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はじめに

• 表記法, v ページ

• 関連資料, vii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, vii ページ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

説明表記法

^記号と Ctrlは両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^Dまたは Ctrl+Dというキーの組み合わせは、Ctrlキーを押
しながら Dキーを押すことを意味します（ここではキーを大文字で表
記していますが、小文字で入力してもかまいません）。

^または Ctrl

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォ

ントで示しています。

boldフォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引

数は、italicフォントで示しています。
Italicフォント

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courierフォ

ントで示しています。

courierフォント

太字の courierフォントは、ユーザが入力しなければならないテキスト

を示します。

太字の courierフォン

ト

角カッコの中の要素は、省略可能です。[x]

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペー
スを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。

...
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説明表記法

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である

ことを示します。

|

どれか 1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか 1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須

の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内

の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し

ています。

[x {y | z}]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされます。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示

しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

!、#

読者への警告の表記法

このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意
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時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。ワンポイントアドバイス

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with
standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning
to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告

関連資料

switchをインストールまたはアップグレードする前に、switchのリリースノートを参照してく
ださい。

（注）

•次の URLにある Cisco Catalyst 3850スイッチのマニュアル：

http://www.cisco.com/go/cat3850_docs

•次の URLにある Cisco SFPおよび SFP+モジュールのマニュアル（互換性マトリクスを含
む）：

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html

•次の URLにある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：

http://www.cisco.com/go/designzone

•次の URLにあるエラーメッセージデコーダ：

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
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ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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コマンドラインインターフェイスの使用

• コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ

• CLIを使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報

コマンドモード

Cisco IOSユーザインターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。システムプロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンドモードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。

CLIセッションはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによって開始で
きます。

セッションを開始するときは、ユーザモード（別名ユーザ EXECモード）が有効です。ユーザ
EXECモードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。たとえばユーザ EXECコマン
ドの大部分は、showコマンド（現在のコンフィギュレーションステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1回限りのコマンド
です。ユーザ EXECコマンドは、switchをリブートするときには保存されません。

すべてのコマンドにアクセスするには、特権EXECモードを開始する必要があります。特権EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。このモードでは、任意の特権 EXECコマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。

コンフィギュレーションモード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、

実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ

れ、switchをリブートするときに使用されます。各種のコンフィギュレーションモードにアクセ
スするには、まずグローバルコンフィギュレーションモードを開始する必要があります。グロー

バルコンフィギュレーションモードから、インターフェイスコンフィギュレーションモードお

よびラインコンフィギュレーションモードに移行できます。

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース 3E
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次の表に、主要なコマンドモード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ

ト、およびモードの終了方法を示します。
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表 1：コマンドモードの概要

モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

このモードを使用

して次の作業を行

います。

•端末の設定変
更

•基本テストの
実行

•システム情報
の表示

logoutまたは
quitを入力し
ます。

Switch>Telnet、SSH、ま
たはコンソールを

使用してセッショ

ンを開始します。

ユーザ EXEC

このモードを使用

して、入力したコ

マンドを確認しま

す。パスワードを

使用して、この

モードへのアクセ

スを保護します。

disableを入力
して終了しま

す。

Switch#ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し

ます。

特権 EXEC

このモードは、

switch全体に適用
するパラメータを

設定する場合に使

用します。

終了して特権

EXECモード
に戻るには、

exitまたは
endコマンド
を入力する

か、Ctrl+Zを
押します。

Switch(config)#特権 EXECモー
ドで、configure
コマンドを入力し

ます。

グローバルコン

フィギュレーショ

ン

Switch(config-vlan)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

vlan vlan-idコマ
ンドを入力しま

す。

VLANコンフィ
ギュレーション
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

このモードを使用

して、VLAN（仮
想LAN）パラメー
タを設定します。

VTPモードがトラ
ンスペアレントで

あるときは、拡張

範囲 VLAN
（VLAN IDが
1006以上）を作成
してswitchのス
タートアップコン

フィギュレーショ

ンファイルに設定

を保存できます。

グローバルコ

ンフィギュ

レーション

モードに戻る

場合は、exit
コマンドを入

力します。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

このモードを使用

して、イーサネッ

トポートのパラ

メータを設定しま

す。

終了してグ

ローバルコン

フィギュレー

ションモード

に戻るには、

exitを入力し
ます。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

Switch(config-if)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

interfaceコマンド
を入力し、イン

ターフェイスを指

定します。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション

このモードを使用

して、端末回線の

パラメータを設定

します。

Switch(config-line)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

line vtyまたは
line consoleコマ
ンドを使用して回

線を指定します。

ラインコンフィ

ギュレーション

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

終了してグ

ローバルコン

フィギュレー

ションモード

に戻るには、

exitを入力し
ます。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

ヘルプシステムの使用

システムプロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンドモードに使用できるコマンドのリ
ストが表示されます。また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を

表示することもできます。

手順の概要

1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コマンドモードのヘルプシステムの簡単な説明

を表示します。

help

例：
Switch# help

ステップ 1   

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース 3E
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目的コマンドまたはアクション

特定のストリングで始まるコマンドのリストを表

示します。

abbreviated-command-entry ?

例：
Switch# di?
dir disable disconnect

ステップ 2   

特定のコマンド名を補完します。abbreviated-command-entry <Tab>

例：
Switch# sh conf<tab>
Switch# show configuration

ステップ 3   

特定のコマンドモードで使用可能なすべてのコ

マンドをリストします。

?

例：
Switch> ?

ステップ 4   

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま

す。

command ?

例：
Switch> show ?

ステップ 5   

キーワードに関連する引数を一覧表示します。command keyword ?

例：
Switch(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that

ステップ 6   

receiver must keep this packet

コマンドの省略形

switchでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。

show configuration特権 EXECコマンドを省略形で入力する方法を次に示します。

Switch# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーションコマンドに、no形式があります。 no形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。

たとえば、no shutdownインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。noキーワードなしでコマンドを使用すると、

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース
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ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている

機能をイネーブルにすることができます。

コンフィギュレーションコマンドには、default形式もあります。コマンドの default形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定

されているので、default形式は no形式と同じになります。ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。こ

れらのコマンドについては、defaultコマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。

CLI のエラーメッセージ
次の表に、CLIを使用してswitchを設定するときに表示される可能性のあるエラーメッセージの
一部を紹介します。

表 2：CLI の代表的なエラーメッセージ

ヘルプの表示方法意味エラーメッセージ

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を入れません。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

switchがコマンドとして認識で
きるだけの文字数が入力されて

いません。

% Ambiguous command: "show
con"

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を 1つ入れます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドに必須のキーワードま

たは値が、一部入力されていま

せん。

% Incomplete command.

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンドモードで利用でき

るすべてのコマンドが表示され

ます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドの入力ミスです。間

違っている箇所をキャレット

（^）記号で示しています。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.
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コンフィギュレーションロギング

switchの設定変更を記録して表示させることができます。ConfigurationChangeLoggingandNotification
機能を使用することで、セッションまたはユーザベースごとに変更内容をトラッキングできま

す。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンドを入力し

たユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターンコードです。この機能

には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知方式もあ

ります。 Syslogへこの通知を送信することも選択できます。

CLIまたは HTTPの変更のみがログとして記録されます。（注）

CLI を使用して機能を設定する方法

コマンド履歴の設定

入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。コマンド履歴機能は、

アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し

なければならない場合、特に便利です。必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファサイズの変更

デフォルトでは、switchは履歴バッファにコマンドライン 10行を記録します。現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。この手順は任意です。

手順の概要

1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッション中に
switchが記録するコマンドラインの数を変更します。サイ
ズは 0から 256までの間で設定できます。

terminal history [size number-of-lines]

例：
Switch# terminal history size 200

ステップ 1   
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コマンドの呼び出し

履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。これら

の操作は任意です。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

手順の概要

1. Ctrl+Pまたは上矢印キー
2. Ctrl+Nまたは下矢印キー
3. show history

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド

が最初に呼び出されます。キーを押すたびに、より古いコマンドが順

次表示されます。

Ctrl+Pまたは上矢印キーステップ 1   

Ctrl+Pまたは上矢印キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ
内のより新しいコマンドに戻ります。キーを押すたびに、より新しい

コマンドが順次表示されます。

Ctrl+Nまたは下矢印キーステップ 2   

特権 EXECモードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。表示されるコマンドの数は、terminal historyグローバルコンフィ

show history

例：
Switch# show history

ステップ 3   

ギュレーションコマンドおよび historyラインコンフィギュレーショ
ンコマンドの設定値によって指定されます。

コマンド履歴機能のディセーブル化

コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。現在の端末セッションまたはコマン

ドラインでディセーブルにできます。この手順は任意です。

手順の概要

1. terminal no history
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッション中
のこの機能をディセーブルにします。

terminal no history

例：
Switch# terminal no history

ステップ 1   

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

拡張編集モードは自動的にイネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ

ルにしたりできます。

手順の概要

1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

terminal editing

例：
Switch# terminal editing

ステップ 1   

特権 EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードをディセーブルにします。

terminal no editing

例：
Switch# terminal no editing

ステップ 2   
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キー入力によるコマンドの編集

キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。これらのキーストロークは任意です。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

