オンライン オフライン診断
お客様はオンライン オフライン診断（OOD）フィールド診断機能を使用して、現場に導入され
ているライン カードのハードウェア関連の問題をテストおよび検証できます。テスト結果に基
づき、ライン カードで障害が発生しているかどうかを確認し、ネットワークの問題をトラブル
シューティングすることができます。
• オンライン オフライン診断の概要, 1 ページ
• オンライン オフライン診断の設定方法, 3 ページ
• オンライン オフライン診断の設定例, 4 ページ
• オンライン オフライン診断に関する機能情報, 4 ページ

オンライン オフライン診断の概要
フィールド診断メカニズムであるオンラインオフライン診断を使用すると、お客様はラインカー
ド ハードウェアの問題をテストして検証することができます。
Cisco cBR ユニバーサル ブロードバンド ルータ内のライン カードに関するハードウェア診断テス
トを実行するには、Cisco.com から無料の OOD フィールド診断イメージをダウンロードし、それ
を使用して、ライン カードの問題の原因がハードウェア障害にあるかどうかを検証します。お客
様はスタンバイラインカードに対して随時、サービスを中断することなく、フィールド診断テス
トを実行できます。スタンバイラインカードがスイッチオーバー可能であることを確認すること
で、システムの高可用性を向上させることができます。
フィールド診断イメージについて
ラインカードに関する診断テストを実行するために使用するフィールド診断イメージは、Cisco.com
から入手できます。
まず、Cisco.com から、このイメージをルータ上のいずれかのフラッシュ ファイル システムにダ
ウンロードします。ダウンロードしたイメージをラインカードに移動すると、ラインカードは自
動的にオフラインになります。フィールド診断テストを完了してテスト結果を収集した後は、
フィールド診断イメージをライン カードからアンロードする必要があります。フィールド診断イ

Cisco cBR コンバージド ブロードバンド ルータ DOCSIS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド
（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
1

オンライン オフライン診断
オンライン オフライン診断の利点

メージをライン カードからアンロードすると、ライン カードは自動的に通常の動作を再開しま
す。

オンライン オフライン診断の利点
• トラブルシューティングの改善フィールド診断では、ライン カードの問題がハードウェアに
関連しているかどうかを検証します。問題がソフトウェアに関連している場合、フィールド
診断イメージによってハードウェアが原因でないことがすぐに解明するため、問題の原因と
なっているソフトウェアの問題を解決することに集中できます。
• 装着前のライン カード ハードウェアの検証フィールド診断では、Cisco cBR ルータに装着さ
れる前のライン カードにハードウェア上の問題があるかどうかを検証します。
• オンサイトでの障害検出フィールド診断を利用することで、問題がハードウェアに関連する
かどうか、ライン カードを交換する必要があるかどうかを確認できます。
• 稼働時間の増加問題がハードウェアに関連していない場合、フィールド診断によってライン
カードを不必要にオフラインにすることを回避できるため、ネットワークの稼働率を向上さ
せることができます。

オンライン オフライン診断機能の前提条件
• N + 1 冗長構成内の現用（アクティブ）ライン カードに対して OOD フィールド診断テストを
実行するには、サービスの中断を避けるために、フィールド診断イメージをライン カードに
ロードする前に、保護（スタンバイ）ライン カードへのスイッチオーバーを行うことを推奨
します。
• OOD フィールド診断イメージがライン カードにロードされると、ライン カードがオフライ
ンになります。したがって、フィールド診断テストを行う前に、テスト対象のライン カード
のダウンタイムをスケジュールしてください。
• フィールド診断テストを行う前に必ず、他のインターフェイスに接続されているすべての
ケーブルをデバイスから取り外してください。一部のフィールド診断テストではパケットが
接続先デバイスに送信されることがあるため、インターフェイスを接続するケーブルを取り
外さないと、受信側インターフェイスのパケット カウンタが増加します。

オンライン オフライン診断機能の制限事項
• OOD フィールド診断テストの実行中に Telnet を使用してルータにアクセスしても、テストの
進行状況メッセージが画面に表示されません。
• フィールド診断テストの実行中にスーパバイザ スイッチオーバが発生すると、テストは直ち
に停止され、ライン カード上のフィールド診断イメージは自動的にライン カードのランタ
イム イメージに置き換えられます。
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• この機能は、Cisco IOS-XE リリース 3.18.0S 以降の CBR-CCAP-LC-40G ライン カードでサポー
トされます。
• サービスへの影響を避けるために、一度に 1 つのライン カードに対して OOD を実行するこ
とを推奨します。
• 複数のライン カードに対して OOD を実行するには、次のライン カードに OOD イメージを
ロードする前に 5 分 ～ 10 分の間隔を置いてください。

オンライン オフライン診断の設定方法
フィールド診断テストの設定
フィールド診断イメージをロードしてフィールド診断テストを開始するには、次の手順に従いま
す。
copy tftp:image-file {harddisk: | bootflash: | flash:}
request platform hardware diagnostic load slot slot-id image-file autostart

テスト プロセスの検証
フィールド診断テストが実行中であるかどうかを確認するには、次の例に示すように show platform
hardware diagnostic status slot slot-id コマンドを使用します。
Router# show platform hardware diagnostic status slot 0
Online Offline Diagnostic Status (P=Passed, F=Failed, U=Untested)
State
Overall Test Num
Test Done Num

Test Result

--------------------------------------------------------------------------------Running Auto Test
75
70
P:69 F:1 U:5

（注）

テスト結果に 0 以外のテスト失敗番号が示されている場合は、完全なログをコピーし、Cisco
TAC チームに連絡してサポートを求めてください。ログ ファイルの一覧を表示するには、dir
harddisk:ood/ コマンドを使用できます。

ライン カードからのフィールド診断イメージの削除
フィールド診断イメージをアンロードするには、次のように request platform hardware diagnostic
unload slot slot-id コマンドを使用します。
request platform hardware diagnostic unload slot slot-id
その後、ライン カードがランタイム イメージにリロードされます。
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（注）

診断テストの結果を保持するには、フィールド診断イメージをアンロードする前に、show
platform hardware diagnostic status slot コマンド出力を別のファイルにコピー アンド ペースト
します。ライン カードからフィールド診断イメージをアンロードした後に、show platform
hardware diagnostic status slot コマンド出力を収集することはできません。

オンライン オフライン診断の設定例
次に、オンライン オフライン診断の実行時の出力例を示します。
copy tftp:field_diag harddisk:
request platform hardware diagnostic load slot 0 harddisk:field_diag autostart
Mar 2 16:00:51.933 CST: %IOSXE_OIR-6-REMCARD: Card (cc) removed from slot x
Mar 2 16:00:51.934 CST: %CABLE_CLC-5-LOGGER_LC_REMOVED: Carrier Card x removed

オンライン オフライン診断に関する機能情報
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。
Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウ
ントは必要ありません。

（注）

次の表は、特定のソフトウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソ
フトウェア リリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一
連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1：オンライン オフライン診断に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

オンライン オフライン診断

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

この機能が Cisco cBR シリーズ
コンバージド ブロードバンド
ルータ上の Cisco IOS XE Everest
16.6.1 に統合されました。
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