番号は 5 です。 

デバイスで使用可能なストレージ量に応じて設定を変更します。 

12-8-2-4. リモートアーカイブパラメータの設定 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. リモート SCP サーバーでランニング設定をアーカイブするためのディレクトリとファイル名のプレフィックスを設定します。 

archive configuration server scp { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-
instance-name ] [ directory directory ] filename-prefix filename-prefix 

デフォルトでは、ランニング設定をリモート SCP サーバーにアーカイブするためのパスやファイル名プレフィックスは設定されていません。 

3. SCP サーバーにアクセスするためのユーザー名とパスワードを設定します。 

a) ユーザー名を設定します。 

archive configuration server user user-name 

デフォルトでは、SCP サーバーにアクセスするためのユーザー名は設定されていません。 

b) パスワードを設定します。 

archive configuration server password { cipher | simple } string 

デフォルトでは、SCP サーバーにアクセスするためのパスワードは設定されていません。 

ユーザー名とパスワードが SCP サーバーの SCP アカウント設定と同じであることを確認してください。 

12-8-3. ランニング設定のアーカイブ 

12-8-3-1. このタスクについて 

ランニング設定をアーカイブする方法は次のとおりです: 

 自動設定アーカイブ: システムは、指定間隔でランニング設定を自動的にアーカイブします。 
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 手動設定アーカイブ: 構成が頻繁に変更されない場合は、自動設定アーカイブを無効にして、ランニング設定を手動でアーカイブで
きます。 複雑な設定タスクを実行する前に、この方法を使用することもできます。 設定変更に失敗した場合は、アーカイブを使用し
て設定を回復できます。 

12-8-3-2. ランニング設定をアーカイブするための制限とガイドライン 

ローカルアーカイブを使用する場合、設定アーカイブ機能はランニング設定をマスターデバイスにのみ保存します。 マスター/従属スイッチオ
ーバー後にシステムがランニング設定をアーカイブできることを確認するには、すべての IRF メンバーに設定アーカイブディレクトリを作成しま
す。 

アーカイブパラメータが変更されたときに既存のアーカイブパラメータに基づいてローカルアーカイブが開始された場合、アーカイブは引き続き
古いディレクトリに保持されます。 ただし、display archive configuration コマンドは、このアーカイブに関するレコードを表示し
ません。 

リモートアーカイブのパラメータ（ユーザー名やパスワードなど）を変更するときは、変更がデバイスとサーバーの間で一貫していることを確
認してください。 デバイスとサーバーの設定を一貫性のあるものに変更する前にリモートアーカイブが開始された場合、手動または自動の
リモートアーカイブは失敗します。 

12-8-3-3. 自動設定アーカイブの有効化 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. 自動設定アーカイブを有効化して、アーカイブ間隔を設定します。 

archive configuration interval interval 

デフォルトでは、自動設定アーカイブは無効になっています。 

12-8-3-4. ランニング設定の手動アーカイブ 

ユーザービューでランニング設定を手動でアーカイブします。 

archive configuration 

12-8-4. 設定のロールバック 

12-8-4-1. このタスクについて 

設定ロールバック機能は、ランニング設定を置き換え指定した設定ファイルと比較し、設定差分を次のように処理します: 

 ランニング設定のコマンドが置換ファイルに無い場合、ロールバック機能は当該コマンドの undo 形式を実行します。 

 置換ファイルのコマンドがランニング設定に無い場合、ロールバック機能は当該コマンドをランニング設定に追加します。 

 コマンドのランニング設定と置換ファイルの設定が異なる場合、ロールバック機能により、実行中のコマンド設定が置換ファイルの設定に
置き換えられます。 

12-8-4-2. 制限とガイドライン 

ロールバックを確実に成功させるために、システムが設定をロールバックしている間は、拡張インタフェースカードを取り付けたり取り外した
り、マスター/従属スイッチオーバーを実行したりしないでください。 

設定ロールバック機能は、次のいずれかの理由により、ランニング設定内の一部のコマンドの再構成に失敗する場合があります: 

 コマンドの前に undo キーワードを付けると、有効な undo コマンドが生成されないため、コマンドを元に戻すことはできません。 たとえ
ば、A [B] C コマンド用に設計された undo フォームが undo A C の場合、設定ロールバック機能は A B C コマンドを取り消すこと
はできません。 これは、システムが undo A B C コマンドを認識しないためです。 

 システムの制限により、コマンド（たとえば、ハードウェアに依存するコマンド）を削除、上書き、または元に戻すことはできません。 

 異なるビューのコマンドは相互に依存しています。 

 デバイスがサポートしていないコマンドまたはコマンド設定をランニング設定に追加することはできません。 

ローカルデバイスで設定アーカイブ機能または save コマンドを使用して、置換設定ファイルが作成されていることを確認してください。 設
定ファイルがローカルデバイスで作成されていない場合は、設定ファイルのコマンドラインがローカルデバイスと完全に互換性があることを確
認してください。 

置換設定ファイルが暗号化されている場合は、デバイスがそれを復号化できることを確認してください。 
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12-8-4-3. 手順 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. ランニング設定を、指定された設定ファイルにロールバックします。 

configuration replace file filename 

指定した設定ファイルをローカルシステムに保存する必要があります。 

12-9. 設定コミットの遅延設定 

12-9-1. このタスクについて 

この機能により、手動でコミットしていない場合、システムは設定コミット遅延間隔中に行った設定を自動的に削除できます。 

設定コミット遅延タイマーを使用して、設定コミット遅延間隔を指定します。 

設定コミット遅延タイマーを開始すると、システムは設定ステータスを記録するためのロールバックポイントを作成します。 設定コミット遅延
間隔中に行った設定は、すぐに有効になります。 ただし、設定コミット遅延タイマーの期限が切れる前に手動でコミットしていない場合、こ
れらの設定は自動的に削除されます。 その後、設定コミット遅延タイマーが開始すると、システムは設定ステータスに戻ります。 

この機能は、設定ミスによってデバイスにアクセスできなくなるのを防ぎ、デバイスをリモートで設定する場合に特に役立ちます。 

12-9-2. 制限とガイドライン 

この機能を使用するときは、次の制限とガイドラインに従ってください: 

 マルチユーザーコンテキストでは、他の誰もデバイスを設定していないことを確認してください。 

 予期しないエラーを回避するために、設定ロールバック中に操作を実行しないでください。 

 有効期限が切れる前に設定コミット遅延タイマーを再構成して、コミット遅延間隔を短縮または延長できます。 ただし、ロールバックポ
イントは変更されません。 

 設定コミット遅延機能は 1 回限りの設定です。 この機能は、コミット遅延タイマーの期限が切れたとき、または手動のコミット操作が
実行された後にロールバックポイントが削除された状態で無効になります。 この機能を再度使用するには、タイマーを再起動する必要
があります。 

12-9-3. 手順 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. 設定コミット遅延機能を有効にして、コミット遅延タイマーを開始します。 

configuration commit delay delay-time 

3. (オプション) コミット遅延タイマーの開始後に設定された設定内容をコミットします。 

configuration commit 

12-10. 次回起動設定の指定 

12-10-1. 制限とガイドライン 

CAUTION:  undo startup saved-configuration コマンドを使用すると、IRF ファブリックまたは IRF メンバーのリブート
後に IRF スプリットが発生する可能性があります。 このコマンドを実行するときは、ネットワークへの影響を理解してく
ださい。 

ベストプラクティスとして、メインおよびバックアップの次回起動設定ファイルとして異なるファイルを指定します。 

undo startup saved-configuration コマンドは、ファイルを削除する代わりに、メインまたはバックアップの次回起動設定ファイル
の属性を NULL に変更します。 
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12-10-2. 前提条件 

IRF ファブリックでは、当該コマンドで指定した設定ファイルが有効であり、各メンバーデバイスの記憶媒体のルートディレクトリに保存され
ていることを確認してください。 さらに、ストレージメディアがすべての IRF メンバーデバイスで同じタイプであることを確認してください。 

12-10-3. 手順 

1. 次回起動設定ファイルを指定します。 次のいずれかの方法を選択します: 

 ユーザービューで次のコマンドを実行して、次回起動設定ファイルを指定します。 

startup saved-configuration cfgfile [ backup | main ] 

デフォルトでは、次回起動設定ファイルは指定されていません。 

 任意のビューで次のコマンドを実行して、ランニング設定をファイルに保存し、それを次回起動設定ファイルとして指定します。 

save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] 

このコマンドの詳細については “Saving the running configuration” を参照してください。 

backup または main キーワードを指定しない場合、このコマンドは、メインの次回起動設定ファイルとして指定します。 

2. (オプション) 設定を確認します。任意のビューで次のコマンドのいずれかを使用します: 

 指定した設定ファイルと Next startup の次回起動設定ファイルの名前を確認します。 

display startup 

 次回のシステム起動のために、設定ファイルの内容を表示します。 

display saved-configuration 

12-11. メイン次回起動設定ファイルのバックアップと復元 

12-11-1. このタスクについて 

メインの次回起動設定ファイルを TFTP サーバにバックアップするか、メインの次回起動設定ファイルを TFTP サーバから復元することがで
きます。 

12-11-2. 制限とガイドライン 

設定のバックアップと復元は、FIPS モードではサポートされていません。 

12-11-3. 前提条件 

メインの次回起動設定ファイルをバックアップまたは復元する前に、次のタスクを実行します: 

 次の要件が満たされていることを確認してください: 

 サーバーに到達可能です。 

 サーバーの TFTP サービスが有効になっています。 

 サーバーへの読み取りおよび書き込み権限があります。 

 設定のバックアップの場合は、display startup コマンドを使用して、メインの次回起動設定ファイルがユーザビューで指定されてい
ることを確認します。 次回起動設定ファイルが指定されていないか、指定された設定ファイルが存在しない場合、バックアップ操作は
失敗します。 

12-11-4. メイン次回起動設定ファイルを TFTP サーバーにバックアップ 

メインの次回起動設定ファイルを TFTP サーバーにバックアップするには、ユーザビューで次のコマンドを実行します: 

backup startup-configuration to { ipv4-server | ipv6 ipv6-server } [ dest-filename ] [ vpn-instance vpn-
instance-name ] 

12-11-5. メイン次回起動設定ファイルを TFTP サーバーから復元 

1. ユーザービューで TFTP サーバーからメインの次回起動設定ファイルを復元します。 

restore startup-configuration from { ipv4-server | ipv6 ipv6-server } src-filename [ vpn-instance vpn-instance-

name ] 
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2. (オプション) 指定した設定ファイルがメインの次回起動設定ファイルとして設定されていることを確認します。 任意のビューで次のコマ
ンドのいずれかを使用します: 

 指定した設定ファイルと Next startup の次回起動設定ファイルの名前を確認します。 

display startup 

 次回のシステム起動のために、設定ファイルの内容を表示します。 

display saved-configuration 

12-12. 次回起動設定ファイルの削除 

12-12-1. このタスクについて 

このタスクを実行して、次回起動設定ファイルを削除できます。 

メインとバックアップの両方の次回起動設定ファイルが削除された場合、デバイスは次回起動時に工場出荷デフォルトを使用します。 

メインとバックアップの次回起動設定ファイルの両方として設定されているファイルを削除するには、reset saved-configuration 
backup コマンドと reset saved-configuration main コマンドの両方を実行する必要があります。 コマンドの 1 つだけを使用す
ると、ファイルを削除する代わりに、指定されたファイル属性が削除されます。 

たとえば、reset saved-configuration backup コマンドを実行すると、バックアップ次回起動設定ファイルの指定が NULL に設
定されます。 ただし、このファイルは引き続きメインファイルとして使用されます。 ファイルを削除するには、reset saved-
configuration main コマンドも実行する必要があります。 

12-12-2. 制限とガイドライン 

デフォルトでは、このタスクはすべての IRF メンバーデバイスから次回起動設定ファイルを完全に削除します。 マスターデバイスからのみ設
定ファイルを削除するには、システム全体の次回起動設定ファイルの自動操作を無効にします。 詳細については ” Assigning a user 
exclusive write access to the configuration” を参照してください。 

12-12-3. 手順 

次回起動設定ファイルを削除するには、ユーザビューで次のコマンドを実行します: 

reset saved-configuration [ backup | main ] 

backup または main キーワードを指定しない場合、メインの次回起動設定は削除されます。 

12-13. 設定ファイルの表示/保守コマンド 

任意のビューで display コマンドを実行し、ユーザービューで reset コマンドを実行します。 

タスク コマンド 

設定アーカイブ情報を表示します。 display archive configuration 

ランニング設定を表示します。 display current-configuration [ [ configuration [ module-
name ] | exclude-provision | interface [ interface-type 
[ interface-number ] ] ] [ all ] | slot slot-number ] 
[ by-section { begin | exclude | include } regular-
expression ] 

ランニング設定と次回起動設定の差分を表
示します。 

display current-configuration diff 

工場出荷デフォルト設定を表示します。 display default-configuration 

設定の差分を表示します。  display diff configfile file-name-s { configfile file-
name-d | current-configuration | startup-configuration } 

 display diff current-configuration { configfile file-
name-d | startup-configuration } 

 display diff startup-configuration { configfile file-
name-d | current-configuration } 

次回起動設定ファイルの内容を表示しま
す。 

display saved-configuration [ by-section { begin | exclude 
| include } regular-expression ] 
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今回起動設定ファイルと次回起動設定ファ
イルの名前を表示します。 

display startup 

現在のビューに有効な設定を表示します。 display this [ all ] [ by-section { begin | exclude | 
include } regular-expression ] 

次回起動設定ファイルを削除します。 reset saved-configuration [ backup | main ] 
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13. ソフトウェアアップグレード 

13-1. ソフトウェアのアップグレードについて 

ソフトウェアのアップグレードにより、ソフトウェアバージョンのアップグレード、新機能の追加、およびソフトウェアのバグの修正が可能になりま
す。 この章では、ソフトウェアの種類とリリースフォームについて説明し、ソフトウェアのアップグレード方法を比較し、CLI からソフトウェアをア
ップグレードする手順を示します。 