表 3：編集コマンド

説明編集コマンド

カーソルを 1文字後退させます。Ctrl-Bまたは左矢印キー

カーソルを 1文字前進させます。Ctrl-Fまたは右矢印キー

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま

す。

Ctrl+A

カーソルをコマンドラインの末尾に移動しま

す。

Ctrl+E

カーソルを 1単語後退させます。Esc B

カーソルを 1単語前進させます。Esc F

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文

字と置き換えます。

Ctrl+T

カーソルの左にある文字を消去します。Deleteキーまたは Backspaceキー

カーソル位置にある文字を削除します。Ctrl+D

カーソル位置からコマンドラインの末尾までの

すべての文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンドラインの先頭までの

すべての文字を削除します。

Ctrl+Uまたは Ctrl+X

カーソルの左にある単語を削除します。Ctrl+W

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま

す。

Esc D

カーソル位置のワードを大文字にします。Esc C
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カーソルの場所にある単語を小文字にします。Esc L

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に

します。

Esc U

特定のキーストロークを実行可能なコマンド

（通常はショートカット）として指定します。

Ctrl+Vまたは Esc Q

1行または 1画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。

showコマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、

Moreプロンプトが使用されます。
Moreプロンプトが表示された場合
は、ReturnキーおよびSpaceキーを使
用してスクロールできます。

（注）

Returnキー

1画面分下にスクロールします。Spaceバー

switchから画面に突然メッセージが出力された
場合に、現在のコマンドラインを再表示しま

す。

Ctrl+Lまたは Ctrl+R

画面幅よりも長いコマンドラインの編集

画面上で 1行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは 10文字分だけ左へシフ
トされます。コマンドラインの先頭から 10文字までは見えなくなりますが、左へスクロールし
て、コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。これらのキー操作は任意です。

コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl+Bキーまたは←キーを繰り
返し押します。コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl+Aを押します。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

次に、画面上で 1行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要

1. access-list
2. Ctrl+A
3. Returnキー
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

1行分を超えるグローバルコンフィギュレーションコマンド
入力を表示します。

access-list

例：

Switch(config)# access-list 101 permit

ステップ 1   

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。ドル記号（$）は、その行が

tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
左へスクロールされたことを表します。カーソルが行末に達

するたびに、その行は再び10文字分だけ左へシフトされます。
10.15.22.35
Switch(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Switch(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Switch(config)# $15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35 255.255.255.0 eq 45

完全な構文をチェックします。Ctrl+A

例：
Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.2$

ステップ 2   

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

コマンドを実行します。Returnキーステップ 3   

ソフトウェアでは、端末画面は 80カラム幅であると想定され
ています。画面の幅が異なる場合は、terminalwidth特権EXEC
コマンドを使用して端末の幅を設定します。

ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前に

入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できます。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
showおよびmoreコマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。これらのコマンドの

使用は任意です。

手順の概要

1. {show |more} command | {begin | include | exclude} regular-expression
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

出力を検索およびフィルタリングします。{show |more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

ステップ 1   

文字列では、大文字と小文字が区別されます。た

とえば、| exclude outputと入力した場合、output
例：
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up

を含む行は表示されませんが、Outputを含む行は
表示されます。

Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

スイッチスタックでの CLI へのアクセス
CLIにはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによってアクセスできま
す。

スイッチスタックおよびスタックメンバインターフェイスは、active switchを経由して管理しま
す。スイッチごとにスタックメンバを管理することはできません。 1つまたは複数のスタック
メンバーのコンソールポートまたはイーサネット管理ポートを経由してactive switchへ接続できま
す。 active switchで複数のCLIセッションを使用する場合は注意してください。 1つのセッション
で入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。したがって、コマンドを入力した

セッションを追跡できない場合があります。

スイッチスタックを管理する場合は、1つの CLIセッションを使用することを推奨します。（注）

特定のスタックメンバポートを設定する場合は、CLIコマンドインターフェイス表記にスタック
メンバ番号を含めてください。

スタンバイスイッチをデバッグするには、アクティブなスイッチから session standby ios特権
EXECコマンドを使用してスタンバイスイッチの IOSコンソールにアクセスします。特定のス
タックメンバをデバッグするには、アクティブなスイッチから session switch stack-member-number
特権EXECコマンドを使用して、スタックメンバの診断シェルにアクセスします。これらのコマ
ンドの詳細情報については、スイッチコマンドリファレンスを参照してください。

コンソール接続または Telnet 経由で CLI にアクセスする
CLIにアクセスするには、switchのハードウェアインストレーションガイドに記載されている手
順で、switchのコンソールポートに端末または PCを接続するか、または PCをイーサネット管理
ポートに接続して、switchの電源をオンにする必要があります。
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switchがすでに設定されている場合は、ローカルコンソール接続またはリモート Telnetセッショ
ンによって CLIにアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にswitch
を設定しておく必要があります。

次のいずれかの方法で、switchとの接続を確立できます。

• switchコンソールポートに管理ステーションまたはダイヤルアップモデムを接続するか、ま
たはイーサネット管理ポートに PCを接続します。コンソールポートまたはイーサネット管
理ポートへの接続については、switchのハードウェアインストレーションガイドを参照して
ください。

•リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IPまたは暗号化 Secure Shell（SSH;セキュ
アシェル）パッケージを使用します。 switchは Telnetまたは SSHクライアントとのネット
ワーク接続が可能でなければなりません。また、switchにイネーブルシークレットパスワー
ドを設定しておくことも必要です。

• switchは同時に最大 16の Telnetセッションをサポートします。 1人の Telnetユーザに
よって行われた変更は、他のすべての Telnetセッションに反映されます。

• switchは最大 5つの安全な SSHセッションを同時にサポートします。

コンソールポート、イーサネット管理ポート、Telnetセッション、または SSHセッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXECプロンプトが表示されます。
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debug platform stack-manager
スタックマネージャソフトウェアのデバッグをイネーブルにするには、特権EXECモードでdebug
platform stack-managerコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

debug platform stack-manager {level1| level2| level3| sdp| serviceability| sim| ssm| trace} [switch
switch-number]

no debug platform stack-manager {level1| level2| level3| sdp| serviceability| sim| ssm| trace} [switch
switch-number]

___________________
構文の説明

レベル 1のデバッグログをイネーブルにします。level1

レベル 2のデバッグログをイネーブルにします。level2

レベル 3のデバッグログをイネーブルにします。level3

スタックディスカバリプロトコル（SDP）のデバッグメッセージを表
示します。

sdp

スタックマネージャサービスアビリティのデバッグメッセージを表示

します。

serviceability

スタック情報モジュールのデバッグメッセージを表示します。sim

スタックステートマシンのデバッグメッセージを表示します。ssm

スタックマネージャの入口と出口のデバッグメッセージを追跡します。trace

（任意）デバッグオンをイネーブルにするスタックメンバー番号を指

定します。指定できる範囲は 1～ 9です。
switch switch-number

___________________
コマンドデフォルト デバッグはディセーブルです。

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、スタック対応スイッチのみでサポートされています。

undebug platform stack-managerコマンドは、no debug platform stack-managerコマンドと同じで
す。

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース
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main-cpu
冗長メインコンフィギュレーションサブモードを開始し、スタンバイスイッチをイネーブルに

するには、冗長コンフィギュレーションモードで main-cpuコマンドを使用します。

main-cpu

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 冗長コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 冗長メインコンフィギュレーションサブモードから、standby console enableコマンドを使用して

スタンバイスイッチをイネーブルにします。

___________________
例 次に、冗長メインコンフィギュレーションサブモードを開始し、スタンバイスイッチをイネー

ブルにする例を示します。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# standby console enable
Switch#

関連コマンド

説明コマンド

スタンバイスイッチコンソールへのアクセスをイネーブル

にします。

standby console enable
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mode sso
冗長モードをステートフルスイッチオーバー（SSO）に設定するには、冗長コンフィギュレーショ
ンモードで mode ssoコマンドを使用します。

mode sso

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 冗長コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン mode ssoコマンドは、冗長コンフィギュレーションモードでのみ入力できます。

システムを SSOモードに設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• SSOモードをサポートするために、スタック内のスイッチでは同一の Cisco IOSイメージを
使用する必要があります。 Cisco IOSリリース間の相違のために、冗長機能が動作しない場
合があります。

•モジュールの活性挿抜（OIR）を実行する場合、モジュールの状態が移行状態（Ready以外
の状態）である場合にだけ、ステートフルスイッチオーバーの間にスイッチはリセットし、

ポートステートは再起動します。

•転送情報ベース（FIB）テーブルはスイッチオーバー時に消去されます。ルーテッドトラ
フィックは、ルートテーブルが再コンバージェンスするまで中断されます。

___________________
例 次の例では、冗長モードを SSOに設定する方法を示します。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# mode sso
Switch(config-red)#
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policy config-sync prc reload
Parser Return Code (PRC)の障害がコンフィギュレーションの同期中に発生した場合にスタンバイ
スイッチをリロードするには、冗長コンフィギュレーションモードで policy config-sync reloadコ
マンドを使用します。 Parser Return Code (PRC)の障害が発生した場合にスタンバイスイッチがリ
ロードしないように指定するには、このコマンドの no形式を使用します。

policy config-sync {bulk| lbl} prc reload

no policy config-sync {bulk| lbl} prc reload

___________________
構文の説明

バルクコンフィギュレーションモードを指定します。bulk

1行ごと（lbl）のコンフィギュレーションモードを指定します。lbl

___________________
コマンドデフォルト このコマンドは、デフォルトではイネーブルです。

___________________
コマンドモード 冗長コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ParserReturnCode（PRC）の障害がコンフィギュレーションの同期化中に発生した場合に、