13-1-1. ソフトウェアの種類 

次の種類のソフトウェアを使用できます: 

 BootWare イメージ: BootROM イメージとも呼ばれます。 このイメージには、Basic セグメントと Extended セグメントが含まれ
ています。 

 基本セグメントは、システムをブートストラップする最小のコードです。 

 拡張セグメントは、ハードウェアの初期化を可能にし、システム管理メニューを提供します。 デバイスが正しく起動できない場合
は、メニューを使用してソフトウェアと起動設定ファイルをロードしたり、ファイルを管理したりできます。 

通常、BootWare イメージは、ソフトウェアの互換性エラーを回避するために Boot イメージに統合されます。 

 Comware イメージ: 次のイメージサブカテゴリが含まれています: 

 ブートイメージ: Linux オペレーティングシステムカーネルを含む.bin ファイルです。 プロセス管理、メモリ管理、およびファイルシス
テム管理を提供します。 

 システムイメージ: Comware カーネルと、デバイス管理、インタフェース管理、設定管理、ルーティングなどの標準機能を含
む.bin ファイルです。 

 機能イメージ: アドバンスドもしくはカスタマイズされたソフトウェア機能を含む.bin ファイルです。 必要に応じて機能イメージを購
入できます。 

 パッチイメージ: デバイスを再起動せずにバグを修正するためにリリースされる.bin ファイルです。 パッチイメージは機能を追加また
は削除しません。 

パッチイメージには次のタイプがあります: 

 インクリメンタルパッチイメージ: 新しいパッチイメージは、古いパッチイメージによって提供されていた機能の、全部、一部、ま
たはまったくカバーできません。 新しいパッチイメージは、前者が後者によって提供される機能のいずれもカバーしていない場合
にのみ、デバイス上の古いパッチイメージと共存できます。 

 非インクリメンタルパッチイメージ: 新しい非インクリメンタルパッチイメージは、古い非インクリメンタルパッチイメージによって提
供されていたすべての機能をカバーします。 各ブート、システム、または機能イメージは、1 つの非インクリメンタルパッチイメージ
を持つことができ、これらのパッチイメージはデバイス上で共存できます。 デバイスは、新しい非インクリメンタルパッチイメージをイ
ンストールする前に、古い非インクリメンタルパッチイメージをアンインストールします。 

インクリメンタルパッチイメージと非インクリメンタルパッチイメージがデバイス上で共存できます。 

ロードされた Comware イメージは、カレントソフトウェアイメージと呼ばれます。 次回の起動時にロードするように指定された
Comware イメージは、スタートアップソフトウェアイメージと呼ばれます。 

デバイスが動作するには、BootWare イメージ、ブートイメージ、およびシステムイメージが必要です。 

1 つのブートイメージファイル、1 つのシステムイメージファイル、および最大 30 の機能/パッチイメージファイルを含む、最大 32 の.bin ファ
イルをデバイスにインストールできます。 

13-1-2. ソフトウェアのリリース形式 

ソフトウェアイメージは、次のいずれかの形式でリリースされます: 

 個別の.bin ファイル。 ソフトウェアイメージ間の互換性を確認する必要があります。 

 包括する 1 つの.ipe パッケージファイル。 .ipe パッケージファイルのイメージは互換性があります。 システムはファイルを自動的に解凍
し、.bin イメージをロードして、スタートアップソフトウェアイメージとして設定します。 

NOTE:  ソフトウェアイメージファイル名は、model-comware version-imagetype-release 形式を使用します。 この
ドキュメントでは、ブートおよびシステムイメージファイル名として boot.bin および system.bin を使用しています。 
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13-1-3. アップグレード方法 

アップグレード方法 ソフトウェアタイプ 備考 

ブートローダー方式を利用し
た CLI からのアップグレード 

 Comware イメージ 

（インクリメンタルパッチを除く） 

この方法は通信影響を伴います。 アップグレードを完了するに
は、デバイス全体を再起動する必要があります。 

CLI から ISSU を実行  Comware イメージ この方法により、最小限のダウンタイムでソフトウェアをアップグレー
ドできます。 可能であれば、この方法を使用してください。 

ISSU の詳細については “Performing ISSU” を参照してくだ
さい。 

BootWare メニューからの
アップグレード 

 BootWare イメージ 
 Comware イメージ 

デバイスが正しく起動できない場合は、この方法を使用してくださ
い。 

この方法を使用するには、最初にコンソールポートに接続し、デ
バイスの電源を入れ直します。 次に、プロンプトで Ctrl+B を押
して、BootWare メニューにアクセスします。 

BootWare メニューからのソフトウェアのアップグレードの詳細につ
いては、ソフトウェアバージョンのリリースノートを参照してください。 

重要: この方法は、他に選択肢がない場合にのみ使用してくだ
さい。 

この章では、ブートローダー方式を使用して CLI からソフトウェアをアップグレードする方法についてのみ説明します。 

13-1-4. ソフトウェアイメージの読み込み 

13-1-4-1. スタートアップソフトウェアイメージ 

ソフトウェアをアップグレードするには、次回の起動時にデバイスをロードするための起動ソフトウェアイメージとしてアップグレードファイルを指
定する必要があります。 ソフトウェアイメージの 2 つのリストを指定できます。 1 つはメイン、もう 1 つはバックアップです。 デバイスは最初
にメインのスタートアップソフトウェアイメージをロードします。 メインのスタートアップソフトウェアイメージが利用できない場合、デバイスはバッ
クアップスタートアップソフトウェアイメージをロードします。 

13-1-4-2. 起動時のイメージ読み込みプロセス 

起動時に、デバイスは BootWare をロードして初期化した後、次の操作を実行します: 

1. メインイメージをロードします。 

2. メインイメージが存在しないか無効な場合は、バックアップイメージをロードします。 

3. バックアップイメージが存在しないか無効である場合、デバイスは起動できません。 

13-2. 制限とガイドライン:ソフトウェアのアップグレード 

ベストプラクティスとして、スタートアップイメージを固定ストレージメディアに保存します。 スタートアップイメージをホットスワップ可能な記憶
媒体に保存する場合は、起動プロセス中にホットスワップ可能な記憶媒体を取り外さないでください。 

13-3. ブートローダー方式を使用したデバイスソフトウェアのアップグレード 

13-3-1. ソフトウェアアップグレードタスクの概要 

ソフトウェアをアップグレードするには、次のいずれかのタスクを実行します。 

1. スタートアップイメージを指定してアップグレードを完了する 

2. (オプション) マスターデバイスから従属デバイスへのスタートアップイメージの同期 

従属デバイスのスタートアップイメージがマスターデバイスのスタートアップイメージと同じバージョンでない場合に、このタスクを実行しま
す。 

13-3-2. 前提条件 

1. display version コマンドを使用して、現在の BootWare イメージのバージョンとスタートアップソフトウェアのバージョンを確認し
ます。 
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2. アップグレードソフトウェアバージョンのリリースノートを参照して、ネットワークへのアップグレードの影響を評価し、次の項目を確認しま
す: 

 ソフトウェアとハードウェアの互換性 

 アップグレードソフトウェアのバージョンとサイズ 

 アップグレードソフトウェアと現在の BootWare イメージおよびスタートアップソフトウェアイメージとの互換性 

3. dir コマンドを使用して、すべての IRF メンバーデバイスにアップグレードイメージ用の十分なストレージスペースがあることを確認しま
す。 メンバーデバイスのストレージ容量が不足している場合は、delete コマンドを使用して未使用のファイルを削除します。 詳細に
ついては “Managing file systems” を参照してください。 

4. FTP または TFTP を使用して、アップグレードイメージファイルをファイルシステムのルートディレクトリに転送します。 FTP および TFTP
の詳細については “Configuring FTP” または “Configuring TFTP” を参照してください。 ファイルシステムの詳細については 
“Managing file systems” を参照してください。 

13-3-3. スタートアップイメージを指定してアップグレードを完了 

ユーザービューで次の手順を実行します: 

1. すべてのメンバーデバイスのメインまたはバックアップのスタートアップイメージを指定します。 

 .ipe ファイルを使用: 

boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-16> ] { all | slot slot-number } { backup | main } 

 .bin ファイルを使用: 

boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-16> ] { all | slot 
slot-number } { backup | main } 

マルチシャーシ IRF ファブリックのベストプラクティスとして、コマンドに all キーワードを指定します。 slot slot-number オプショ
ンを使用してメンバーデバイスを 1 つずつアップグレードすると、アップグレード中にメンバーデバイス間でバージョンの不整合が発生しま
す。 

2. ランニング設定を保存します。 

save 

この手順により、実施した設定が再起動後も存続できるようになります。 

3. IRF ファブリックを再起動します。 

reboot 

4. (オプション) ソフトウェアイメージの設定を確認します。 

display boot-loader [ slot slot-number ] 

現在のソフトウェアイメージがスタートアップソフトウェアイメージと同じであることを確認します。 

13-3-4. マスターデバイスから従属デバイスへのスタートアップイメージの同期 

13-3-4-1. このタスクについて 

従属デバイスのスタートアップイメージがマスターデバイスのスタートアップイメージと同じバージョンでない場合に、このタスクを実行します。 

このタスクは、マスターデバイスで実行されているスタートアップイメージを従属デバイスに同期します。 起動イメージのいずれかが存在しな
いか無効である場合、同期は失敗します。 

従属デバイスに同期されたスタートアップイメージは、元のスタートアップイメージがメインであるかバックアップであるかに関係なく、メインスタ
ートアップイメージとして設定されます。 

13-3-4-2. 制限とガイドライン 

マスターデバイスで ISSU またはパッチのインストールが実行されている場合は、ソフトウェアを同期する前に、install commit コマンド
を使用してマスターデバイスのメインスタートアップイメージのセットを更新します。 このコマンドは、マスターデバイスと従属デバイス間のスタ
ートアップイメージの一貫性を保証します。 

13-3-4-3. 手順 

ユーザービューで次の手順を実行します: 
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1. マスターから従属デバイスへのスタートアップイメージを同期します。 

boot-loader update { all | slot slot-number } 

この手順により、実施した設定が再起動後も存続できるようになります。 

2. 従属デバイスを再起動します。 

reboot slot slot-number [ force ] 

13-4. ソフトウェアイメージ設定の表示/保守コマンド 

任意のビューで display コマンドを実行します。 

タスク コマンド 

現在のソフトウェアイメージとスタートアップソフトウェアイメージを表示 display boot-loader [ slot slot-number ] 

13-5. ソフトウェアアップグレードの例 

13-5-1. デバイスソフトウェアのアップグレード 

13-5-1-1. ネットワーク構成 

図 21 に示すように、ファイル startup-a2105.ipe を使用して、IRF ファブリックのソフトウェアイメージをアップグレードします。 

図 21. ネットワーク図 

 

13-5-1-2. 手順 

＃IP アドレスとルートを構成します。デバイスと TFTP サーバーが相互に到達できることを確認してください。（詳細は省略） 

#デバイスと TFTP サーバーの両方で TFTP 設定を構成します。（詳細は省略） 

#現在のソフトウェアイメージに関する情報を表示します。 

<Sysname> display version 

＃現在のソフトウェアイメージをバックアップします。 

<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin 
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin 

#すべての IRF メンバーデバイスのバックアップスタートアップイメージファイルとして、boot_backup.bin および system_backup.bin
を指定します。 

<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 1 backup 
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 2 backup 

＃TFTP を使用して、startup-a2105.ipe イメージファイルを TFTP サーバーからマスターデバイスのフラッシュメモリのルートディレクトリ
にダウンロードします。 

<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe 

＃すべての IRF メンバーデバイスのメインスタートアップイメージファイルとして startup-a2105.ipe を指定します。 



 
 

HPE FlexFabric 5944,5945 スイッチシリーズ 

Fundamentals コンフィグレーションガイド 

 

25 
 

<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main 
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 2 main 

＃スタートアップイメージの設定を確認します。 

<Sysname> display boot-loader 

＃デバイスを再起動してアップグレードを完了します。 

<Sysname> reboot 

＃デバイスが正しいソフトウェアを実行していることを確認します。 

<Sysname> display version 
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14. ISSUの実行 

14-1. ISSU について 

ISSU(インサービスソフトウェアアップグレード)機能は、最小限のダウンタイムで Comware ソフトウェアをアップグレードします。 

14-1-1. ISSUの利点 

Comware ソフトウェアには、ブートイメージ、システムイメージ、および機能イメージが含まれています。 ISSU は、イメージの個別のアッ
プグレードをサポートしています。 

ISSU を使用して機能をアップグレードすると、関連する機能のイメージのみが影響を受けます。 その他の機能は、引き続きサービスを提
供できます。 

ISSU は、システムをリブートせずにシステムのバグを修正するためのパッチイメージのインストールをサポートしています。 

14-1-2. ISSU方式 

ISSU 方式は、ソフトウェアバージョン間の互換性に応じて、ソフトウェアリリース時に決定されます。 

ISSU は、次のアップグレードタイプをサポートしています。 

 互換性アップグレード: 新しいソフトウェアバージョンは、実行中のソフトウェアバージョンと互換性があります。 このアップグレードタイプ
は、表 13 の ISSU 方式をサポートします。 

 非互換性アップグレード: 新しいソフトウェアバージョンは、実行中のソフトウェアバージョンと互換性がありません。 2 つのバージョンを
同時に実行することはできません。 

このアップグレードタイプは、1 つのアップグレード方式(非互換性アップグレード)のみをサポートします。 この方式では、コントロールプレ
ーンとデータプレーンの両方をアップグレードするためにコールドリブートが必要です。 非互換性アップグレードは、ハードウェアの冗長性
が利用できない場合にサービスを中断します。 

ISSU 方式の識別については “Identifying the ISSU methods” を参照してください。 

表 13. 互換性アップグレードのための ISSU 方式 

ISSU 方式 説明 

インクリメンタルアップグレード: 

 サービスアップグレード 

 ファイルアップグレード 

新しいソフトウェアバージョンと古いソフトウェアバージョンの間に違いがあるユーザーモードプロセスのみ
をアップグレードします。 サービスを継続するには、バックアッププロセスとメイン/バックアッププロセスの
切り替えが必要です。 

 サービスアップグレード: サービス機能をアップグレードします。 アップグレードは、アップグレードさ
れていない機能の動作には影響しません。 

 ファイルアップグレード: 非表示のシステムプログラムファイルをアップグレードします。 システムは、
アップグレード中にサービスを提供できます。 

再起動 注意: ハードウェアの冗長性が利用できない場合、再起動方式はサービス中断します。 最善の方
法として、サービスへのアップグレードの影響を最小限に抑えるために、ダウンタイムを慎重にスケジュ
ールします。 

メンバーデバイスを再起動して、ソフトウェアのアップグレードを完了します。 1 つのメンバーデバイスが
再起動している間、他のメンバーデバイスはサービスを提供できます。 

14-1-3. ISSU コマンド 

ISSU には、install コマンドおよび issu コマンドのコマンドセットが含まれています。 推奨される ISSU 方式を特定したら、表 14 を
参照して、使用するコマンドセットを選択します。 

issu one-step コマンドを使用して ISSU をワンステップで実行することも、他の ISSU コマンドを使用して ISSU をステップバイステップ
で実行することもできます。 

 ワンステップ ISSU 中は、ロールバックを実行できません。 

 マルチステップ ISSU 中に、デバイスステータスを表示したり、ISSU を中止したり、ロールバックを実行したりできます。 

表 14. コマンドセットの比較 

アイテム issu コマンド install コマンド 

アップグレードタイプ  互換性アップグレード 

 非互換性アップグレード 

 互換性アップグレード 
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システムへの影響 大きい 小さい 

技能要件 低い: ベストプラクティスとして、このコマンドセッ
トを使用します。 

高い: 管理者は、システムに関する幅広い知識
を持ち、各アップグレードタスクがネットワークに与
える影響を理解している必要があります。 

ワンステップ ISSU サポート 非サポート 

ステップバイステップ ISSU サポート サポート 

14-2. 制限とガイドライン:ISSU 

IMPORTANT:  ISSU を成功させるには、新しいバージョンでサポートされていないすべてのコマンドを削除して、ランニング設定を
保存する必要があります。 現在のバージョンと新しいバージョンの間の機能の変更を識別するには、デバイスのリ
リースノートをお読みください。 

 システムが正しく動作するようにするには、機能をアンインストールする前に、アンインストールする機能用に設定さ
れたコマンドを削除し、ランニング設定を保存する必要があります。 

ISSU 中は、次の制限とガイドラインに従ってください: 

 次のタスクは実行しないでください: 

 メンバーデバイスの再起動。 

 設定変更や情報表示など、ISSU に関係のないタスクの実行。 

 イメージファイルの変更、削除、または名前変更。 

 同じ ISSU に対して install コマンドと issu コマンドの両方を使用することはできません。 

 サービスの継続性を高めるために、ISSU をワンステップで実行する場合を除き、推奨される ISSU の手順に厳密に従ってください。
次のステップに進む前に、ステップが完了していることを確認してください。 

 issu load コマンドを初めて実行する前に、display system stable state コマンドを使用してシステムが安定していることを
確認してください。 System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 

 次のコマンドを実行する前に、display system stable state コマンドを使用してシステムが安定していることを確認してくださ
い。 

 issu コマンド: issu one-step、issu load、issu run switchover、issu commit 

 install コマンド: install activate、install deactivate 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 

 issu コマンドを使用して、ソフトウェアイメージの全部または一部をアップグレードできます。 一部のイメージのみをアップグレードする場
合は、新しいイメージがアップグレードされないイメージと互換性があることを確認してください。 競合が存在する場合、アップグレードは
失敗します。 

 デバイスには、最大 32 の.bin ファイルをインストールできます。 これには、1 つのブートイメージファイル、1 つのシステムイメージファイ
ル、および最大 30 の機能およびパッチイメージファイルが含まれます。 

 パッチイメージファイルは、インクリメンタルまたは非インクリメンタルにすることができます。 1 つのコマンドを使用して、最大 30 個のインク
リメンタルパッチイメージファイルをインストールできます。 各ブート、システム、または機能イメージには 1 つの非インクリメンタルパッチイメ
ージファイルを含めることができるため、1 つのコマンドを使用して最大 16 の非インクリメンタルパッチイメージファイルをインストールできま
す。 インクリメンタルおよび非インクリメンタルパッチイメージファイルの詳細については “Upgrading software” を参照してください。 

ISSU の後、変更または追加されたコマンドを使用する前に、デバイスに再度ログインする必要があります。 

ISSU の後で、display boot-loader コマンドを使用して、新しいソフトウェアイメージが正常にロードされたことを確認します。 スター
トアップソフトウェアイメージは常にフラッシュメモリにある必要があり、削除することはできません。 それらを削除すると、再起動後にデバイス
を再起動できなくなります。 

IRF 物理インタフェースが 40-GE QSFP+ DAC ケーブルで接続されている場合、ISSU は IRF ファブリックではサポートされません。 
IRF ファブリックで ISSU を実行するには、次のいずれかの方法を使用して IRF 物理インタフェースを接続します。 

 100GE: DAC ケーブル、トランシーバモジュールとファイバー、AOC ケーブル 

 40GE: トランシーバモジュールとファイバー、AOC ケーブル 

14-3. ISSUの前提条件 

ISSU を正常に実行するには、すべての準備要件が満たされていることを確認してください。 
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14-3-1. コンソールポートを介してデバイスにログイン 

コンソールポートを介してデバイスにログインします。 Telnet や SSH を使用している場合、ISSU が完了する前にデバイスから切断され
る可能性があります。 

マルチユーザー環境では、ISSU の実行中に他の管理者がデバイスにアクセスしないようにしてください。 

14-3-2. 利用可能な ISSUの特定 

ソフトウェアリリースノートを読んで、現在のソフトウェアバージョンと新しいソフトウェアバージョンの間の ISSU のデバイスのサポートを確認し
ます。 

14-3-3. デバイスの動作ステータスの確認 

次の項目を確認します: 

 display device コマンドを使用して、すべてのメンバーデバイスが正しく動作していることを確認します。 

 display irf コマンドを使用して、すべてのメンバーデバイスが正しく動作していることを確認します。 

 display cpu-usage コマンドを使用して、デバイスに CPU 使用率アラームが存在しないことを確認します。 ベストプラクティスとし
て、CPU 使用率が各コンポーネントの CPU 使用率回復しきい値よりも低いことを確認します。 

 display memory コマンドおよび display memory-threshold コマンドを使用して、デバイスにメモリアラームが存在しないこと
を確認します。 ベストプラクティスとして、空きメモリが各コンポーネントの通常の状態のしきい値よりも大きいことを確認します。 

 display fan コマンドを使用して、すべてのファンが正常状態にあることを確認します。 

 display power コマンドを使用して、すべての電源装置が正常な状態にあることを確認します。 

 display environment コマンドを使用して、各コンポーネントの温度が高温警告しきい値よりも低いことを確認します。 

 display counters rate inbound interface コマンドを使用して、すべてのインタフェースがパケットを正しく転送していること
を確認します。 

 display interface | include CRC コマンドを使用して、すべてのインタフェースがパケットを正しく転送していることを確認しま
す。 

14-3-4. アップグレードイメージの準備 

1. dir コマンドを使用して、すべてのファイルシステムにアップグレードイメージ用の十分な空きストレージスペースがあることを確認しま
す。 ストレージスペースが十分でない場合は、delete /unreserved file-url コマンドを使用して未使用のファイルを削除し
ます。 削除するファイルを使用する場合は、ファイルをバックアップしてから削除してください。 /unreserved キーワードを使用する
と、削除されたファイルを復元できなくなります。 詳細については “Managing file systems” を参照してください。 

2. FTP または TFTP を使用して、アップグレードイメージファイル（.bin または.ipe 内）をマスターデバイス上のファイルシステムのルー
トディレクトリに転送します。 

14-3-5. ISSU方式の特定 

5. display version comp-matrix file コマンドを実行して、推奨される ISSU メソッドを特定します。 

 互換性アップグレードの場合は、Upgrade Way フィールドをチェックして、推奨される ISSU 方式を特定してください。 

 非互換性アップグレードの場合は、コマンド出力の末尾の Incompatible upgrade 文字列を確認してください。 

ISSU メソッドの詳細については、表 13 を参照してください。 

14-3-6. デバイス構成の確認 

ISSU リブートや非互換性アップグレードを成功させ、ISSU 中に IRF ファブリックの整合性を保つには、一連の機能セットがアップグレー
ド後に期待されるものと同じ設定である必要があります。 以降に、機能および設定変更/機能確認コマンドを示します: 

 システム動作モード 

 system-working-mode 

 display system-working-mode 

 ハードウェアリソース動作モード 

 hardware-resource switch-mode 
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 display hardware-resource switch-mode 

 IPv4 拡張 ECMP モード 

 ecmp mode enhanced 

 display ecmp mode 

 プレフィックスが 64 ビットより長い IPv6 ルート 

 hardware-resource routing-mode ipv6-128 

 display hardware-resource routing-mode 

 OpenFlow 転送のパケット損失防止 

 openflow lossless enable 

 display current-configuration 

 VXLAN ハードウェアリソースモード 

 hardware-resource vxlan 

 display hardware-resource vxlan 

システム動作モードとハードウェアリソース動作モードの詳細については “Fundamentals Configuration Guide” の ”Device 
management” を参照してください。 

プレフィックスが 64 ビットより長い IPv6 ルートおよび IPv4 拡張 ECMP モードの詳細については “Layer3-IP Routing 
Configuration Guide” の “Basic IP routing configuration” を参照してください。 

OpenFlow 転送のパケット損失防止の詳細については “OpenFlow Configuration Guide” を参照してください。 

VXLAN ハードウェアリソースモードの詳細については “VXLAN Configuration Guide” を参照してください。 

14-3-7. 機能ステータスの確認 

ISSU 中のサービス継続性のために、次の機能設定を構成します: 

機能 設定要件 

GR と NSR  LDP、OSPF、ISIS、BGP、FSPF などのプロトコルで GR または NSR を有効にします。 

BFD  LDP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA などのプロトコルの BFD を無効にします。 

LAG  ダイナミックアグリゲーショングループのすべてのメンバーポートで、長い LACP タイムアウト間隔を使用します。
（lacp period short コマンドは設定されていません） 
 すべてのメンバーポートが Selected ポートであることを確認してください。 

IRF  IRF ファブリックで非互換性アップグレードを実行する前に、IRF MAD が無効になっていることを確認してください。 
IRF MAD を使用する際はアップグレード終了後に IRF MAD を有効にします。 
 IRF ブリッジ MAC の persistence を次のように設定します: 

 互換性アップグレード: irf mac-address persistent timer または irf mac-address 
persistent always コマンドを設定します。 

 非互換性アップグレード: ブリッジ MAC アドレスが issu load コマンドを実行するデバイスの MAC アドレスの
場合は irf mac-address persistent always コマンドを設定します。 

14-3-8. アップグレード手順の決定 

1. 表 14 を利用して、ISSU 方式に応じたアップグレードコマンドセットを選択します。 

2. ハードウェア冗長の状態を特定します。 

ISSU は、次の条件が満たされた場合にのみサービスの継続性を維持できます: 

 IRF ファブリックには複数のメンバーがあり、リングトポロジを使用します。 

IMPORTANT:  ハードウェア冗長が利用できない場合、再起動アップグレードまたは非互換性アップグレード中にサービス中
断を回避することはできません。 アップグレードがネットワークに与える影響を理解してください。 

3. 次のいずれかのタスクを実行します: 

 “Performing an ISSU in one step” で説明されているように、1 つのコマンドで ISSU を開始終了するにはワンステップ
ISSU を選択します。 
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 “Performing an ISSU step by step by using issu commands” または “Performing an ISSU by using 
onstall commands” で説明されている手順から正しい手順を選択します。 

14-3-9. ランニング設定の調整と保存 

1. 新しいソフトウェアバージョンがサポートしていないすべてのコマンドをランニング設定から削除します。 現在のバージョンと新しいバージ
ョンの間のすべての機能変更を識別するには、デバイスのリリースノートをお読みください。 

2. 機能イメージをアンインストールするには、その機能のために設定されたコマンドを削除します。 

3. save コマンドを使用して、ランニング設定を保存します。 

14-4. ワンステップ ISSUの実行 

14-4-1. 制限とガイドライン 

ワンステップアップグレード中は、ロールバックやその他のタスクを実行できません。 

IRF ファブリックに複数のメンバーデバイスがある場合は、次のガイドラインに従ってください: 

 現在のソフトウェアバージョンと新しいソフトウェアバージョンの両方がワンステップ ISSU をサポートしていることを確認します。 

 互換性アップグレードの場合、コマンドで 1 つの従属メンバーを指定します。 メンバーデバイスは、ISSU の後にマスターデバイスになり
ます。 

 非互換性アップグレードの場合、コマンドで 1 つ以上の従属メンバーを指定します。 コマンドで従属メンバーを 1 つだけ指定すると、
ISSU の後にそのメンバーがマスターデバイスになります。 コマンドで複数の従属メンバーを指定すると、システムは ISSU の後に指定
した従属メンバーの中から 1 つをマスターデバイスとして自動選択します。 リングトポロジ IRF ファブリックのベストプラクティスとして、従
属メンバーの半数をコマンドで指定します。 指定された従属メンバーが物理リンクによって直接接続されていることを確認してください。 

14-4-2. 手順 

ISSU をワンステップで実行するには、ユーザービューで次のコマンドのいずれかを実行します: 

 .bin ファイルを使用: 

issu one-step file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> | patch filename&<1-30> } * [ slot 
slot-number&<1-9> ] [ reboot ] 

 .ipe ファイルを使用: 

issu one-step file ipe ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] slot slot-number&<1-9> [ reboot ] 