スタンバイスイッチがリロードされないように指定する例を示します。

Switch(config-red)# no policy config-sync bulk prc reload
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redundancy コマンド
冗長コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモー

ドで redundancyコマンドを使用します。

redundancy

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 冗長コンフィギュレーションモードは、スタンバイスイッチをイネーブルにするために使用され

るメイン CPUサブモードを開始するために使用されます。

メイン CPUサブモードを開始するには、冗長コンフィギュレーションモードでmain-cpuコマン
ドを使用します。

メイン CPUサブモードから、standby console enableコマンドを使用してスタンバイスイッチを
イネーブルにします。

冗長コンフィギュレーションモードを終了するには、exitコマンドを使用します。

___________________
例 次に、冗長コンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)#

次の例では、メイン CPUサブモードを開始する方法を示します。
Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)#
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redundancy config-sync mismatched-commands
アクティブスイッチとスタンバイスイッチの間に設定の不一致があるときにスタンバイスイッ

チのスタックへの参加を許可するには、特権 EXECモードで redundancy config-sync
mismatched-commandsコマンドを使用します。

redundancy config-sync {ignore| validate}mismatched-commands

___________________
構文の説明 Mismatched Command Listを無視します。ignore

修正した実行コンフィギュレーションに基づいてMismatchedCommand
Listを再確認します。

validate

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン スタンバイスイッチの起動中にアクティブスイッチの実行コンフィギュレーションのコマンド構

文チェックが失敗した場合、redundancy config-syncmismatched-commandsコマンドを使用して、
アクティブスイッチのMismatchedCommandList（MCL）を表示し、スタンバイスイッチをリブー
トします。

次に、不一致コマンドのログエントリの例を示します。

00:06:31: Config Sync: Bulk-sync failure due to Servicing Incompatibility. Please check
full list of mismatched commands via:
show redundancy config-sync failures mcl
00:06:31: Config Sync: Starting lines from MCL file:
interface GigabitEthernet7/7
! <submode> "interface"
- ip address 192.0.2.0 255.255.255.0
! </submode> "interface"

すべての不一致コマンドを表示するには、show redundancy config-sync failures mclコマンドを使
用します。
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MCLを消去するには、次の手順を実行します。

1 アクティブスイッチの実行コンフィギュレーションからすべての不一致コマンドを除外しま

す。

2 redundancy config-sync validate mismatched-commandsコマンドを使用して、修正した実行コ
ンフィギュレーションに基づいてMCLを再確認します。

3 スタンバイスイッチをリロードします。

次の手順に従って、MCLを無視することもできます。

1 redundancy config-sync ignore mismatched-commandsコマンドを入力します。

2 スタンバイスイッチをリロードします。システムは SSOモードに移行します。

不一致コマンドを無視する場合、アクティブスイッチとスタンバイスイッチの同期していな

いコンフィギュレーションは存在したままです。

（注）

3 無視したMCLを show redundancy config-sync ignored mclコマンドで確認します。

コンフィギュレーションファイルの互換性の問題が原因で、アクティブスイッチとスタンバイ

スイッチ間で SSOモードを確立できない場合、Mismatched Command List（MCL）がアクティブ
スイッチで生成され、スタンバイスイッチに対して Route Processor Redundancy（RPR）モードへ
のリロードが強制されます。

RPRモードはエラーの場合にフォールバックとして Catalyst 3850スイッチでサポートされて
います。これは設定可能ではありません。

（注）

障害となっているコンフィギュレーションを削除し、スタンバイスイッチを同じイメージで再起

動した後に SSOの確立を試行する場合、ピアイメージが非互換としてリストされているため、
C3K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_CHECK_FAILおよび ISSU-3-PEER_IMAGE_INCOMPATIBLE
メッセージが表示されます。ピアが STANDBY COLD（RPR）ステートのときに、redundancy
config-sync ignoremismatched-commands EXECコマンドで、非互換リストからピアイメージをク
リアできます。このアクションによって、スタンバイスイッチを、リロード時にSTANDBYHOT
（SSO）ステートで起動できます。

___________________
例 次の例に、変更したコンフィギュレーションとのMismatchedCommandListを再検証する方法を示

します。

Switch# redundancy config-sync validate mismatched-commands
Switch#
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redundancy force-switchover
アクティブスイッチとスタンバイスイッチのスイッチオーバーを強制的に実行するには、スイッ

チスタックの特権 EXECモードで redundancy force-switchoverコマンドを使用します。

redundancy force-switchover

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 手動で冗長スイッチに切り替えるには、redundancy force-switchoverコマンドを使用します。冗

長スイッチは Cisco IOSイメージを実行する新しいアクティブスイッチになり、モジュールはデ
フォルト設定にリセットされます。

古いアクティブスイッチは新しいイメージで再起動し、スタックに参加します。

アクティブスイッチで redundancy force-switchoverコマンドを使用すると、アクティブスイッチ
のスイッチポートがダウン状態になります。

部分リングスタック内のスイッチにこのコマンドを使用すると、次の警告メッセージが表示され

ます。

Switch# redundancy force-switchover
Stack is in Half ring setup; Reloading a switch might cause stack split
This will reload the active unit and force switchover to standby[confirm]

___________________
例 次の例では、アクティブスーパーバイザエンジンからスタンバイスーパーバイザエンジンに手

動で切り替える方法を示します。

Switch# redundancy force-switchover
Switch#
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redundancy reload
スタック内のいずれか、またはすべてのスイッチを強制リロードするには、特権 EXECモードで
redundancy reloadコマンドを使用します。

redundancy reload {peer| shelf}

___________________
構文の説明

ピアユニットをリロードします。peer

スタック内のすべてのスイッチが再起動します。shelf

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、詳細情報についてStackingConfigurationGuide (Catalyst 3850 Switches)

の「Performing a Software Upgrade」の項を参照してください。

スタック内のすべてのスイッチをリブートするには、redundancyreloadshelfコマンドを使用しま
す。

___________________
例 次に、手動でスタック内のすべてのスイッチをリロードする例を示します。

Switch# redundancy reload shelf
Switch#
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reload
スタックメンバをリロードし、設定の変更を適用するには、特権EXECモードで reloadコマンド
を使用します。

reload [/noverify| /verify] [LINE| at| cancel| in| slot stack-member-number| standby-cpu]

___________________
構文の説明

（任意）リロードの前にファイルシグニチャを確認しないよう

に指定します。

/noverify

（任意）リロードの前にファイルシグニチャを確認します。/verify

（任意）リセットの理由。LINE

（任意）リロードを実行する時間を hh:mm形式で指定します。at

（任意）保留中のリロードをキャンセルします。cancel

（任意）リロードを実行する間隔を指定します。in

（任意）指定したスタックメンバーに変更を保存し、再起動し

ます。

slot

（任意）変更を保存するスタックメンバ番号。指定できる範囲

は 1～ 9です。
stack-member-number

（任意）スタンバイルートプロセッサ（RP）をリロードしま
す。

standby-cpu

___________________
コマンドデフォルト スタックメンバをただちにリロードし、設定の変更を有効にします。

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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___________________
使用上のガイドライン スイッチスタックに複数のスイッチがある場合に reload slot stack-member-numberコマンドを入力

すると、設定の保存を要求するプロンプトが表示されません。

___________________
例 次の例では、スイッチスタックをリロードする方法を示します。

Switch# reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm] yes

次の例では、特定のスタックメンバをリロードする方法を示します。

Switch# reload slot 6
Proceed with reload? [confirm] y

次の例では、単一スイッチのスイッチスタック（メンバスイッチが 1つだけ）をリロードする方
法を示します。

Switch# reload slot 3
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y
Proceed to reload the whole Stack? [confirm] y

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示しま

す。

show switch

スタックメンバのプライオリティ値を変更します。switch priority

スタックメンバ番号を変更します。switch renumber

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース
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session
特定のスタックメンバの診断シェルまたはスタンバイSwitchのCisco IOSプロンプトにアクセスす
るには、アクティブSwitch上の特権 EXECモードで sessionコマンドを使用します。

session {standby ios| switch [stack-member-number]}

___________________
構文の説明

スタンバイSwitchの Cisco IOSプロンプトにアクセスします。

このコマンドを使用してスタンバイSwitchを設定すること
はできません。

（注）

standby ios

スタックメンバの診断シェルにアクセスします。switch

（任意）active switchからアクセスするスタックメンバの番号。範
囲は 1～ 9です。

stack-member-number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン スタンバイSwitchでCisco IOSプロンプトにアクセスした場合、システムプロンプトに -stbyが付

加されます。スタンバイSwitchを Switch-stby>プロンプトで設定することはできません。

スタックメンバの診断シェルにアクセスした場合、システムプロンプトに (diag)が付加されま

す。

___________________
例 次の例では、スタックメンバ 3にアクセスする方法を示します。

Switch# session switch 3
Switch(diag)>
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次の例では、スタンバイSwitchにアクセスする方法を示します。
Switch# session standby ios
Switch-stby>