14-5. issu コマンドによるステップバイステップ ISSUの実行 

14-5-1. マルチシャーシ IRF ファブリックで互換性アップグレードを実行 

14-5-1-1. 制限とガイドライン 

最初に 1 つの従属メンバーデバイスをアップグレードします。 次に、旧マスターを含む残りのメンバーデバイスをアップグレードします。 

14-5-1-2. 手順 

1. (オプション) 自動ロールバックを設定します。 

a) システムビューに入ります。 

system-view 

b) 自動ロールバックタイマーを設定します。 

issu rollback-timer minutes 

デフォルトでは、自動ロールバックタイマーは 45 分に設定されています。 issu run switchover コマンドを実行すると、自動
ロールバックタイマーが開始します。 

c) ユーザービューに戻ります。 

quit 

2. システムが安定していることを確認します。 
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display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

3. アップグレードイメージをスタートアップイメージとして従属メンバーにロードします。 

 .bin ファイルを使用: 

issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> | patch filename&<1-30> } * slot 
slot-number&<1-9> [ reboot ] 

 .ipe ファイルを使用: 

issu load file ipe ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] slot slot-number&<1-9> [ reboot ] 

4. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。システムが前の手順でエラーを報告した場合は、システムが安定
していることを確認してから、issu rollback コマンドを使用してアップグレードをロールバックします。 

5. ISSU スイッチオーバーを実行します。 

issu run switchover 

このコマンドは、自動ロールバックタイマーも開始します。 タイマーの期限が切れると、システムは自動的に元のソフトウェアイメージにロ
ールバックします。 

6. (オプション) アップグレードを受け入れ、自動ロールバックタイマーを削除します。 

issu accept 

自動ロールバックタイマーが切れる前に、このコマンドを実行してください。 

7. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。システムが前の 2 つの手順でエラーを報告した場合は、システム
が安定していることを確認してから、issu rollback コマンドを使用してアップグレードをロールバックします。 

8. 残りのメンバーをアップグレードして ISSU を完成させます。 

issu commit slot slot-number 

自動ロールバックタイマーが切れる前に、このコマンドを実行してください。 1 つのメンバーに対してこのコマンドを使用した後、メンバー
が再起動して IRF ファブリックに参加するのを待ちます。 次に、前の手順とこの手順を繰り返して、元のマスターを含む残りのメンバ
ーデバイスを 1 つずつアップグレードします。 

9. ISSU の完了を確認します。 

display issu state 

ISSU State フィールドに Init と表示されている場合、ISSU は完了しています。 

14-5-2. マルチシャーシ IRF ファブリックで非互換性アップグレードを実行 

14-5-2-1. 制限とガイドライン 

最初に 1 つもしくはそれ以上の従属メンバーデバイスをアップグレードします。 次に、旧マスターを含む残りのメンバーデバイスをアップグレ
ードします。 

14-5-2-2. 手順 

マルチシャーシ IRF ファブリックで非互換性アップグレードを実行するには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 
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2. アップグレードイメージをスタートアップイメージとして従属メンバーにロードします。 

 .bin ファイルを使用: 

issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> | patch filename&<1-30> } * slot 
slot-number&<1-9> [ reboot ] 

 .ipe ファイルを使用: 

issu load file ipe ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] slot slot-number&<1-9> [ reboot ] 

リングトポロジ IRF ファブリックのベストプラクティスとして、サービス中断を減らすために、このコマンドの従属メンバーの半分を指定しま
す。 指定された従属メンバーが物理的に接続されていることを確認してください。 

3. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。システムが前の手順でエラーを報告した場合は、システムが安定
していることを確認してから、issu rollback コマンドを使用してアップグレードをロールバックします。 

4. ISSU スイッチオーバーを実行します。 

issu run switchover 

このコマンドは、残りのメンバーをアップグレードします。 

5. ISSU の完了を確認します。 

display issu state 

ISSU State フィールドに Init と表示されている場合、ISSU は完了しています。 

14-5-3. シングルシャーシ IRF ファブリックでインクリメンタルアップグレードを実行 

シングルシャーシ IRF ファブリックでインクリメンタルアップグレードを実行するには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

2. アップグレードイメージをスタートアップイメージとして従属メンバーにロードします。 

 .bin ファイルを使用: 

issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> | patch filename&<1-30> } * slot 
slot-number&<1-9> [ reboot ] 

 .ipe ファイルを使用: 

issu load file ipe ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] slot slot-number&<1-9> [ reboot ] 

3. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。システムが前の手順でエラーを報告した場合は、システムが安定
していることを確認してから、issu rollback コマンドを使用してアップグレードをロールバックします。 

4. ISSU プロセスを完了します。 

issu commit slot slot-number 

5. ISSU の完了を確認します。 

display issu state 

ISSU State フィールドに Init と表示されている場合、ISSU は完了しています。 

14-5-4. シングルシャーシ IRF ファブリックで再起動アップグレードもしくは非互換性アップグレードを実行 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 
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System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

2. 親デバイスのアップグレードイメージを、従属メンバーのスタートアップイメージとしてロードします。 

 .bin ファイルを使用: 

issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> | patch filename&<1-30> } * slot 
slot-number&<1-9> [ reboot ] 

 .ipe ファイルを使用: 

issu load file ipe ipe-filename [ patch filename&<1-30> ] slot slot-number&<1-9> [ reboot ] 

3. ISSU の完了を確認します。 

display issu state 

ISSU State フィールドに Init と表示されている場合、ISSU は完了しています。 

14-6. install コマンドによる ISSUの実行 

14-6-1. ISSU タスの概要 

1. (オプション) .ipe ファイルの解凍 

2. ソフトウェアイメージのインストールとアップグレード 

3. (オプション) ソフトウェアイメージの非アクティブ化 

4. (オプション) 実行ソフトウェアイメージのロールバック 

5. (オプション) ソフトウェアのアクティブ化/非アクティブ化の操作中止 

6. (オプション) ソフトウェアイメージの検証 

7. ソフトウェア変更のコミット 

8. (オプション) 非アクティブなソフトウェアイメージの削除 

14-6-2. .ipe ファイルの解凍 

1. (オプション) .ipe ファイルに含まれているイメージを確認します。 

display  install ipe-info 

2. .ipe ファイルを解凍します。 

install add ipe-filename filesystem 

14-6-3. ソフトウェアイメージのインストールとアップグレード 

14-6-3-1. このタスクについて 

このタスクを使用して、新しい機能とパッチイメージをインストールするか、ブート/システム/機能イメージをアップグレードします。 

14-6-3-2. ソフトウェアイメージのインストールとアップグレードの方法 

ソフトウェアイメージをインストールまたはアップグレードするには、次のいずれかの方法を使用します: 

 スロットごと: 1 つのスロットですべてのイメージをアクティブにしてから、次のスロットに進みます。 

 イメージごと: 別イメージに進む前に、すべてのスロットで 1 つのイメージをアクティブにします。 この方法を使用する前に、リリースノート
を参照して、アップグレードイメージが現在のイメージと互換性があることを確認してください。 アップグレードイメージが現在のイメージと
互換性がない場合、アップグレードに失敗する可能性があります。 

14-6-3-3. 制限とガイドライン 

イメージをインストールするには、マスターデバイスから始める必要があります。 イメージをアップグレードするには、従属デバイスから始める
必要があります。 
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14-6-3-4. ブート/システム/機能イメージのインストールまたはアップグレード 

ブートイメージ、システムイメージ、もしくは機能イメージをインストールまたはアップグレードするには、ユーザービューで次のコマンドを実行し
ます: 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

2. (オプション) 推奨 ISSU 方法とアップグレードの考えられる影響を特定します。 

install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number test 

3. ソフトウェアイメージをアクティブ化します。 

install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number 

14-6-3-5. パッチイメージのインストール 

パッチイメージをインストールするには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

2. パッチイメージをインストールします。 

install activate patch filename { all | slot slot-number } 

このコマンドで一度に指定できるパッチイメージファイルは 1 つだけです。 ただし、このコマンドを複数回実行して、複数のパッチイメー
ジファイルをインストールすることができます。 

install activate patch filename all コマンドは、指定パッチイメージをすべてのハードウェアにインストールし、イメージ
は再起動後も存続できます。 インストールのために install commit コマンドを実行する必要はありません。 

14-6-4. ソフトウェアイメージの非アクティブ化 

14-6-4-1. 制限とガイドライン 

機能とパッチのイメージのみを非アクティブ化できます。 

非アクティブ化の操作は、現在のソフトウェアイメージリストからイメージを削除するだけです。 再起動後にイメージの変更を有効にするに
は、コミット操作を実行して、メインのスタートアップイメージリストからイメージを削除する必要があります。 

非アクティブ化されたイメージは、引き続き記憶媒体に保存されます。 イメージを完全に削除するには、install remove コマンドを実
行します。 詳細については “Deleting inactive software images.” を参照してください。 

14-6-4-2. 機能イメージの非アクティブ化 

機能イメージを非アクティブ化するには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 

System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

2. 機能イメージを非アクティブ化します。 

install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number 

14-6-4-3. パッチイメージの非アクティブ化 

パッチイメージを非アクティブ化するには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. システムが安定していることを確認します。 

display system stable state 
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System State フィールドに Stable と表示されている場合、システムは安定しています。 ISSU を成功させるには、次の手順に
進む前に、システムが安定していることを確認する必要があります。 

2. パッチイメージを非アクティブ化します。 

install deactivate patch filename { all | slot slot-number } 

このコマンドで一度に指定できるパッチイメージファイルは 1 つだけです。 ただし、このコマンドを複数回実行して、複数のパッチイメー
ジファイルを非アクティブ化することができます。 

install deactivate patch filename all コマンドは、指定パッチイメージをすべてのハードウェアで非アクティブ化し、イメ
ージは再起動後も存続できます。 非アクティブ化のために install commit コマンドを実行する必要はありません。 

14-6-5. 実行ソフトウェアイメージのロールバック 

14-6-5-1. このタスクについて 

インクリメンタルアップグレード中に、システムは、ブート/システム/機能イメージのアクティブ化または非アクティブ化の操作ごとにロールバック
ポイントを作成します。 システムは最大 50 のロールバックポイントを維持できます。 ロールバックポイントの作成時にこの制限に達した場
合、システムは最も古いロールバックポイントを削除します。 ソフトウェアを任意のロールバックポイントにロールバックできます。 

再起動アップグレードの最中は、システムはロールバックポイントを作成しません。 再起動アップグレード後は、アクティブ化または非アクティ
ブ化の操作が実行される前の状態にのみソフトウェアをロールバックできます。 

14-6-5-2. 制限とガイドライン 

このタスクは、ソフトウェアの変更をコミットする前にのみ実行できます。 コミット操作は、すべてのロールバックポイントを削除します。 

再起動後にインクリメンタルアップグレードのロールバックを有効にするには、コミット操作を実行してメインのスタートアップイメージリストを更
新する必要があります。 

14-6-5-3. 手順 

実行ソフトウェアイメージをロールバックするには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. (オプション) 利用可能なロールバックポイントを表示します。 

display install rollback 

2. ソフトウェアをロールバックします。 

install rollback to { point-id | original } 

14-6-6. ソフトウェアのアクティブ化/非アクティブ化の操作中止 

14-6-6-1. このタスクについて 

システムがサービスアップグレードまたはファイルアップグレードのためにソフトウェアイメージをアクティブ化または非アクティブ化している間、ア
クティブ化/非アクティブ化の操作を中止できます。 操作が中止された後、システムは、操作前に実行されていたソフトウェアイメージで実
行されます。 

14-6-6-2. 手順 

ソフトウェアのアクティブ化または非アクティブ化の操作を中止するには、次のいずれかの方法を使用します: 

 ユーザービューで install abort [job-id]コマンドを実行します。 

 Ctrl+C を押します。 

14-6-7. ソフトウェア変更のコミット 

14-6-7-1. このタスクについて 

インクリメンタルアップグレードのためにイメージをアクティブ化または非アクティブ化する場合、またはパッチイメージをアクティブ化または非ア
クティブ化する場合、メインのスタートアップイメージリストは変更によって更新されません。 ソフトウェアの変更は再起動時に失われます。 
再起動後に変更を有効にするには、変更をコミットする必要があります。 

14-6-7-2. 手順 

ソフトウェアの変更をコミットするには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 
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install commit 

14-6-8. ソフトウェアイメージの検証 

14-6-8-1. このタスクについて 

このタスクを実行して、次の項目を確認します: 

 整合性: ブート/システム/機能イメージの整合性を確認します。 

 一貫性: 同じアクティブなイメージがシステム全体で実行されていることを確認します。 

 ソフトウェアコミットステータス: アクティブなイメージが必要に応じてコミットされていることを確認します。 

14-6-8-2. 手順 

ソフトウェアイメージを確認するには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

1. ソフトウェアイメージを確認します。 

install verify 

2. 必要に応じて、イメージをアクティブ化または非アクティブ化します。 

install { activate | deactivate } 

3. ソフトウェア変更をコミットします。 

install commit 

14-6-9. 非アクティブなソフトウェアイメージの削除 

14-6-9-1. このタスクについて 

ISSU を完了した後、このタスクを使用して古いイメージファイルを完全に削除できます。 

14-6-9-2. 制限とガイドライン 

このタスクは、イメージファイルを完全に削除します。 install rollback to コマンドを使用して操作を元に戻したり、install 
abort コマンドを使用して操作を中止したりすることはできません。 

14-6-9-3. 手順 

非アクティブなソフトウェアイメージファイルを削除するには、ユーザービューで次のコマンドを実行します: 

install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive } 

14-7. 進行中の ISSUプロセスを強制終了 

14-7-1. このタスクについて 

次のいずれかの例外が発生し、アップグレードまたはロールバックを実行できない場合は、この機能を使用して ISSU プロセスを終了しま
す: 

 ISSU ステータスは Init ではありませんが、アップグレードは停止しています。 

 ISSU ステータスは Init ですが、アップグレードは完了していません。 

14-7-2. 手順 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. 進行中の ISSU プロセスを強制終了します。 

issu quit 
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14-8. ISSUの表示および保守コマンド 

特に明記されていない限り、install コマンドと issu コマンドのどちらを利用しているかに関係なく、ISSU 中に display コマンドと
reset コマンドを使用できます。 

任意のビューで display コマンドを実行でき、ユーザービューで reset コマンドを実行できます。 

タスク コマンド 備考 

アクティブなソフトウェアイ
メージを表示します。 

display install active [slot slot-number] [verbose] N/A 

バックアップスタートアップ
ソフトウェアイメージを表
示します。 

display install backup [slot slot-number] [verbose] N/A 

メインのスタートアップソフ
トウェアイメージを表示し
ます。 

display install committed [slot slot-number] 
[verbose] 

N/A 

ファイルシステムのルート
ディレクトリに非アクティブ
なソフトウェアイメージを
表示します。 

display install inactive [slot slot-number] [verbose] N/A 

.ipe ファイルに含まれて
いるソフトウェアイメージ
を表示します。 

display install ipe-info ipe-filename N/A 

進行中の ISSU のアク
ティブ化/非アクティブ化/
ロールバック操作を表示
します。 

display install job N/A 

ISSU ログエントリを表
示します。 

display install log [log-id] [verbose] N/A 

ソフトウェアイメージファイ
ル情報を表示します。 

display install package {filename | all} [verbose] N/A 

ロールバックポイント情報
を表示します。 

display install rollback [point-id] システムは、issu コマン
ドを使用する ISSU 中
にロールバックポイントを
記録しません。 

特定のコンポーネントま
たはファイルを含むソフト
ウェアイメージファイルを
表示します。 

display install which {component name | file 
filename} [slot slot-number] 

N/A 

自動ロールバックタイマー
情報を表示します。 

display issu rollback-timer N/A 

ISSU ステータス情報を
表示します。 

display issu state このコマンドは、issu コ
マンドを使用する ISSU
にのみ適用されます。 

ISSU メソッドを表示し
ます。 

display version comp-matrix file { boot filename | 
system filename | feature filename&<1-30> | patch 
filename&<1-30> } * 

display version comp-matrix file ipe ipe-filename 
[ patch filename&<1-30> ] 

N/A 

ISSU ログエントリをクリ
アします。 

reset install log-history oldest log-number N/A 

ISSU ロールバックポイン
トをクリアします。 

reset install rollback oldest point-id N/A 
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14-9. issu コマンドによる ISSU使用例 

14-9-1. 例:システムソフトウェアを互換性バージョンにアップグレード 

14-9-1-1. ネットワーク構成 

図 22 に示すように、IRF ファブリックには 2 つのメンバーがあります。 

ブート、システム、および機能のイメージを T0001015 から T0001016 にアップグレードします。 2 つのバージョンは互換性があります。 

図 22. ネットワーク図 

 

14-9-1-2. 手順 

＃TFTP サーバーからアップグレードイメージファイルをダウンロードします。 

<Sysname> tftp 2.2.2.2 get boot-t0001016.bin 
% Total      % Received   % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 
100 6078464  100 6078464    0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 

Writing file...Done. 
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get system-t0001016.bin 
% Total      % Received   % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 
100 97750016 100 97750016   0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 

Writing file...Done. 
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature-t0001016.bin 
% Total     % Received    % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 

100 1008640 100 1008640     0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 

＃アクティブなソフトウェアイメージを表示します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

＃推奨 ISSU メソッドを特定します。 

<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001016.bin system 
flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin 
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 1.......................Done. 

Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 1................. .................Done. 
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 1.................Done. 
Identifying the upgrade methods....Done. 
 
Slot                        Upgrade Way 
1                           Reboot 

2                           Reboot 
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出力は、再起動アップグレードが推奨されていることを示しています。 

＃ランニング設定を保存します。 

<Sysname> save 

＃従属メンバーのシステムソフトウェアをアップグレードします。 

<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin 
feature flash:/feature-t0001016.bin slot 2 
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and 
maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y 
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to slot2#flash:/boot-t0001016.bin......Done. 
Copying file flash:/system-t0001016.bin to 
slot2#flash:/system-t0001016.bin........................Done. 

Copying file flash:/feature-t0001016.bin to 
slot2#flash:/feature-t0001016.bin......Done. 
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 2...Done. 
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 2............Done. 
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 2...Done. 
Identifying the upgrade methods….Done. 
Upgrade summary according to following table: 

 
flash:/boot-t0001016.bin 

Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
flash:/system-t0001016.bin 

Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
flash:/feature-t0001016.bin 

Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
Slot                        Upgrade Way 
2                           Reboot 

Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y 
This operation might take several minutes, please wait...Done. 

＃ISSU ステートが安定した状態にあることを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Loaded 
Compatibility: Compatible 
Work state: Normal 

Upgrade method: Card by card 
Upgraded slot: 
slot 2 

Current upgrading slot: None 
Previous version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001015 
system: 7.1.070, Test 0001015 
feature: 7.1.070, Test 0001015 

Previous software images: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Upgrade version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001016 
system: 7.1.070, Test 0001016 
feature: 7.1.070, Test 0001016 

Upgrade software images: 
flash:/boot-t0001016.bin 
flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

この出力の Loaded 状態は安定状態であり、システムがマスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを待機していることを示しま
す。 スロット 2 はアップグレードを完了しましたが、スロット 1 は完了していません。 

＃マスター/スタンバイ(subordinate)スイッチオーバーを実行します。 

<Sysname> issu run switchover 
Upgrade summary according to following table: 
 

flash:/boot-t0001016.bin 
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Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
flash:/system-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
flash:/feature-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
Slot                        Switchover Way 
1                           Master subordinate switchover 

Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y 

This operation might take several minutes, please wait......... 

＃ISSU ステートが安定した状態にあることを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Switchover 
Compatibility: Compatible 
Work state: Normal 

Upgrade method: Card by card 

Upgraded slot: 
slot 2 

Current upgrading slot: None 
Previous version list: 

boot: 7.1.070, Test 0001015 
system: 7.1.070, Test 0001015 
feature: 7.1.070, Test 0001015 

Previous software images: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Upgrade version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001016 
system: 7.1.070, Test 0001016 
feature: 7.1.070, Test 0001016 

Upgrade software images: 
flash:/boot-t0001016.bin 

flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

この出力の Switchover 状態は安定状態であり、システムがマスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを完了し、スロット 1 を
アップグレードするためのコミット操作を待機していることを示します。 

＃旧マスターのシステムソフトウェアをアップグレードします。 

<Sysname> issu commit slot 1 

Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/boot-t0001016.bin 

Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
flash:/system-t0001016.bin 
Running Version             New Version 

Test 0001015                Test 0001016 
 
flash:/feature-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
Slot                        Upgrade Way 
1                           Reboot 

Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y 

This operation might take several minutes, please wait...Done. 

14-9-1-3. アップグレードの確認 

＃ISSU が完了したことを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Init 
Compatibility: Unknown 

Work state: Normal 
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Upgrade method: Card by card 
Upgraded slot: None 
Current upgrading slot: None 
Current version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001016 
system: 7.1.070, Test 0001016 

feature: 7.1.070, Test 0001016 
Current software images: 
flash:/boot-t0001016.bin 
flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

この出力の ISSU state フィールドに Init が表示されます。これは、ISSU が完了したことを示します。 

＃両方のメンバーが新しいソフトウェアイメージを実行していることを確認します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001016.bin 
flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001016.bin 

flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

14-9-2. 例:システムソフトウェアを非互換性バージョンにアップグレード 

14-9-2-1. ネットワーク構成 

図 23 に示すように、IRF ファブリックには 2 つのメンバーがあります。 

ブート、システム、および機能のイメージを T0001015 から互換性のないバージョンである T0001017 にアップグレードします。 

図 23. ネットワーク図 

 

14-9-2-2. 手順 

＃TFTP サーバーからアップグレードイメージファイルをダウンロードします。 

<Sysname> tftp 2.2.2.2 get boot-t0001017.bin 
% Total      % Received   % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 
100 6078464  100 6078464    0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get system-t0001017.bin 
% Total      % Received   % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 
100 97750016 100 97750016   0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature-t0001017.bin 

% Total     % Received    % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 
Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 

100 1008640 100 1008640     0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 

＃アクティブなソフトウェアイメージを表示します。 
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<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Active packages on slot 2: 

flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

＃推奨 ISSU メソッドを特定します。 

<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001017.bin system 
flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin 
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 1.......................Done. 

Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 1................. .................Done. 
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 1.................Done. 
Identifying the upgrade methods....Done. 
 
Incompatible upgrade. 

出力は、非互換性アップグレードが推奨されていることを示しています。 

＃ランニング設定を保存します。 

<Sysname> save 

＃従属メンバーのシステムソフトウェアをアップグレードします。 

<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin 
feature flash:/feature-t0001017.bin slot 2 
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and 
maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y 

Copying file flash:/boot-t0001017.bin to slot2#flash:/boot-t0001017.bin......Done. 
Copying file flash:/system-t0001017.bin to 
slot2#flash:/system-t0001017.bin........................Done. 
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to 
slot2#flash:/feature-t0001017.bin......Done. 
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 2...Done. 
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 2............Done. 
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 2...Done. 

Identifying the upgrade methods….Done. 
Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/boot-t0001017.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001017 

 
flash:/system-t0001017.bin 
Running Version             New Version 

Test 0001015                Test 0001017 
 
flash:/feature-t0001017.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001017 

 
Slot                        Upgrade Way 

2                           Reboot 

Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y 
This operation might take several minutes, please wait...Done. 

＃ISSU ステートが安定した状態にあることを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Loaded 
Compatibility: Incompatible 
Work state: Normal 

Upgrade method: Card by card 
Upgraded slot: 

slot 2 
Current upgrading slot: None 
Previous version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001015 
system: 7.1.070, Test 0001015 
feature: 7.1.070, Test 0001015 

Previous software images: 
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flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Upgrade version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001017 
system: 7.1.070, Test 0001017 

feature: 7.1.070, Test 0001017 
Upgrade software images: 
flash:/boot-t0001017.bin 
flash:/system-t0001017.bin 
flash:/feature-t0001017.bin 

この出力の Loaded 状態は安定状態であり、システムがマスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを待機していることを示しま
す。 スロット 2 はアップグレードを完了しましたが、スロット 1 は完了していません。 

＃マスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを実行します。 

<Sysname> issu run switchover 
Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/boot-t0001017.bin 
Running Version             New Version 

Test 0001015                Test 0001017 

 
flash:/system-t0001017.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001017 

 
flash:/feature-t0001017.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001017 

 

Slot                        Switchover Way 
1                           Master subordinate switchover 

Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y 
This operation might take several minutes, please wait...Done. 

14-9-2-3. アップグレードの確認 

＃ISSU が完了したことを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Init 
Compatibility: Unknown 
Work state: Normal 
Upgrade method: Card by card 

Upgraded slot: None 
Current upgrading slot: None 
Current version list: 

boot: 7.1.070, Test 0001017 
system: 7.1.070, Test 0001017 
feature: 7.1.070, Test 0001017 

Current software images: 
flash:/boot-t0001017.bin 
flash:/system-t0001017.bin 
flash:/feature-t0001017.bin 

この出力の ISSU state フィールドに Init が表示されます。これは、ISSU が完了したことを示します。 

＃両方のメンバーが新しいソフトウェアイメージを実行していることを確認します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001017.bin 
flash:/system-t0001017.bin 
flash:/feature-t0001017.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001017.bin 
flash:/system-t0001017.bin 
flash:/feature-t0001017.bin 
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14-9-3. 例:システムソフトウェアのロールバック 

14-9-3-1. ネットワーク構成 

図 24 に示すように、IRF ファブリックには 2 つのメンバーがあります。 

T0001015 から T0001016 にアップグレードした後、ブート、システム、および機能のイメージを T0001016 から T0001015 にロー
ルバックします。 T0001016 と T0001015 は互換性があります。 

図 24. ネットワーク図 

 

14-9-3-2. 手順 

＃TFTP サーバーからアップグレードイメージファイルをダウンロードします。 

<Sysname> tftp 2.2.2.2 get boot-t0001016.bin 
% Total      % Received   % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 
100 6078464  100 6078464    0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get system-t0001016.bin 

% Total      % Received   % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 
Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 

100 97750016 100 97750016   0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature-t0001016.bin 

% Total     % Received    % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 
Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 

100 1008640 100 1008640     0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 
Writing file...Done. 

＃アクティブなソフトウェアイメージを表示します。 

<Sysname> display install active 

Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

＃推奨 ISSU メソッドを特定します。 

<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001016.bin system 
flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin 

Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1................. .................Done. 

Identifying the upgrade methods....Done. 
 

Slot                        Upgrade Way 
1                           Reboot 
2                           Reboot 

出力は、再起動アップグレードが推奨されていることを示しています。 

＃ランニング設定を保存します。 



 
 

HPE FlexFabric 5944,5945 スイッチシリーズ 

Fundamentals コンフィグレーションガイド 

 

45 
 

<Sysname> save 

＃従属メンバーのシステムソフトウェアをアップグレードします。 

<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin 
feature flash:/feature-t0001016.bin slot 2 

This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and 
maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y 
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to slot2#flash:/boot-t0001016.bin......Done. 
Copying file flash:/system-t0001016.bin to 
slot2#flash:/system-t0001016.bin........................Done. 
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to 
slot2#flash:/feature-t0001016.bin......Done. 
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 2...Done. 
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 2............Done. 

Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 2...Done. 
Identifying the upgrade methods….Done. 
Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/boot-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 

flash:/system-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 

flash:/feature-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
Slot                        Upgrade Way 

2                           Reboot 
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y 
This operation might take several minutes, please wait...Done. 