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバをリセットし、設定変更を適用します。reload

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示しま

す。

show switch

スタックメンバのプライオリティ値を変更します。switch priority

スタックメンバ番号を変更します。switch renumber
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set trace capwap ap ha
ワイヤレスアクセスポイントの制御およびプロビジョニングのハイアベイラビリティを追跡す

るには、set trace capwap ap ha特権 EXECコマンドを使用します。

set trace capwap ap ha [detail| event| dump | {filter [none [switch switch]| filter_name [filter_value [switch
switch]]]| filteredswitchlevel {default| trace_level} [switch switch]}]

___________________
構文の説明

（任意）ワイヤレス CAPWAP HAの詳細を指定します。detail

（任意）ワイヤレス CAPWAP HAイベントを指定します。event

（任意）ワイヤレス CAPWAP HAの出力を指定します。dump

MACアドレスを指定します。filter mac

スイッチ番号を指定します。switch switch number

（任意）フィルタオプションを指定しません。none

（任意）switch番号を指定します。switch switch

適用されたフラグフィルタ名を追跡します。filter name

（任意）フィルタの値。filter_value

（任意）switch番号を指定します。switch switch

フィルタ処理されたトレースメッセージを指定します。filtered

スイッチ番号を指定します。switch

トレースレベルを指定します。level

解除されたトレースレベル値を指定します。default

トレースレベルを指定します。trace_level

（任意）switch番号を指定します。switch switch

___________________
コマンドデフォルト なし___________________
コマンドモード 特権 EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ワイヤレス CAPWAP HAを表示する例を示します。

Switch# set trace capwap ap ha detail filter mac WORD switch number
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set trace mobility ha
スイッチ内のワイヤレスモビリティハイアベイラビリティをデバッグするには、set tracemobility
ha特権 EXECコマンドを使用します。

set tracemobility ha [event| detail| dump] {filter[macWORD switch switch number] [none [switch switch]|
filter_name [filter_value [switch switch]]]| level {default| trace_level} [switch switch]{filtered| switch}}

___________________
構文の説明

（任意）ワイヤレスモビリティ

ハイアベイラビリティのイベン

トを指定します。

event

（任意）ワイヤレスモビリティ

ハイアベイラビリティの詳細を

指定します。

detail

（任意）ワイヤレスモビリティ

ハイアベイラビリティの出力を

指定します。

dump

トレース適用フラグフィルタを

指定します。

filter

MACアドレスを指定します。mac

スイッチを指定します。WORD switch

スイッチ番号を指定します。値

の範囲は 1～ 4です。
switch number

トレース適用フラグフィルタを

指定しません。

none

（任意）switch番号を指定しま
す。

switch switch

適用されたフラグフィルタ名を

追跡します。

filter_name

適用されたフラグフィルタの値

を追跡します。

filter_value

switch番号を指定します。switch switch
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トレースレベル値を指定しま

す。

level

解除されたトレースレベル値を

指定します。

default

トレースレベル値を指定しま

す。

trace_level

switch番号を指定します。switch switch

フィルタ処理されたトレース

メッセージを指定します。

filtered

スイッチを指定します。switch

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ワイヤレスモビリティハイアベイラビリティの詳細を表示する例を示します。

Switch# set trace mobility ha detail filter mac WORD
[08/27/13 10:38:35.349 UTC 1 8135] Invalid src ip: 169.254.1.1
[08/27/13 10:38:35.349 UTC 2 8135] Invalid sysIp: Skip plumbing MC-MA
tunnels.
[08/27/13 10:38:54.393 UTC 3 8135] Mobility version mismatch, v10 received,
or m
sglen mismatch msglen=74 recvBytes=0, dropping
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set trace qos ap ha
ワイヤレス Quality of Service（QoS）ハイアベイラビリティを追跡するには、set trace qos ap ha
特権 EXECコマンドを使用します。

set trace QOS ap ha [event| error] {filter [MACnone [switch switch]| filter_name [filter_value [switch
switch]]]| level {default| trace_level} [switch switch]}

___________________
構文の説明

（任意）トレース QoSワイヤレス APイベントを指定します。event

APのMACアドレスを指定します。event mac

MACアドレス値を指定しません。event none

（任意）トレース QoSワイヤレス APエラーを指定します。error

APのMACアドレスを指定します。error mac

値を指定しません。error none

トレース適用フラグフィルタを指定します。filter

APのMACアドレスを指定します。filter mac

値を指定しません。filter none

スイッチ番号を指定します。switch switch

（任意）スイッチフィルタの名前を指定します。filter_name

（任意）スイッチフィルタの値を指定します。値は 1です。filter_value

（任意）スイッチ番号を指定します。値は 1です。switch switch

トレースレベルを指定します。level

トレース QoSワイヤレス APデフォルトを指定します。default

トレースレベルです。trace_level

（任意）スイッチ番号を指定します。値は 1です。switch switch

___________________
コマンドデフォルト なし
___________________
コマンドモード 特権 EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ワイヤレス QoSハイアベイラビリティを追跡する例を示します。

Switch# set trace QOS ap ha
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show checkpoint
チェックポイントファシリティ（CF）のサブシステムに関する情報を表示するには、show
checkpointコマンドを使用します。

show checkpoint clients entities statistics

___________________
構文の説明

チェックポイントクライアントに関する詳細情報を表示します。クライアント

チェックポイントエンティティに関する詳細情報を表示します。エンティティ

チェックポイント統計情報に関する詳細情報を表示します。統計情報

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、すべての CFクライアントを表示する例を示します。

Client residing in process : 8135
--------------------------------------------------------------------------------
Checkpoint client: WCM_MOBILITY

Client ID : 24105
Total DB inserts : 0
Total DB updates : 0
Total DB deletes : 0
Total DB reads : 0
Number of tables : 6
Client residing in process : 8135

--------------------------------------------------------------------------------
Checkpoint client: WCM_DOT1X

Client ID : 24106
Total DB inserts : 2
Total DB updates : 1312
Total DB deletes : 2
Total DB reads : 0
Number of tables : 1
Client residing in process : 8135

--------------------------------------------------------------------------------
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Checkpoint client: WCM_APFROGUE
Client ID : 24107
Total DB inserts : 0
Total DB updates : 0
Total DB deletes : 0
Total DB reads : 0
Number of tables : 1
Client residing in process : 8135

--------------------------------------------------------------------------------
Checkpoint client: WCM_CIDS

Client ID : 24110
Total DB inserts : 0
Total DB updates : 0
Total DB deletes : 0
Total DB reads : 0
Number of tables : 0
Client residing in process : 8135

--------------------------------------------------------------------------------
Checkpoint client: WCM_NETFLOW

Client ID : 24111
Total DB inserts : 7
Total DB updates : 0
Total DB deletes : 0
Total DB reads : 0
Number of tables : 1
Client residing in process : 8135

--------------------------------------------------------------------------------
Checkpoint client: WCM_MCAST

Client ID : 24112
Total DB inserts : 0
Total DB updates : 0
Total DB deletes : 0
Total DB reads : 0
Number of tables : 1
Client residing in process : 8135

--------------------------------------------------------------------------------
Checkpoint client: wcm_comet

Client ID : 24150
Total DB inserts : 0
Total DB updates : 0
Total DB deletes : 0
Total DB reads : 0
Number of tables : 0
Client residing in process : 8135

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

All iosd checkpoint clients

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
Network RF Client 3 -- Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: 0
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
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Client Unbundles to Process Memory: T
--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
SNMP CF Client 12 -- Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: 0
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
Online Diags HA 14 -- Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: 0
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
ARP 22 -- Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: 0
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
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Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
Tableid CF 27 -- Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: 0
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
Event Manager 33 0 Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: --
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
LAN-Switch Port Mana 35 0 Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: --
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
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Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
LAN-Switch PAgP/LACP 36 0 Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: --
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0
Xmit Xform Errs: 0
Incompatible Messages: 0
Client Unbundles to Process Memory: T

--------------------------------------------------------------------------------
Client Name Client Entity Bundle

ID ID Mode
--------------------------------------------------------------------------------
LAN-Switch VLANs 39 0 Off

Total API Messages Sent: 0
Total Transport Messages Sent: --
Length of Sent Messages: 0
Total Blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Blocked Messages: 0
Total Non-blocked Messages Sent: 0
Length of Sent Non-blocked Messages: 0
Total Bytes Allocated: 0
Buffers Held: 0
Buffers Held Peak: 0
Huge Buffers Requested: 0
Transport Frag Count: 0
Transport Frag Peak: 0
Transport Sends w/Flow Off: 0
Send Errs: 0
Send Peer Errs: 0
Rcv Xform Errs: 0

次に、すべての CFエンティティを表示する例を示します。
KATANA_DOC#show checkpoint entities

Check Point List of Entities

CHKPT on ACTIVE server.