＃ISSU ステートが安定した状態にあることを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Loaded 
Compatibility: Incompatible 

Work state: Normal 
Upgrade method: Card by card 
Upgraded slot: 
slot 2 

Current upgrading slot: None 

Previous version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001015 
system: 7.1.070, Test 0001015 

feature: 7.1.070, Test 0001015 
Previous software images: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Upgrade version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001016 
system: 7.1.070, Test 0001016 

feature: 7.1.070, Test 0001016 
Upgrade software images: 
flash:/boot-t0001016.bin 
flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

この出力の Loaded 状態は安定状態であり、システムがマスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを待機していることを示しま
す。 スロット 2 はアップグレードを完了しましたが、スロット 1 は完了していません。 

＃マスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを実行します。 

<Sysname> issu run switchover 

Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/boot-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 
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flash:/system-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
flash:/feature-t0001016.bin 
Running Version             New Version 

Test 0001015                Test 0001016 
 
Slot                        Switchover Way 
1                           Master subordinate switchover 

Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y 
This operation might take several minutes, please wait...Done. 

＃ISSU ステートが安定した状態にあることを確認します。 

<Sysname> display issu state 
ISSU state: Switchover 
Compatibility: Compatible 
Work state: Normal 
Upgrade method: Card by card 
Upgraded slot: 
slot 2 

Current upgrading slot: None 

Previous version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001015 
system: 7.1.070, Test 0001015 
feature: 7.1.070, Test 0001015 

Previous software images: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Upgrade version list: 

boot: 7.1.070, Test 0001016 
system: 7.1.070, Test 0001016 
feature: 7.1.070, Test 0001016 

Upgrade software images: 
flash:/boot-t0001016.bin 
flash:/system-t0001016.bin 
flash:/feature-t0001016.bin 

この出力の Switchover 状態は安定状態であり、システムがマスター/従属(subordinate)スイッチオーバーを完了し、スロット 1 を
アップグレードするためのコミット操作を待機していることを示します。 

＃ソフトウェアイメージを T0001015 にロールバックします。 

<Sysname> issu rollback 

This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:Y 

14-9-3-3. アップグレードの確認 

＃ISSU が完了したことを確認します。 

<Sysname> display issu state 

ISSU state: Init 
Compatibility: Unknown 

Work state: Normal 
Upgrade method: Card by card 

Upgraded slot: None 

Current upgrading slot: None 
Current version list: 
boot: 7.1.070, Test 0001015 
system: 7.1.070, Test 0001015 
feature: 7.1.070, Test 0001015 

Current software images: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 

flash:/feature-t0001015.bin 

この出力の ISSU state フィールドに Init が表示されます。これは、ISSU が完了したことを示します。 

＃両方のメンバーが古いソフトウェアイメージを実行していることを確認します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
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flash:/feature-t0001015.bin 
Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

14-10. install コマンドによる ISSU使用例 

14-10-1. 例:システムソフトウェアのアップグレード 

14-10-1-1. ネットワーク構成 

図 25 に示すように、IRF ファブリックには 2 つのメンバーがあります。 

Feature1 機能イメージを T0001015 から T0001016 にアップグレードします。 2 つのバージョンは互換性があります。 

図 25. ネットワーク図 

 

14-10-1-2. 手順 

＃TFTP サーバーから T0001016Feature1 機能イメージを含む.ipe ファイルをダウンロードします。 

<Sysname> tftp 2.2.2.2 get feature1-t0001016.ipe 
% Total     % Received    % Xferd  Average Speed  Time     Time     Time     Current 

Dload   Upload Total    Spent    Left     Speed 
100 256     100 256         0 0      764     0      --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810 

Writing file...Done. 

＃.ipe ファイルを解凍します。 

<Sysname> install add flash:/feature1-t0001016.ipe flash: 
Verifying the file flash:/feature1-t0001016.ipe on slot 1...Done. 
Decompressing file feature1-t0001016.bin to 
flash:/feature1-t0001016.bin.......................Done. 

＃アクティブなソフトウェアイメージを表示します。 

<Sysname> display install active 

Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature-t0001015.bin 

＃推奨される ISSU の方法と、アップグレードによる影響の可能性を特定します。 

<Sysname> install activate feature flash:/feature1-t0001016.bin slot 2 test 

Copying file flash:/feature1-t0001016.bin to 
slot2#flash:/feature1-t0001016.bin......Done. 
Verifying the file flash:/feature1-t0001016.bin on slot 2...Done. 
Upgrade summary according to following table: 
 

flash:/feature1-t0001016.bin 
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Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 
 
Slot                        Upgrade Way 
2                           Service Upgrade 

 

Influenced service according to following table on slot 2: 
flash:/feature1-t0001016.bin 

Feature1 
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-t0001016.bin slot 1 test 
Verifying the file flash:/feature1-t0001016.bin on slot 1...Done. 
Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/feature1-t0001016.bin 

Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 
Slot                        Upgrade Way 
1                           Service Upgrade 

 
Influenced service according to following table on slot 1: 
flash:/feature1-t0001016.bin 

Feature1 

出力は、出力は、両方のメンバーがサービスアップグレードを必要とし、Feature1 モジュールがアップグレード中に再起動されることを
示しています。 

＃新しい Feature1 イメージをアクティブにして、Feature1 機能をアップグレードします。 

<Sysname> install activate feature flash:/feature1-t0001016.bin slot 2 
Verifying the file flash:/feature1-t0001016.bin on slot 1...Done. 
flash:/feature1-t0001016.bin already exists on slot 2. 

Overwrite it?[Y/N]:y 
Copying file flash:/feature1-t0001016.bin to 
slot2#flash:/feature1-t0001016.bin......Done. 
Verifying the file flash:/feature1-t0001016.bin on slot 2...Done. 
Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/feature1-t0001016.bin 
Running Version             New Version 

Test 0001015                Test 0001016 
 
Slot                        Upgrade Way 
2                           Service Upgrade 

Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y 

This operation might take several minutes, please wait...Done. 
<Sysname> install activate feature flash:/feature1-t0001016.bin slot 1 
Verifying the file flash:/feature1-t0001016.bin on slot 1...Done. 

Upgrade summary according to following table: 
 
flash:/feature1-t0001016.bin 
Running Version             New Version 
Test 0001015                Test 0001016 

 

Slot                        Upgrade Way 
1                           Service Upgrade 

Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:y 

This operation might take several minutes, please wait...Done. 

＃アクティブなソフトウェアイメージを表示します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001016.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001016.bin 

＃ソフトウェアの変更をコミットします。 

<Sysname> install commit 
This operation will take several minutes, please wait...........................Done. 
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The current software images have been saved as the startup software images. 
Current software images on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001016.bin 

Current software images on slot 2: 

flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001016.bin 

14-10-2. 例:機能のロールバック 

14-10-2-1. ネットワーク構成 

図 25 に示すように、IRF ファブリックには 2 つのメンバーがあります。 Feature1 機能が T0001015 から T0001016 にアップグレード
されました。 ただし、ソフトウェアの変更はコミットされていません。 

Feature1 機能を T0001016 から T0001015 にロールバックします。 

14-10-2-2. 手順 

＃アクティブなソフトウェアイメージを表示します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001016.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001016.bin 

＃利用可能なロールバックポイントを表示します。 

<Sysname> display install rollback 
Install rollback information 1 on slot 1: 
Updating from flash:/feature1-t0001015.bin 

to flash:/feature1-t0001016.bin. 

Install rollback information 2 on slot 2: 
Updating from flash:/feature1-t0001015.bin 

to flash:/feature1-t0001016.bin. 

＃Feature1 機能を T0001015 にロールバックします。 

<Sysname> install rollback to original 
This operation might take several minutes, please wait...Done. 

＃IRF メンバーが古い Feature1 イメージを実行していることを確認します。 

<Sysname> display install active 
Active packages on slot 1: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001015.bin 

Active packages on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 

flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001015.bin 

＃ソフトウェアの変更をコミットします。 

<Sysname> install commit 
This operation will take several minutes, please wait...........................Done. 
The current software images have been saved as the startup software images. 
Current software images on slot 1: 

flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001015.bin 

Current software images on slot 2: 
flash:/boot-t0001015.bin 
flash:/system-t0001015.bin 
flash:/feature1-t0001015.bin 
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15. 自動設定の利用 

15-1. 自動設定について 

有効な次回起動設定ファイルなしでデバイスが起動すると、デバイスはデフォルトのファイルシステムのルートディレクトリで autocfg.py、
autocfg.tcl、および autocfg.cfg ファイルを検索します。 ルートディレクトリに存在する可能性のあるファイルは 1 つだけです。 ファイル
のいずれかが存在する場合、デバイスはファイルをロードします。 ファイルが存在しない場合、デバイスは自動設定機能を利用して一連の
構成設定を取得します。 

自動設定機能を使用すると、デバイスは起動時に一連の構成設定を自動的に取得できます。 この機能により、ネットワークの設定と保
守が簡素化されます。 

自動設定は、表 15 の実装方法を使用して実装できます。 

表 15. 自動設定の実装方法 

実施方法 設定ファイルの場所 利用シナリオ 

サーバーベースの自動設定 ファイルサーバー 地理的に分散した多数のデバイスを設定する必要がある。 

15-2. サーバーベースの自動設定の利用 

15-2-1. サーバーベースの自動設定について 

サーバーベースの自動設定を利用すると、設定ファイルのないデバイスで DHCP クライアントを実行して、起動時にファイルサーバーから
設定ファイルを取得できます。 

同じ方法を使用して、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方にサーバーベースの自動設定を展開できます。 この章では、IPv4 ネ
ットワークにサーバーベースの自動設定を展開するためのタスクについて説明します。 

15-2-2. 典型的なサーバーベースの自動設定ネットワーク 

図 26 に示すように、一般的なサーバーベースの自動設定ネットワークは、次のサーバーで構成されています。 

 DHCP サーバー 

 ファイルサーバー（TFTP サーバーまたは HTTP サーバー） 

 (オプション) DNS サーバー 

図 26. サーバーベースの自動設定ネットワーク図 

 

15-2-3. サーバーベースの自動設定タスクの概要 

サーバーベースの自動設定を構成するには、次のタスクを実行します: 

1. ファイルサーバーの構成 

2. 自動設定用のファイルを準備します。 



 
 

HPE FlexFabric 5944,5945 スイッチシリーズ 

Fundamentals コンフィグレーションガイド 

 

51 
 

 設定ファイルの準備 

 スクリプトファイルの準備 

3. DHCP サーバーの構成 

4. (オプション) DNS サーバーの構成 

5. (オプション) ゲートウェイの構成 

6. 自動設定に使用するインタフェースの準備 

7. 自動設定の開始と完了 

15-2-4. ファイルサーバーの構成 

デバイスが TFTP サーバーから設定情報を取得するには、ファイルサーバーで TFTP サービスを開始します。 

デバイスが HTTP サーバーから設定情報を取得するには、ファイルサーバーで HTTP サービスを開始します。 

15-2-5. 設定ファイルの準備 

15-2-5-1. 設定ファイルの種類 

デバイスは、表 16 にリストされている設定ファイルタイプをサポートします。 

表 16. 設定ファイルの種類 

設定ファイルの種類 利用目的 ファイル名の要件 サポートファイルサーバー 

個別設定ファイル 異なる設定が必要なデバイス name.cfg 

簡単にファイル名が識別できて、スペ
ースを含まない設定ファイル名を使用
してください。 

 TFTP サーバー 

 HTTP サーバー 

共通設定ファイル 全設定または一部設定を共有する
デバイス 

name.cfg  TFTP サーバー 

 HTTP サーバー 

デフォルト設定ファイル その他のデバイス 

このファイルにはデバイスが起動時に
利用する一般的な設定のみが含ま
れています。 

device.cfg  TFTP サーバー 

15-2-5-2. 設定ファイルの要件の特定と準備 

1. 設定ファイルのデバイスの要件を特定します。 

2. 異なる設定が必要なデバイスの場合は、デバイスごとに設定ファイルを準備し、ファイルサーバーにファイルを保存します。 

3. 全部または一部の設定を共有するデバイスの場合、共通設定をファイルサーバー上の.cfg ファイルに保存します。 

4. TFTP ファイルサーバーを使用する場合は、デバイスがサーバー上の device.cfg ファイルを起動するために使用する一般的な設定
を保存できます。 このファイルは、デバイスに使用する他の設定ファイルが無い場合にのみデバイスに割り当てられます。 

15-2-5-3. TFTP サーバーでのホスト名ファイルの準備 

TFTP サーバーが使用され、DHCP サーバーが設定ファイル名を割り当てない場合は、TFTP サーバーでホスト名ファイルを設定できま
す。 ホスト名ファイルには、自動設定されるデバイスのホスト名と IP アドレスのマッピングが含まれています。 

ホスト名ファイルを準備するには: 

1. network.cfg という名前のホスト名ファイルを作成します。 

2. 各マッピングエントリを ip host host-name ip-address の形式で改行して追加します。 例えば: 

ip host host1 101.101.101.101 
ip host host2 101.101.101.102 
ip host client1 101.101.101.103 

ip host client2 101.101.101.104 
 

IMPORTANT:  デバイスのホスト名は、デバイス用に構成された設定ファイルの名前と同じである必要があります。 
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15-2-6. スクリプトファイルの準備 

15-2-6-1. このタスクについて 

スクリプトファイルは、ソフトウェアの自動アップグレードと自動設定に利用できます。 

このデバイスは、Python スクリプト(.py ファイル)と Tcl スクリプト(.tcl ファイル)をサポートしています。 Python スクリプトおよび Tcl スク
リプトの詳細については “Using Python” および “Using Tcl” を参照してください。 

デバイスは、専用スクリプトファイルと一般的な専用スクリプトファイルをサポートしています。 デフォルトのスクリプトファイルの使用はサポート
されていません。 専用スクリプトファイルおよび一般的な専用スクリプトファイルについては、表 16 を参照してください。 

スクリプトファイルを使用する場合、ホスト名ファイルを使用してデバイスのホスト名と IP アドレスのマッピングを提供することはできません。 

15-2-6-2. 制限とガイドライン 

Tcl スクリプトを使用するには、スクリプト内のすべてのコマンドがサポートされ、正しく構成されていることを確認してください。 コマンドにエラ
ーがあると、自動設定プロセスが終了します。 

15-2-6-3. 手順 

 全部または一部の設定を共有するデバイスの場合、共通設定を含むスクリプトファイルを作成します。 

 それ以外のデバイスの場合は、デバイスごとに個別のスクリプトファイルを作成します。 

15-2-7. DHCP サーバーの構成 

15-2-7-1. このタスクについて 

DHCP サーバーは、自動的に構成する必要があるデバイスに次の項目を割り当てます: 

 IP アドレス 

 設定ファイルまたはスクリプトファイルのパス 

15-2-7-2. 制限とガイドライン 

DHCP サーバーを構成するときは、次のガイドラインに従ってください: 

 異なる設定ファイルを準備したデバイスの場合、DHCP サーバー上のデバイスごとに次のタスクを実行します: 

 DHCP アドレスプールを作成します。 

 静的アドレスバインディングを構成します。 

 設定ファイルまたはスクリプトファイルを指定します。 

アドレスプールは 1 つの設定ファイルしか使用できないため、1 つのアドレスプールに指定できる静的アドレスバインディングは 1 つだけで
す。 

 同じ設定ファイルを準備したデバイスの場合は、次の何れかの方法を使用します: 

 方法 1: 

 デバイスの DHCP アドレスプールを作成します。 

 アドレスプール内の各デバイスの静的アドレスバインディングを構成します。 

 デバイスの設定ファイルを指定します。 

 方法 2: 

 デバイスの DHCP アドレスプールを作成します。 

 動的割り当てのサブネットを指定します。 

 TFTP サーバーを指定します。 

 デバイスの設定ファイルを指定します。 

 サブネット上のすべてのデバイスが同じ設定ファイルまたはスクリプトファイルを共有している場合は、DHCP サーバーで次のタスクを実
行します: 

 動的アドレス割り当てを構成します。 
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 デバイスの構成ファイルまたはスクリプトファイルを指定します。 

設定ファイルには、デバイスの共通設定のみを含めることができます。 デバイス起動後にデバイス管理者が設定変更する方法を提供
できます。 

15-2-7-3. HTTP ファイルサーバーを使用する場合の DHCP サーバーの構成 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. DHCP を有効化します。 

dhcp enable 

デフォルトでは、DHCP は無効になっています。 

3. DHCP アドレスプールを作成し、そのビューに入ります。 

dhcp server ip-pool pool-name 

4. アドレスプールを構成します。 

必要に応じて構成するオプションを選択します: 

 アドレスプールのプライマリサブネットを指定します。 

network network-address [ mask-length | mask mask ] 

デフォルトでは、プライマリサブネットは指定されていません。 

 静的バインディングを構成します。 

static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ] { client-identifier client-identifier | 

hardware-address hardware-address [ ethernet | token-ring ] } 

デフォルトでは、静的バインディングは構成されていません。 

複数の静的バインディングを構成できます。 ただし、1 つの IP アドレスを 1 つのクライアントにのみバインドできます。 DHCP クラ
イアントのバインディングを変更するには、バインディングを削除して、バインディングを再構成する必要があります。 

5. 設定ファイルまたはスクリプトファイルの URL を指定します。 

bootfile-name url 

デフォルトでは、設定ファイルまたはスクリプトファイルの URL は指定されていません。 

15-2-7-4. TFTP ファイルサーバーを使用する場合の DHCP サーバーの構成 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. DHCP を有効化します。 

dhcp enable 

デフォルトでは、DHCP は無効になっています。 

3. DHCP アドレスプールを作成し、そのビューに入ります。 

dhcp server ip-pool pool-name 

4. アドレスプールを構成します。 

必要に応じて構成するオプションを選択します: 

 アドレスプールのプライマリサブネットを指定します。 

network network-address [ mask-length | mask mask ] 

デフォルトでは、プライマリサブネットは指定されていません。 

 静的バインディングを構成します。 

static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ] { client-identifier client-identifier | 
hardware-address hardware-address [ ethernet | token-ring ] } 

デフォルトでは、静的バインディングは構成されていません。 
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複数の静的バインディングを構成できます。 ただし、1 つの IP アドレスを 1 つのクライアントにのみバインドできます。 DHCP クラ
イアントのバインディングを変更するには、バインディングを削除して、バインディングを再構成する必要があります。 

5. TFTP サーバーを指定します。 

必要に応じて 1 つのオプションを選択してください: 

 TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。 

tftp-server ip-address ip-address 

デフォルトでは、TFTP サーバーの IP アドレスは指定されていません。 

 TFTP サーバーの名前を指定します。 

tftp-server domain-name domain-name 

デフォルトでは、TFTP サーバー名は指定されていません。 

TFTP サーバーを名前指定する場合は、ネットワーク上に DNS サーバーが必要です。 

6. 設定ファイルまたはスクリプトファイルの名前を指定します。 

bootfile-name bootfile-name 

デフォルトでは、構成またはスクリプトファイル名は指定されていません。 

15-2-8. DNS サーバーの構成 

次の状況では、DNS サーバーが必要です: 

 TFTP サーバーにはホスト名ファイルがありません。 

デバイスは、ホスト名を取得するために DNS サーバーに IP アドレスを提供する必要があります。 次に、デバイスは、TFTP サーバーか
ら hostname.cfg 形式で指定された設定ファイルを取得できます。 

 DHCP サーバーは、DHCP 応答メッセージを介して TFTP サーバーのドメイン名を割り当てます。 デバイスは、ドメイン名を使用して
TFTP サーバーの IP アドレスを取得する必要があります。 

15-2-9. ゲートウェイの構成 

自動構成するデバイスと自動構成用のサーバーが異なるネットワークセグメントにある場合は、次のタスクを実行する必要があります: 

 ゲートウェイを展開し、デバイスがサーバーと通信できることを確認します。 

 ゲートウェイで DHCP リレーエージェント機能を構成します。 

 ゲートウェイで UDP ヘルパー機能を設定します。 

このタスクは、デバイスがブロードキャストパケットを使用して TFTP サーバーに要求を送信する場合に必要です。 デバイスは、次の状
況でブロードキャストパケットを使用して TFTP サーバーに要求を送信します: 

 DHCP 応答に、TFTP サーバーの IP アドレスまたはドメイン名が含まれていません。 

 TFTP サーバーの IP アドレスまたはドメイン名が無効です。 

 UDP ヘルパーは、ブロードキャストパケットをユニキャストパケットに変換し、ユニキャストパケットをファイルサーバーに転送します。 UDP
ヘルパーの詳細については “Layer3-IP Services Configuration Guide” を参照してください。 

15-2-10. 自動設定に使用するインタフェースの準備 

デバイスは、次の手順を使用して、自動設定用のインタフェースを選択します: 

1. レイヤ 2 で管理イーサネットインタフェースのステータスを識別します。 ステータスがアップの場合、デバイスは管理イーサネットインタフェ
ースを使用します。 

2. レイヤ 2 イーサネットインタフェースのステータスを識別します。 1 つ以上のレイヤ 2 イーサネットインタフェースがアップ状態の場合、デ
バイスはデフォルト VLAN の VLAN インタフェースを使用します。 

3. すべてのレイヤ 3 イーサネットインタフェースをアップ状態で、最初にインタフェースタイプで昇順(辞書式)に並べ替え、次にインタフェー
ス番号の昇順で並べ替えます。 最初のインタフェースタイプのインタフェースの中で、インタフェース番号が最小のインタフェースを使用
します。 

4. アップ状態のレイヤ 3 イーサネットインタフェースが無い場合、デバイスは 30 秒間待機し、ステップ 1 に進んで再試行します。 

デバイスの自動設定を高速化するには、各デバイスの管理イーサネットインタフェースのみをネットワークに接続します。 
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15-2-11. 自動設定の開始と完了 

1. 自動設定されるデバイスの電源を入れます。 

デバイスがネクストスタートコンフィギュレーションファイルをローカルで検出しない場合、デバイスは自動設定プロセスを開始して、設定
ファイルを取得します。 

 デバイスが設定ファイルを取得してファイルを正常に実行すると、自動設定プロセスは完了します。 

 1 回の試行が失敗すると、デバイスは最大試行回数に達するまで再試行します。 プロセスを停止するには、Ctrl+C または
Ctrl+D を押します。 

デバイスが設定ファイルの取得に失敗した場合、デバイスは設定をロードせずに起動します。 

2. ランニング設定を保存します。 

save 

デバイスは、取得した設定ファイルをローカルに保存しません。 ランニング設定を保存しない場合、デバイスは再起動後に自動設定
機能を再度使用する必要があります。 

save コマンドの詳細については “Fundamentals Command Reference” を参照してください。 

15-3. サーバーベースの自動設定例 

15-3-1. 例:TFTP サーバーを利用した自動設定 

15-3-1-1. ネットワーク構成 

図 27 に示すように、企業の 2 つの部門がゲートウェイ（スイッチ B、スイッチ C）を介してネットワークに接続されています。 アクセスデバ
イス（スイッチ D、スイッチ E、スイッチ F、スイッチ G）には設定ファイルがありません。 

アクセスデバイスが設定ファイルを取得して次の設定タスクを完了することができるように、サーバーとゲートウェイを構成します。 

 アクセスデバイスの管理者がそれぞれのアクセスデバイスに Telnet でアクセスして管理できるようにします。 

 管理者に、ログイン時にそれぞれのユーザー名とパスワードを入力するように要求します。 

図 27. ネットワーク図 

 

15-3-1-2. 手順 

1. DHCP サーバーを構成します。 

＃VLAN インタフェース(2)を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 
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<SwitchA> system-view 
[SwitchA] vlan 2 
[SwitchA-vlan2] port twenty-fivegige 1/0/1 
[SwitchA-vlan2] quit 
[SwitchA] interface vlan-interface 2 
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.42 24 

[SwitchA-Vlan-interface2] quit 

#DHCP を有効化します。 

[SwitchA] dhcp enable 

#VLAN インタフェース(2)で DHCP サーバーを有効化します。 

[SwitchA] interface vlan-interface 2 

[SwitchA-Vlan-interface2] dhcp select server 
[SwitchA-Vlan-interface2] quit 

#アドレスプール(market)を構成して、192.168.2.0/24 サブネット上の IP アドレスをマーケティング部門のクライアントに割り当
てます。 クライアントの TFTP サーバー、ゲートウェイ、および設定ファイル名を指定します。  

[SwitchA] dhcp server ip-pool market 
[SwitchA-dhcp-pool-market] network 192.168.2.0 24 
[SwitchA-dhcp-pool-market] tftp-server ip-address 192.168.1.40 

[SwitchA-dhcp-pool-market] gateway-list 192.168.2.1 
[SwitchA-dhcp-pool-market] bootfile-name market.cfg 
[SwitchA-dhcp-pool-market] quit 

#アドレスプール(rd)を構成して、192.168.3.0/24 サブネット上の IP アドレスを R&D 部門のクライアントに割り当てます。 クライ
アントの TFTP サーバー、ゲートウェイ、および設定ファイル名を指定します。 

[SwitchA] dhcp server ip-pool rd 
[SwitchA-dhcp-pool-rd] network 192.168.3.0 24 

[SwitchA-dhcp-pool-rd] tftp-server ip-address 192.168.1.40 
[SwitchA-dhcp-pool-rd] gateway-list 192.168.3.1 
[SwitchA-dhcp-pool-rd] bootfile-name rd.cfg 
[SwitchA-dhcp-pool-rd] quit 

#DHCP リレーエージェントへの静的ルートを設定します。 

[SwitchA] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.41 
[SwitchA] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.1.43 

[SwitchA] quit 

2. ゲートウェイスイッチ B を構成します。 

＃VLAN インタフェース(2,3)を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 

<SwitchB> system-view 
[SwitchB] vlan 2 
[SwitchB-vlan2] port twenty-fivegige 1/0/3 

[SwitchB-vlan2] quit 
[SwitchB] interface vlan-interface 2 
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.41 24 

[SwitchB-Vlan-interface2] quit 
[SwitchB] vlan 3 
[SwitchB-vlan3] port twenty-fivegige 1/0/1 
[SwitchB-vlan3] port twenty-fivegige 1/0/2 
[SwitchB-vlan3] quit 

[SwitchB] interface vlan-interface 3 
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24 
[SwitchB-Vlan-interface3] quit 

#DHCP を有効化します。 

[SwitchB] dhcp enable 

#VLAN インタフェース(3)で DHCP リレーエージェントを有効化します。 

[SwitchB] interface vlan-interface 3 
[SwitchB-Vlan-interface3] dhcp select relay 

#DHCP サーバーアドレスを指定します。 

[SwitchB-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 192.168.1.42 

3. ゲートウェイスイッチ C を構成します。 

＃VLAN インタフェース(2,3)を作成し、インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 
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<SwitchC> system-view 
[SwitchC] vlan 2 
[SwitchC-vlan2] port twenty-fivegige 1/0/3 
[SwitchC-vlan2] quit 
[SwitchC] interface vlan-interface 2 
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.43 24 

[SwitchC-Vlan-interface2] quit 
[SwitchC] vlan 3 
[SwitchC-vlan3] port twenty-fivegige 1/0/1 
[SwitchC-vlan3] port twenty-fivegige 1/0/2 
[SwitchC-vlan3] quit 
[SwitchC] interface vlan-interface 3 
[SwitchC-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24 
[SwitchC-Vlan-interface3] quit 

#DHCP を有効化します。 

[SwitchC] dhcp enable 

#VLAN インタフェース(3)で DHCP リレーエージェントを有効化します。 

[SwitchC] interface vlan-interface 3 
[SwitchC-Vlan-interface3] dhcp select relay 

#DHCP サーバーアドレスを指定します。 

[SwitchC-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 192.168.1.42 

4. TFTP サーバーを構成します。 

＃TFTP サーバーで、market.cfg という名前の設定ファイルを作成します。 

# 

sysname Market 
# 
telnet server enable 
# 
vlan 3 
# 
local-user market 
password simple market 
service-type telnet 

quit 
#i 
nterface Vlan-interface3 
ip address dhcp-alloc 
quit 

# 
interface twenty-fivegige 1/0/1 
port access vlan 3 

quit 
# 
user-interface vty 0 63 

authentication-mode scheme 
user-role network-admin 

# 
return 

＃TFTP サーバーで、rd.cfg という名前の設定ファイルを作成します。 

# 
sysname RD 
# 
telnet server enable 
# 
vlan 3 
# 

local-user rd 
password simple rd 

service-type telnet 
quit 

# 
interface Vlan-interface3 
ip address dhcp-alloc 
quit 
# 

interface twenty-fivegige 1/0/1 
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port access vlan 3 
quit 
# 
user-interface vty 0 63 
authentication-mode scheme 
user-role network-admin 