--------------------------------------------------------------------------------
Entity ID Entity Name
--------------------------------------------------------------------------------

0 CHKPT_DEFAULT_ENTITY
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Total API Messages Sent: 0
Total Messages Sent: 0
Total Sent Message Len: 0
Total Bytes Allocated: 0
Total Number of Members: 10

Member(s) of entity 0 are:
Client ID Client Name

------------------------------------------
168 DHCP Snooping
167 IGMP Snooping
41 Spanning-tree
40 AUTH MGR CHKPT CLIEN
39 LAN-Switch VLANs
33 Event Manager
35 LAN-Switch Port Mana
36 LAN-Switch PAgP/LACP
158 Inline Power Checkpoint

次に、CFの統計情報を表示する例を示します。
KATANA_DOC#show checkpoint statistics

IOSd Check Point Status
CHKPT on ACTIVE server.

Number Of Msgs In Hold Q: 0
CHKPT MAX Message Size: 0
TP MAX Message Size: 65503
CHKPT Pending Msg Timer: 100 ms

FLOW_ON total: 0
FLOW_OFF total: 0
Current FLOW status is: ON
Total API Messages Sent: 0
Total Messages Sent: 0
Total Sent Message Len: 0
Total Bytes Allocated: 0
Rcv Msg Q Peak: 0
Hold Msg Q Peak: 0
Buffers Held Peak: 0
Current Buffers Held: 0
Huge Buffers Requested: 0

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース
3E（Catalyst 3850 スイッチ）

44 OL-32611-01-J   

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンド

show checkpoint



show etherchannel summary
コントローラのポート、ポートチャネルおよびプロトコルの詳細を表示するには、showetherchannel
summaryコマンドを使用します。

show ethernet summary

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権モード。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、コントローラのポート、ポートチャネルおよびプロトコルの詳細を表示する例を示しま

す。

controller#show etherchannel summary
Flags: D - down P - bundled in port-channel

I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators: 2

Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
2 Po2(SD) -
23 Po23(SD) -
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show platform ses
プラットホーム情報（コントローラのスタックイベントシーケンサ）を表示するには、特権EXEC
モードで show platform sesを使用します。

show platform ses clients states

___________________
構文の説明 SESクライアントリストを表示します。clients

SESカードの状態を表示します。states

___________________
コマンドデフォルト なし。

___________________
コマンドモード 特権 EXECモード。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE

___________________
使用上のガイドライン SESクライアントおよび状態の詳細を表示するには、特権 EXECモードでこのコマンドを使用し

ます。

___________________
例 次に、スタックイベントシーケンサの状態を表示する例を示します。

Card # Card State
====== ==========
1 NG3K_SES_CARD_ADD_COMPLETED(51)
2 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
3 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
4 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
5 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
6 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
7 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
8 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)
9 NG3K_SES_CARD_EMPTY(0)

次に、スタックイベントシーケンサの関連クライアントすべてを表示する例を示します。

clientID = 5
clientSeq = 5
clientName = "MATM"
clientCallback @ 0xF49F7300
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next = 0x909194B4

clientID = 6
clientSeq = 6
clientName = "L2 CONTROL"
clientCallback @ 0xF49CA3F0
next = 0x915E4E80

clientID = 7
clientSeq = 7
clientName = "CDP"
clientCallback @ 0xF49C7220
next = 0x915E4F08

clientID = 8
clientSeq = 8
clientName = "UDLD"
clientCallback @ 0xF49C75D0
next = 0x91854CA0

clientID = 9
clientSeq = 9
clientName = "LLDP"
clientCallback @ 0xF49E62F0
next = 0x90919F90

clientID = 10
clientSeq = 10
clientName = "L2M"
clientCallback @ 0xF49CE4D0
next = 0x90E35A5C

clientID = 11
clientSeq = 11
clientName = "Storm-Control"
clientCallback @ 0xF4BA8080
next = 0x9089E9B4

clientID = 12
clientSeq = 12
clientName = "Security Utils"
clientCallback @ 0xF466BFB0
next = 0x91855F14

clientID = 13
clientSeq = 13
clientName = "BACKUP-INT"
clientCallback @ 0xF4A191B0
next = 0x91D3511C

clientID = 14
clientSeq = 14
clientName = "SPAN"
clientCallback @ 0xF4A34F30
next = 0x90FFC8C8

clientID = 15
clientSeq = 15
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_SECURITY_CTRL"
clientCallback @ 0xF4CD1D80
next = 0x95AE5834

clientID = 16
clientSeq = 16
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_DAI"
clientCallback @ 0xF4CD0C50
next = 0x95AE4854

clientID = 17
clientSeq = 17
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_DHCPSN"
clientCallback @ 0xF4CA9D30
next = 0x91DF7728
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clientID = 18
clientSeq = 18
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_IPSG"
clientCallback @ 0xF4CDED70
next = 0x9131DCD8

clientID = 20
clientSeq = 20
clientName = "DTLS"
clientCallback @ 0xF49B2CB0
next = 0x9134508C

clientID = 21
clientSeq = 21
clientName = "STATS"
clientCallback @ 0xF49BD750
next = 0x9134746C

clientID = 22
clientSeq = 22
clientName = "PLATFORM_MGR"
clientCallback @ 0xF4AB2D40
next = 0x91323D20

clientID = 23
clientSeq = 23
clientName = "LEARNING"
clientCallback @ 0xF49F93C0
next = 0x9091D52C

clientID = 24
clientSeq = 24
clientName = "PLATFORM-SPI"
clientCallback @ 0xF4AAD6F0
next = 0x91F2AE14

clientID = 25
clientSeq = 25
clientName = "EEM"
clientCallback @ 0xF5393370
next = 0x913474F4

clientID = 26
clientSeq = 26
clientName = "NG3K_WIRELESS"
clientCallback @ 0xF4B130B0
next = 0x9131D144

clientID = 27
clientSeq = 27
clientName = "NG3K Environment Variables"
clientCallback @ 0xF4C6DA80
next = 0x00000000

KATANA_DOC#
KATANA_DOC#
KATANA_DOC#show platform ses clients
Client list @ 0x915B312C

clientID = 0
clientSeq = 0
clientName = "TM Shim"
clientCallback @ 0xF4C79A90
next = 0x91182F24

clientID = 1
clientSeq = 1
clientName = "EM-HA"
clientCallback @ 0xF52CA730
next = 0x913245B8

clientID = 2
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clientSeq = 2
clientName = "IFM"
clientCallback @ 0xF4A3EB20
next = 0x934B80E4

clientID = 3
clientSeq = 3
clientName = "PORT-MGR"
clientCallback @ 0xF49FD0A0
next = 0x91D36D08

clientID = 4
clientSeq = 4
clientName = "IDBMAN"
clientCallback @ 0xF4AF6040
next = 0x92121224

clientID = 5
clientSeq = 5
clientName = "MATM"
clientCallback @ 0xF49F7300
next = 0x909194B4

clientID = 6
clientSeq = 6
clientName = "L2 CONTROL"
clientCallback @ 0xF49CA3F0
next = 0x915E4E80

clientID = 7
clientSeq = 7
clientName = "CDP"
clientCallback @ 0xF49C7220
next = 0x915E4F08

clientID = 8
clientSeq = 8
clientName = "UDLD"
clientCallback @ 0xF49C75D0
next = 0x91854CA0

clientID = 9
clientSeq = 9
clientName = "LLDP"
clientCallback @ 0xF49E62F0
next = 0x90919F90

clientID = 10
clientSeq = 10
clientName = "L2M"
clientCallback @ 0xF49CE4D0
next = 0x90E35A5C

clientID = 11
clientSeq = 11
clientName = "Storm-Control"
clientCallback @ 0xF4BA8080
next = 0x9089E9B4

clientID = 12
clientSeq = 12
clientName = "Security Utils"
clientCallback @ 0xF466BFB0
next = 0x91855F14

clientID = 13
clientSeq = 13
clientName = "BACKUP-INT"
clientCallback @ 0xF4A191B0
next = 0x91D3511C

clientID = 14
clientSeq = 14
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clientName = "SPAN"
clientCallback @ 0xF4A34F30
next = 0x90FFC8C8

clientID = 15
clientSeq = 15
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_SECURITY_CTRL"
clientCallback @ 0xF4CD1D80
next = 0x95AE5834

clientID = 16
clientSeq = 16
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_DAI"
clientCallback @ 0xF4CD0C50
next = 0x95AE4854

clientID = 17
clientSeq = 17
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_DHCPSN"
clientCallback @ 0xF4CA9D30
next = 0x91DF7728

clientID = 18
clientSeq = 18
clientName = "NG3K_SES_CLIENT_IPSG"
clientCallback @ 0xF4CDED70
next = 0x9131DCD8

clientID = 20
clientSeq = 20
clientName = "DTLS"
clientCallback @ 0xF49B2CB0
next = 0x9134508C

clientID = 21
clientSeq = 21
clientName = "STATS"
clientCallback @ 0xF49BD750
next = 0x9134746C

clientID = 22
clientSeq = 22
clientName = "PLATFORM_MGR"
clientCallback @ 0xF4AB2D40
next = 0x91323D20

clientID = 23
clientSeq = 23
clientName = "LEARNING"
clientCallback @ 0xF49F93C0
next = 0x9091D52C

clientID = 24
clientSeq = 24
clientName = "PLATFORM-SPI"
clientCallback @ 0xF4AAD6F0
next = 0x91F2AE14

clientID = 25
clientSeq = 25
clientName = "EEM"
clientCallback @ 0xF5393370
next = 0x913474F4

clientID = 26
clientSeq = 26
clientName = "NG3K_WIRELESS"
clientCallback @ 0xF4B130B0
next = 0x9131D144

clientID = 27
clientSeq = 27
clientName = "NG3K Environment Variables"
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clientCallback @ 0xF4C6DA80
next = 0x00000000
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show platform stack-manager
プラットフォーム依存スイッチスタック情報を表示するには、特権EXECモードで showplatform
stack-managerコマンドを使用します。

show platform stack-manager {oir-states| sdp-counters| sif-counters} switch stack-member-number