# 
return 

#TFTP サービスソフトウェアを起動し、2 つの設定ファイルが存在するフォルダを作業ディレクトリとして指定します。（詳細は省略） 

＃TFTP サーバーと DHCP リレーエージェントが相互に到達できることを確認します。（詳細は省略） 

15-3-1-3. 構成の確認 

1. スイッチ D、スイッチ E、スイッチ F、およびスイッチ G の電源を入れます。 

2. アクセスデバイスが起動したら、割り当てられた IP アドレスをスイッチ A で確認します。 

<SwitchA> display dhcp server ip-in-use 
IP address       Client-identifier/    Lease expiration     Type 

Hardware address 
192.168.2.2      3030-3066-2e65-3233-  May 6 05:21:25 2013  Auto(C) 

    642e-3561-6633-2d56- 
6c61-6e2d-696e-7465- 
7266-6163-6533 

192.168.2.3      3030-3066-2e65-3230-  May 6 05:22:50 2013  Auto(C) 

302e-3232-3033-2d56- 
6c61-6e2d-696e-7465- 
7266-6163-6533 

192.168.3.2      3030-6530-2e66-6330-  May 6 05:23:15 2013  Auto(C) 
302e-3335-3131-2d56- 

6c61-6e2d-696e-7465- 
7266-6163-6531 

192.168.3.3      3030-6530-2e66-6330-  May 6 05:24:10 2013  Auto(C) 
302e-3335-3135-2d56- 
6c61-6e2d-696e-7465- 
7266-6163-6532 

3. スイッチ A から 192.168.2.2 に Telnet 接続します。 

<SwitchA> telnet 192.168.2.2 

4. プロンプトに従って、ユーザー名(market)とパスワード(market)を入力します。（詳細は省略） 

スイッチ D またはスイッチ E にログインしています。 

15-3-2. 例:HTTP サーバーと Tcl スクリプトを利用した自動設定 

15-3-2-1. ネットワーク構成 

図 28 に示すように、スイッチ A には設定ファイルがありません。 

スイッチ A が Tcl スクリプトを取得して、次の設定タスクを完了することができるように、サーバーを構成します。 

 管理者がスイッチ A に Telnet で接続して、スイッチ A を管理できるようにします。 

 管理者に、ログイン時にそれぞれのユーザー名とパスワードを入力するように要求します。 

図 28. ネットワーク図 
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15-3-2-2. 手順 

1. DHCP サーバーを構成します。 

#DHCP を有効化します。 

<DeviceA> system-view 
[DeviceA] dhcp enable 

#アドレスプール(1)を構成して、192.168.1.0/24 サブネット上の IP アドレスをクライアントに割り当てます。 

[DeviceA] dhcp server ip-pool 1 
[DeviceA-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 24 

＃クライアントのスクリプトファイルの URL を指定します。 

[DeviceA-dhcp-pool-1] bootfile-name http://192.168.1.40/device.tcl 

2. HTTP サーバーを構成します。 

#HTTP サーバー上に device.tcl という名前の設定ファイルを作成します。 

system-view 
telnet server enable 

local-user user 
password simple abcabc 
service-type telnet 
quit 

user-interface vty 0 63 
authentication-mode scheme 
user-role network-admin 
quit 
 

interface twenty-fivegige 1/0/1 
port link-mode route 
ip address dhcp-alloc 
return 

＃HTTP サービスソフトウェアを起動し、HTTP サービスを有効にします。（詳細は省略） 

15-3-2-3. 構成の確認 

1. スイッチ A の電源を入れます。 

2. スイッチ A が起動したら、割り当てられた IP アドレスをデバイス A で確認します。 

<DeviceA> display dhcp server ip-in-use 

IP address       Client identifier/    Lease expiration     Type 
Hardware address 

192.168.1.2      0030-3030-632e-3239-  Dec 12 17:41:15 2013 Auto(C) 

3035-2e36-3736-622d- 
4574-6830-2f30-2f32 

3. デバイス A から 192.168.1.2 に Telnet 接続します。 

<DeviceA> telnet 192.168.1.2 

4. プロンプトに従って、ユーザー名(user)とパスワード(abcabc)を入力します。（詳細は省略） 

スイッチ A にログインしています。 
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15-3-3. 例:HTTP サーバーと Python スクリプトを利用した自動設定 

15-3-3-1. ネットワーク構成 

図 29 に示すように、スイッチ A には設定ファイルがありません。 

スイッチ A が Python スクリプトを取得して、次の設定タスクを完了することができるように、サーバーを構成します。 

 管理者がスイッチ A に Telnet で接続して、スイッチ A を管理できるようにします。 

 管理者に、ログイン時に正しいユーザー名とパスワードを入力するように要求します。 

図 29. ネットワーク図 

 

15-3-3-2. 手順 

1. DHCP サーバーを構成します。 

#DHCP を有効化します。 

<DeviceA> system-view 
[DeviceA] dhcp enable 

#アドレスプール(1)を構成して、192.168.1.0/24 サブネット上の IP アドレスをクライアントに割り当てます。 

[DeviceA] dhcp server ip-pool 1 

[DeviceA-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 24 

＃クライアントのスクリプトファイルの URL を指定します。 

[DeviceA-dhcp-pool-1] bootfile-name http://192.168.1.40/device.py 

2. HTTP サーバーを構成します。 

#HTTP サーバー上に device.py という名前の設定ファイルを作成します。 

#!usr/bin/python 
import comware 
comware.CLI(‘system-view ;telnet server enable ;local-user user ;password simple abcabc ;service-type telnet ;quit ;user-
interface vty 0 63 ;authentication-mode scheme ;user-role network-admin ;quit ;interface twenty-fivegige 1/0/1 ;port link-
mode route ;ip address dhcp-alloc ;return’) 

＃HTTP サービスソフトウェアを起動し、HTTP サービスを有効にします。（詳細は省略） 

15-3-3-3. 構成の確認 

1. スイッチ A の電源を入れます。 

2. スイッチ A が起動したら、割り当てられた IP アドレスをデバイス A で確認します。 

<DeviceA> display dhcp server ip-in-use 
IP address       Client identifier/    Lease expiration     Type 

Hardware address 

192.168.1.2      0030-3030-632e-3239-  Dec 12 17:41:15 2013 Auto(C) 
3035-2e36-3736-622d- 

4574-6830-2f30-2f32 

3. デバイス A から 192.168.1.2 に Telnet 接続します。 

<DeviceA> telnet 192.168.1.2 

4. プロンプトに従って、ユーザー名(user)とパスワード(abcabc)を入力します。（詳細は省略） 
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スイッチ A にログインしています。 

15-3-4. 例:IRF ファブリックのセットアップ 

15-3-4-1. ネットワーク構成 

図 30 に示すように、スイッチ A とスイッチ B には設定ファイルがありません。 

サーバーを構成して、スイッチが Python スクリプトを取得してそれぞれの設定を完了し、IRF ファブリックを形成できるようにします。 

図 30. ネットワーク図 

 

15-3-4-2. 手順 

1. インタフェースに IP アドレスを割り当てます。 デバイスが互いに到達できることを確認してください。（詳細は省略） 

2. HTTP サーバーで次のファイルを構成します: 

ファイル コンテンツ 備考 

.cfg 

設定ファイル 

IRF セットアップに必要なコマンドセット。 既存の IRF ファブリックの設定ファイルをコピーして
変更することにより、設定ファイルを作成できます。 

sn.txt メンバースイッチのシリアル番号。 各 SN はスイッチを一意に識別します。 

これらの SN は、各メンバースイッチに一意の IRF
メンバーID を割り当てるために使用されます。 

(オプション) 

.ipe または.bin 

ソフトウェアイメージファイル 

ソフトウェアイメージ。 メンバースイッチが異なるソフトウェアバージョンを実
行している場合は、ソフトウェアのアップグレードに
使用するソフトウェアイメージファイルを準備する必
要があります。 

.py 

Python スクリプトファイル 

次のタスクを完了する Python コマンド: 

a. (オプション) フラッシュメモリにファイルをダウン
ロードするのに十分なスペースがあることを
確認します。 

b. 設定ファイルと sn.txt をダウンロードします。 

c. (オプション) ソフトウェアイメージファイルをダ
ウンロードし、メインのスタートアップイメージフ
ァイルとして指定します。 

d. sn.txt を解決し、各 SN に一意の IRF メ
ンバーID を割り当てます。 

e. 設定ファイルをメインの次回起動設定ファイ
ルとして指定します。 

f. メンバースイッチを再起動します。 

Python スクリプト構成の詳細について
は ”Using Python” を参照してください。 

3. デバイス A を DHCP サーバーとして構成します。 

#DHCP を有効化します。 

<DeviceA> system-view 
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[DeviceA] dhcp enable 

#アドレスプール(1)を構成して、192.168.1.0/24 サブネット上の IP アドレスをクライアントに割り当てます。 

[DeviceA] dhcp server ip-pool 1 
[DeviceA-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 24 

#クライアントのスクリプトファイルの URL を指定します。 

[DeviceA-dhcp-pool-1] bootfile-name http://192.168.1.40/device.py 
[DeviceA-dhcp-pool-1] quit 

#Twenty-FiveGigE(1/0/1)で DHCP サーバーを有効化します。 

[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1 
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] dhcp select server 

[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit 

4. スイッチ A とスイッチ B の電源を入れます。 

スイッチ A とスイッチ B は、DHCP サーバーから Python スクリプトファイルを取得し、スクリプトを実行します。 IRF 設定が完了した
ら、スイッチ A とスイッチ B を再起動します。 

5. スイッチ A とスイッチ B が再起動したら、ケーブルを使用してスイッチ A とスイッチ B を IRF 物理ポートを介して接続します。 

スイッチ A とスイッチ B がマスターメンバーを選出します。 従属メンバーは再起動して IRF ファブリックに参加します。 

15-3-4-3. 構成の確認 

＃スイッチ A で display irf コマンドを使用して IRF メンバーデバイスを表示します。 スイッチ B で display irf コマンドを使用し
て、IRF メンバーデバイスを表示することもできます。 

<Switch A> display irf 

MemberID  Slot  Role    Priority  CPU-Mac         Description 
1       1     Standby 1         00e0-fc0f-8c02  --- 

*+2       1     Master  30        00e0-fc0f-8c14  --- 
-------------------------------------------------- 
* indicates the device is the master. 
+ indicates the device through which the user logs in. 
 
The Bridge MAC of the IRF is: 000c-1000-1111 

Auto upgrade                : yes 
Mac persistent              : always 
Domain ID                   : 0 
Auto merge                  : yes 

＃この出力は、スイッチが IRF ファブリックを形成したことを示しています。 
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16. 事前プロビジョニングの設定 

16-1. 事前プロビジョニングについて 

事前プロビジョニングを使用すると、オフラインモジュールを事前構成できます。 モジュールは、この章のメンバーデバイスを参照します。 

事前プロビジョニングされたモジュールがオンラインになると、事前プロビジョニングされた設定が適用されます。 モジュールがオフラインになっ
た後も、モジュールの既存の設定を変更したり、新しい設定を追加したりできます。 モジュールが再びオンラインになると、最終設定が適
用されます。 

16-2. 制限とガイドライン:事前プロビジョニング 

スロットで事前プロビジョニングを無効にすると、デバイスは、サブスロットで事前プロビジョニングされたコマンドを含む、スロットのすべての事
前プロビジョニングされたコマンドを削除します。 

サブスロットで事前プロビジョニングを無効にすると、デバイスはサブスロットの事前プロビジョニングされたコマンドを削除します。 

事前にプロビジョニングされた設定を再起動後も存続させるには、save コマンドを使用して、設定を次回起動設定ファイルに保存する
必要があります。 

16-3. 事前プロビジョニングの有効化 

1. システムビューに入ります。 

system-view 

2. 事前プロビジョニングするスロットを選択し、スロットビューに入ります。 

slot slot-number 

3. スロットで事前プロビジョニングを有効にします。 

provision model model 

デフォルトでは、事前プロビジョニングは無効になっています。 
指定するモデルは、インストールするモジュールのモデルと同じである必要があります。 そうでない場合、事前にプロビジョニングされた
設定をモジュールに適用することはできません。 

4. サブカードのサブスロットで事前プロビジョニングを有効にします。 

provision subslot subslot-number model model 

指定するモデルは、インストールするサブカードのモデルと同じである必要があります。 そうでない場合、事前にプロビジョニングされた
設定をサブカードに適用することはできません。 

サブスロットでの事前プロビジョニングの有効化をサポートしているのは、HPE FlexFabric 5945 4 スロットスイッチ（JQ076A）および
HPE FlexFabric 5945 2 スロットスイッチ（JQ075A）のみです。 

 

16-4. 事前にプロビジョニングされた設定の表示/保守コマンド 

任意のビューで display コマンドを実行できます。 ユーザービューで reset コマンドを実行できます。 

タスク コマンド 

preprovisioned-commands アプリケーションの失敗記録を表示します。 display provision failed-config 

preprovisioned-commands アプリケーションの失敗記録をクリアします。 reset provision failed-config 
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17. デバイスの管理 

（オリジナルを参照ください。） 

18. Tclの使用 

（オリジナルを参照ください。） 

19. Pythonの使用 

（オリジナルを参照ください。） 

20. Comware7の拡張された Python API 

（オリジナルを参照ください。） 

21. ドキュメントの規則とアイコン 

（オリジナルを参照ください。） 

22. サポートおよびその他のリソース 

（オリジナルを参照ください。） 

 

 

 

(end)
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