___________________
構文の説明

活性挿抜（OIR）状態の情報を表示します。oir-states

スタックディスカバリプロトコル（SDP）カウンタ情報を表示
します。

sdp-counters

スタック情報（SIF）カウンタ情報を表示します。sif-counters

スタックマネージャ情報を表示するスタックメンバを指定しま

す。

switch stack-member-number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン スイッチスタックのデータと統計情報を収集するには、show platform stack-managerコマンドを

使用します。

このコマンドは、テクニカルサポート担当者とともに問題解決を行う場合にだけ使用してくださ

い。テクニカルサポート担当者がこのコマンドの使用を推奨した場合以外には使用しないでくだ

さい。
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show redundancy
冗長ファシリティ情報を表示するには、特権 EXECモードで show redundancyコマンドを使用し
ます。

show redundancy [clients| config-sync| counters| history [reload| reverse]| slaves[slave-name] {clients|
counters}| states| switchover history [domain default]]

___________________
構文の説明

（任意）冗長ファシリティクライアントに関する情報を表示します。clients

（任意）コンフィギュレーション同期の失敗または無視された

Mismatched Command List（MCL）を表示します。詳細については、
show redundancy config-sync, （57ページ）を参照してください。

config-sync

（任意）冗長ファシリティカウンタに関する情報を表示します。counters

（任意）冗長ファシリティの過去のステータスのログおよび関連情報を

表示します。

history

（任意）冗長ファシリティの過去のリロード情報を表示します。history reload

（任意）冗長ファシリティの過去のステータスおよび関連情報のログを

逆順で表示します。

history reverse

（任意）冗長ファシリティのすべてのスレーブを表示します。slaves

（任意）特定の情報を表示する冗長ファシリティスレーブの名前。指

定スレーブのすべてのクライアントまたはカウンタを表示するには、追

加でキーワードを入力します。

slave-name

指定スレーブのすべての冗長ファシリティクライアントを表示します。clients

指定スレーブのすべてのカウンタを表示します。counters

（任意）冗長ファシリティの状態（ディセーブル、初期化、スタンバ

イ、アクティブなど）に関する情報を表示します。

states

（任意）冗長ファシリティのスイッチオーバー履歴に関する情報を表示

します。

switchover history

（任意）スイッチオーバー履歴を表示するドメインとしてデフォルト

ドメインを表示します。

domain default

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例では、冗長ファシリティに関する情報を表示する方法を示します。

Switch# show redundancy
Redundant System Information :
------------------------------

Available system uptime = 6 days, 9 hours, 23 minutes
Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0
Last switchover reason = not known

Hardware Mode = Simplex
Configured Redundancy Mode = SSO
Operating Redundancy Mode = SSO

Maintenance Mode = Disabled
Communications = Down Reason: Simplex mode

Current Processor Information :
------------------------------

Active Location = slot 1
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 6 days, 9 hours, 23 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 3
850 L3 Switch Software (CAT3850-UNIVERSALK9-M), Version 03.08.59.EMD EARLY DEPLO
YMENT ENGINEERING NOVA_WEEKLY BUILD, synced to DSGS_PI2_POSTPC_FLO_DSBU7_NG3K_11
05
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 16-S

Configuration register = 0x102

Peer (slot: 0) information is not available because it is in 'DISABLED' state
Switch#

次の例では、冗長ファシリティクライアント情報を表示する方法を示します。

Switch# show redundancy clients
Group ID = 1

clientID = 20002 clientSeq = 4 EICORE HA Client
clientID = 24100 clientSeq = 5 WCM_CAPWAP
clientID = 24101 clientSeq = 6 WCM RRM HA
clientID = 24103 clientSeq = 8 WCM QOS HA
clientID = 24105 clientSeq = 10 WCM_MOBILITY
clientID = 24106 clientSeq = 11 WCM_DOT1X
clientID = 24107 clientSeq = 12 WCM_APFROGUE
clientID = 24110 clientSeq = 15 WCM_CIDS
clientID = 24111 clientSeq = 16 WCM_NETFLOW
clientID = 24112 clientSeq = 17 WCM_MCAST
clientID = 24120 clientSeq = 18 wcm_comet
clientID = 24001 clientSeq = 21 Table Manager Client
clientID = 20010 clientSeq = 24 SNMP SA HA Client
clientID = 20007 clientSeq = 27 Installer HA Client
clientID = 29 clientSeq = 60 Redundancy Mode RF
clientID = 139 clientSeq = 61 IfIndex
clientID = 3300 clientSeq = 62 Persistent Variable
clientID = 25 clientSeq = 68 CHKPT RF
clientID = 20005 clientSeq = 74 IIF-shim
clientID = 10001 clientSeq = 82 QEMU Platform RF

<output truncated>
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出力には、次の情報が表示されます。

• clientIDには、クライアントの ID番号が表示されます。

• clientSeqには、クライアントの通知シーケンス番号が表示されます。

•現在の冗長ファシリティステート。

次の例では、冗長ファシリティカウンタ情報を表示する方法を示します。

Switch# show redundancy counters
Redundancy Facility OMs

comm link up = 0
comm link down = 0

invalid client tx = 0
null tx by client = 0

tx failures = 0
tx msg length invalid = 0

client not rxing msgs = 0
rx peer msg routing errors = 0

null peer msg rx = 0
errored peer msg rx = 0

buffers tx = 0
tx buffers unavailable = 0

buffers rx = 0
buffer release errors = 0

duplicate client registers = 0
failed to register client = 0

Invalid client syncs = 0

Switch#

次の例では、冗長ファシリティ履歴情報を表示する方法を示します。

Switch# show redundancy history
00:00:00 *my state = INITIALIZATION(2) peer state = DISABLED(1)
00:00:00 RF_EVENT_INITIALIZATION(524) op=0 rc=0
00:00:00 *my state = NEGOTIATION(3) peer state = DISABLED(1)
00:00:01 client added: Table Manager Client(24001) seq=21
00:00:01 client added: SNMP SA HA Client(20010) seq=24
00:00:06 client added: WCM_CAPWAP(24100) seq=5
00:00:06 client added: WCM QOS HA(24103) seq=8
00:00:07 client added: WCM_DOT1X(24106) seq=11
00:00:07 client added: EICORE HA Client(20002) seq=4
00:00:09 client added: WCM_MOBILITY(24105) seq=10
00:00:09 client added: WCM_NETFLOW(24111) seq=16
00:00:09 client added: WCM_APFROGUE(24107) seq=12
00:00:09 client added: WCM RRM HA(24101) seq=6
00:00:09 client added: WCM_MCAST(24112) seq=17
00:00:09 client added: WCM_CIDS(24110) seq=15
00:00:09 client added: wcm_comet(24120) seq=18
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) First Slave(0) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Slave(6107) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Slave(6109) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Slave(6128) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Slave(8897) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Slave(8898) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Slave(8901) op=0 rc=0
00:00:22 RF_EVENT_SLAVE_STATUS_DONE(523) First Slave(0) op=405 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) Redundancy Mode RF(29) op=0 rc=0
00:00:22 RF_STATUS_REDUNDANCY_MODE_CHANGE(405) IfIndex(139) op=0 rc=0

<output truncated>
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次の例では、冗長ファシリティスレーブに関する情報を表示する方法を示します。

Switch# show redundancy slaves
Group ID = 1
Slave/Process ID = 6107 Slave Name = [installer]
Slave/Process ID = 6109 Slave Name = [eicored]
Slave/Process ID = 6128 Slave Name = [snmp_subagent]
Slave/Process ID = 8897 Slave Name = [wcm]
Slave/Process ID = 8898 Slave Name = [table_mgr]
Slave/Process ID = 8901 Slave Name = [iosd]

Switch#

次の例では、冗長ファシリティステートに関する情報を表示する方法を示します。

Switch# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE

peer state = 1 -DISABLED
Mode = Simplex

Unit ID = 1

Redundancy Mode (Operational) = SSO
Redundancy Mode (Configured) = SSO

Redundancy State = Non Redundant
Manual Swact = disabled (system is simplex (no peer unit))

Communications = Down Reason: Simplex mode

client count = 75
client_notification_TMR = 360000 milliseconds

keep_alive TMR = 9000 milliseconds
keep_alive count = 0

keep_alive threshold = 18
RF debug mask = 0

Switch#
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show redundancy config-sync
コンフィギュレーション同期障害情報または無視されたMismatchedCommandList（MCL）が存在
する場合に表示するには、EXECモードで show redundancy config-syncコマンドを使用します。

show redundancy config-sync {failures {bem| mcl| prc}| ignored failures mcl}

___________________
構文の説明 MCLエントリまたはベストエフォート方式（BEM）/パーサーリターン

コード（PRC）の障害を表示します。
failures

BEM障害コマンドリストを表示し、スタンバイスイッチを強制的にリブー
トします。

bem

スイッチの実行コンフィギュレーションに存在するがスタンバイスイッチ

のイメージでサポートされていないコマンドを表示し、スタンバイスイッ

チを強制的にリブートします。

mcl

PRC障害コマンドリストを表示し、スタンバイスイッチを強制的にリブー
トします。

prc

無視されたMCL障害を表示します。ignored failures mcl

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 2つのバージョンの Cisco IOSイメージが含まれている場合は、それぞれのイメージによってサ

ポートされるコマンドセットが異なる可能性があります。このような不一致コマンドのいずれか

がアクティブスイッチで実行された場合、スタンバイスイッチでそのコマンドを認識できない可

能性があり、これにより設定の不一致状態が発生します。バルク同期中にスタンバイスイッチで
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コマンドの構文チェックが失敗すると、コマンドはMCLに移動し、スタンバイスイッチはリセッ
トされます。すべての不一致コマンドを表示するには、show redundancy config-sync failures mcl
コマンドを使用します。

MCLを消去するには、次の手順を実行します。

1 アクティブスイッチの実行コンフィギュレーションから、不一致コマンドをすべて削除しま

す。

2 redundancy config-sync validate mismatched-commandsコマンドを使用して、修正した実行コ
ンフィギュレーションに基づいてMCLを再確認します。

3 スタンバイスイッチをリロードします。

または、次の手順を実行してMCLを無視することもできます。

1 redundancy config-sync ignore mismatched-commandsコマンドを入力します。

2 スタンバイスイッチをリロードします。システムは SSOモードに遷移します。

不一致コマンドを無視する場合、アクティブスイッチとスタンバイスイッチの同期していな

いコンフィギュレーションは存在したままです。

（注）

3 無視したMCLは show redundancy config-sync ignored mclコマンドで確認できます。

各コマンドでは、そのコマンドを実装するアクション機能において戻りコードが設定されます。

この戻りコードは、コマンドが正常に実行されたかどうかを示します。アクティブスイッチは、

コマンドの実行後に PRCを維持します。スタンバイスイッチはコマンドを実行し、アクティブ
スイッチに PRCを返します。これら 2つの PRCが一致しないと、PRC障害が発生します。バル
ク同期または 1行ごとの（LBL）同期中にスタンバイスイッチで PRCエラーが生じた場合、スタ
ンバイスイッチはリセットされます。すべての PRC障害を表示するには、show redundancy
config-sync failures prcコマンドを使用します。

Best Effort Method（BEM）エラーを表示するには、show redundancy config-sync failures bemコマ
ンドを使用します。

___________________
例 次に、BEM障害を表示する例を示します。

Switch> show redundancy config-sync failures bem
BEM Failed Command List
-----------------------

The list is Empty

次に、MCL障害を表示する例を示します。
Switch> show redundancy config-sync failures mcl
Mismatched Command List
-----------------------

The list is Empty
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次に、PRC障害を表示する例を示します。
Switch# show redundancy config-sync failures prc
PRC Failed Command List
-----------------------

The list is Empty
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show switch
スタックメンバまたはスイッチスタックに関連した情報を表示するには、show switchコマンド
を EXECモードで使用します。

show switch [stack-member-number| detail| neighbors| stack-ports [summary]]

___________________
構文の説明

（任意）スタックメンバ数。指定できる範囲は 1～ 9
です。

stack-member-number

（任意）スタックリングの詳細情報を表示します。detail

（任意）スイッチスタック全体のネイバーを表示しま

す。

neighbors

（任意）スイッチスタック全体のポート情報を表示し

ます。

stack-ports

（任意）スタックケーブルの長さ、スタックリンクの

ステータス、およびループバックのステータスを表示

します。

summary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン このコマンドでは、次のステートが表示されます。

• Initializing：スイッチはスタックに追加されたばかりで、ready状態になるための基本的な初
期化が完了していません。
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• HASync inProgress：スタンバイが選出されると、同期が終了するまで対応するスイッチはこ
の状態のままになります。

• Syncing：既存のスタックに追加されたスイッチは、スイッチ追加シーケンスが完了するまで
この状態のままになります。

• Ready：メンバがシステムレベルおよびインターフェイスレベルの設定のロードを完了し、
トラフィックを転送できるようになっています。

• V-Mismatch：Version-Mismatchモードのスイッチ。 Version-Mismatchモードは、スタックに
参加したスイッチのソフトウェアバージョンがアクティブスイッチと非互換である場合で

す。

• Provisioned：スイッチスタックのアクティブメンバになる前にすでに設定されていたスイッ
チの状態です。プロビジョニングされたスイッチでは、MACアドレスおよびプライオリティ
番号は、常に 0と表示されます。

• Unprovisioned：プロビジョニングされたスイッチ番号が no switch switch-number provisionコ
マンドを使用してプロビジョニング解除された場合の状態です。

• Removed：スタックに存在していたスイッチが、reload slotコマンドを使用して除外された
場合です。

• Sync not started：複数のスイッチが既存のスタックに同時に追加された場合、アクティブス
イッチが 1台ずつ追加します。追加中のスイッチは Syncing状態になります。まだ追加され
ていないスイッチは Sync not started状態になります。

• Lic-Mismatch：スイッチのライセンスレベルがアクティブスイッチと異なります。

スタックメンバ（アクティブスイッチを含む）の代表的なステート遷移は、Waiting > Initializing
> Readyです。

Version Mismatch（VM）モードのスタックメンバの代表的なステート遷移は、Waiting > Ver
Mismatchです。

スイッチスタックにプロビジョニングされたスイッチが存在するかどうかを識別するには、show
switchコマンドを使用できます。 show running-configおよび show startup-config特権 EXECコマ
ンドでは、この情報は提供されません。

永続的MACアドレスがイネーブルになっている場合、スタックのMAC-persistency wait-timeも表
示されます。

___________________
例 次に、スタック情報の概要を表示する例を示します。

Switch# show switch
Switch/Stack Mac Address : 6400.f124.e900

H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
------------------------------------------------------------
1 Member 0000.0000.0000 0 0 Provisioned
2 Member 0000.0000.0000 0 0 Removed
*3 Active 6400.f124.e900 2 0 Ready
8 Member 0000.0000.0000 0 0 Unprovisioned
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次に、スタック情報の詳細を表示する例を示します。

Switch# show switch detail
Switch/Stack Mac Address : 2037.06ce.3f80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
----------------------------------------------------------
*1 Active 2037.06ce.3f80 1 0 Ready
2 Member 0000.000.0000 0 0 Provisioned
6 Member 2037.06ce.1e00 1 0 Ready

Stack Port Status Neighbors
Switch# Port 1 Port 2 Port 1 Port 2
--------------------------------------------------------
1 Ok Down 6 None
6 Down Ok None 1

次に、メンバ 6の要約情報を表示する例を示します。
Switch# show switch 6
Switch# Role Mac Address Priority State
--------------------------------------------------------
6 Member 0003.e31a.1e00 1 Ready

次に、スタックに関するネイバー情報を表示する例を示します。

Switch# show switch neighbors
Switch # Port A Port B
-------- ------ ------

6 None 8
8 6 None

次に、スタックポート情報を表示する例を示します。

Switch# show switch stack-ports
Switch # Port A Port B
-------- ------ ------
6 Down Ok
8 Ok Down

次に、show switch stack-ports summaryコマンドの出力例を示します。次の表に、表示される
フィールドについて説明します。

Switch# show switch stack-ports summary
Switch#/ Stack Neighbor Cable Link Link Sync # In
Port# Port Length OK Active OK Changes Loopback

Status To LinkOK
-------- ------ -------- -------- ---- ------ ---- --------- --------
1/1 Down 2 50 cm No NO No 10 No
1/2 Ok 3 1 m Yes Yes Yes 0 No
2/1 Ok 5 3 m Yes Yes Yes 0 No
2/2 Down 1 50 cm No No No 10 No
3/1 Ok 1 1 m Yes Yes Yes 0 No
3/2 Ok 5 1 m Yes Yes Yes 0 No
5/1 Ok 3 1 m Yes Yes Yes 0 No
5/2 Ok 2 3 m Yes Yes Yes 0 No

表 4：show switch stack-ports summary コマンドの出力

説明フィールド

メンバー番号と、そのスタックポート番号Switch#/Port#
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説明フィールド

スタックポートのステータス。

• Absent：スタックポートにケーブルが検出
されません。

• Down：ケーブルは検出されましたが、接
続されたネイバーがアップになっていない

か、スタックポートがディセーブルになっ

ています。

• OK：ケーブルが検出され、接続済みのネ
イバーが起動しています。

Stack Port Status

スタックケーブルの接続先の、アクティブなメ

ンバーのスイッチの数。

Neighbor

有効な長さは 50 cm、1 m、または 3 mです。

スイッチがケーブルの長さを検出できない場合

は、値は no cableになります。ケーブルが接続
されていないか、リンクが信頼できない可能性

があります。

Cable Length

スタックケーブルが接続され機能しているかど

うか。相手側には、接続されたネイバーが存在

する場合も、そうでない場合もあります。

リンクパートナーは、ネイバースイッチ上の

スタックポートのことです。

• No：このポートに接続されているスタッ
クケーブルがないか、スタックケーブル

が機能していません。

• Yes：このポートには正常に機能するスタッ
クケーブルが接続されています。

Link OK

スタックケーブル相手側にネイバーが接続され

ているかどうか。

• No：相手側にネイバーが検出されません。
ポートは、このリンクからトラフィックを

送信できません。

• Yes：相手側にネイバーが検出されました。
ポートは、このリンクからトラフィックを

送信できます。

Link Active
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説明フィールド

リンクパートナーが、スタックポートに有効

なプロトコルメッセージを送信するかどうか。

• No：リンクパートナーからスタックポー
トに有効なプロトコルメッセージが送信

されません。

• Yes：リンクの相手側は、ポートに有効な
プロトコルメッセージを送信します。

Sync OK

リンクの相対的安定性。

短期間で多数の変更が行われた場合は、リンク

のフラップが発生することがあります。

# Changes to LinkOK

スタックケーブルがメンバのスタックポート

に接続されているかどうか。

• No：メンバ上の少なくとも 1つのスタッ
クポートに接続済みのスタックケーブル

があります。

• Yes：メンバーのどのスタックポートに
も、スタックケーブルが接続されていま

せん。

In Loopback

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバをリセットし、設定変更を適用します。reload

特定のスタックメンバの診断シェルまたはスタンバイSwitchのCisco
IOSプロンプトにアクセスします。

session

スタックMACアドレスをアクティブスイッチのMACアドレスに
更新します。

stack-mac update force

スタックメンバのプライオリティ値を変更します。switch priority

新しいスイッチがスイッチスタックに参加する前にコンフィギュ

レーションを提供します。

switch provision

スタックメンバ番号を変更します。switch renumber
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show trace messages capwap ap ha
ワイヤレスアクセスポイントのワイヤレス制御およびプロビジョニング（CAPWAP）のハイア
ベイラビリティを表示するには、show trace messages capwap ap ha特権 EXECコマンドを使用し
ます。

show trace messages capwap ap ha [detail| event| dump] [switch switch]

___________________
構文の説明

（任意）ワイヤレスCAPWAPハイアベイラビリティの詳細を表
示します。

detail

switch番号を指定します。値は 1です。detailswitch number

（任意）ワイヤレスCAPWAPハイアベイラビリティのイベント
を表示します。

event

switch番号を指定します。値は 1です。eventswitch number

（任意）ワイヤレスCAPWAPハイアベイラビリティの出力を表
示します。

dump

switch番号を指定します。値は 1です。dump switch number

（任意）switch番号を表示します。値は 1です。switch

switch番号を指定します。値は 1です。switch switch number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE
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___________________
例 次に、CAPWAPハイアベイラビリティ出力を表示する例を示します。

Switch# show trace messages mobility ha dump switch 1
| Output modifiers
<cr>
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show trace messages mobility ha
ワイヤレスモビリティハイアベイラビリティを表示するには、show trace messages mobility ha
特権 EXECコマンドを使用します。

show trace messages mobility ha [event| detail| dump] [switch switch]

___________________
構文の説明

（任意）ワイヤレスモビリティHAのイベントを表示します。event

switch番号を指定します。値は 1です。event switch

（任意）ワイヤレスモビリティ HAの詳細を表示します。detail

switch番号を指定します。値は 1です。detail switch

（任意）ワイヤレスモビリティHAの出力デバッグを表示しま
す。

dump

switch番号を指定します。値は 1です。dump switch

（任意）switch番号を表示します。switch switch

switch番号を指定します。値は 1です。switch switch

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ワイヤレスモビリティハイアベイラビリティを表示する例を示します。

Switch# show trace messages mobility ha
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stack-mac persistent timer
固定MACアドレス機能をイネーブルにするには、スイッチスタックまたはスタンドアロンス
イッチのグローバルコンフィギュレーションモードで stack-mac persistent timerコマンドを使用
します。固定MACアドレス機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

stack-mac persistent timer [0| time-value]

no stack-mac persistent timer

___________________
構文の説明

（任意）現在のアクティブスイッチのMACアドレスの使用を無期限に継続し、
新しいアクティブスイッチが引き継いだ場合もそうします。

0

（任意）スタックMACアドレスが新しい active switchのMACアドレスに変わ
るまでの時間（分単位）。指定できる範囲は 1～ 60分です。

time-value

___________________
コマンドデフォルト 固定MACアドレスはディセーブルに設定されています。スタックのMACアドレスは常に、active

switchのMACアドレスです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、新しいアクティブスイッチが引き継ぐ場合でも、スタックMACアドレスは最

初のアクティブスイッチのMACアドレスになります。同じ動作は、stack-mac persistent timer
コマンドまたは stack-mac persistent timer 0コマンドを入力した場合にも発生します。

stack-mac persistent timerコマンドを time-valueとともに入力すると、新しいスイッチがアクティ
ブスイッチになったときに、入力した時間の後にスタックMACアドレスが新しいアクティブス
イッチのものに変わります。以前のアクティブスイッチがこの時間内にスタックに再加入した場

合、スタックはそのMACアドレスを持つスイッチがスタック内に存在する限り、そのMACアド
レスを保持します。
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スタック全体をリロードすると、アクティブスイッチのMACアドレスがスタックのMACアド
レスになります。

スタックMACアドレスを変更しない場合、レイヤ 3インターフェイスのフラップが発生しま
せん。これは、未知のMACアドレス（スタック内のスイッチに属さないMACアドレス）が
スタックMACアドレスになる可能性があることを意味します。この未知のMACアドレスを
持つスイッチが別のスタックにアクティブスイッチとして参加すると、2つのスタックが同じ
スタックMACアドレスを持つことになります。 stack-mac update forceコマンドを使用して、
この競合を解決する必要があります。

（注）

___________________
例 次に、固定MACアドレスをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# stack-mac persistent timer

設定を確認するには、show running-config特権 EXECコマンドを入力します。イネーブルの場
合、出力に stack-mac persistent timerが表示されます。

関連コマンド

説明コマンド

スタックMACアドレスをアクティブスイッチのMACアド
レスに更新します。

stack-mac update force
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stack-mac update force
スタックMACアドレスをアクティブスイッチのMACアドレスに更新するには、アクティブス
イッチの EXECモードで stack-mac update forceコマンドを使用します。

stack-mac update force

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン デフォルトでは、ハイアベイラビリティ（HA）フェールオーバー時に、スタックのMACアドレ

スは新しいアクティブスイッチのMACアドレスに変更されません。スタックMACアドレスが
新しいアクティブスイッチのMACアドレスに強制的に変更されるようにするには、stack-mac
update forceコマンドを使用します。

スタックMACアドレスと同じMACアドレスを持つスイッチが現在そのスタックのメンバである
場合、stack-mac update forceコマンドは無効です。（スタックMACアドレスはアクティブス
イッチのMACアドレスに更新されません）

スタックMACアドレスを変更しない場合、レイヤ 3インターフェイスのフラップが発生しま
せん。これは、未知のMACアドレス（スタック内のスイッチに属さないMACアドレス）が
スタックMACアドレスになる可能性があることを意味します。この未知のMACアドレスを
持つスイッチが別のスタックにアクティブスイッチとして参加すると、2つのスタックが同じ
スタックMACアドレスを持つことになります。 stack-mac update forceコマンドを使用して、
この競合を解決する必要があります。

（注）
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___________________
例 次に、スタックMACアドレスをアクティブスイッチのMACアドレスに更新する例を示します。

Switch> stack-mac update force
Switch>

設定を確認するには、show switch特権 EXECコマンドを入力します。スタックMACアドレスに
は、MACアドレスがローカルと未知のどちらであるかも含まれます。

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示し

ます。

show switch

固定MACアドレス機能をイネーブルにします。stack-mac persistent timer
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standby console enable
スタンバイスイッチコンソールへのアクセスをイネーブルにするには、冗長メインコンフィギュ

レーションサブモードで standby console enableコマンドを使用します。スタンバイスイッチコ
ンソールへのアクセスをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

standby console enable

no standby console enable

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト スタンバイスイッチコンソールへのアクセスはディセーブルです。

___________________
コマンドモード 冗長メインコンフィギュレーションサブモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、スタンバイコンソールに関する特定のデータを収集し、確認するために使用さ

れます。コマンドは、主にシスコのテクニカルサポート担当がスイッチのトラブルシューティン

グを行うのに役立ちます。

___________________
例 次に、冗長メインコンフィギュレーションサブモードを開始し、スタンバイコンソールスイッ

チへのアクセスをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# standby console enable
Switch(config-r-mc)#

関連コマンド

説明コマンド

冗長メインコンフィギュレーションサブモードを開始し、スタンバ

イスイッチをイネーブルにします。

main-cpu
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switch stack port
メンバの指定されたスタックポートをディセーブルまたはイネーブルにするには、スタックメン

バーの特権 EXECモードで switchコマンドを使用します。

switch stack-member-number stack port port-number {disable| enable}

___________________
構文の説明

現在のスタックメンバ番号。指定できる範囲は 1～ 9です。stack-member-number

メンバ上のスタックポートを指定します。指定できる範囲は 1
～ 2です。

stack port port-number

指定したポートをディセーブルにします。disable

指定されたポートをイネーブルにします。enable

___________________
コマンドデフォルト スタックポートはイネーブルです。

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン スタックが full-ring状態になるのは、すべてのスタックメンバがスタックポートを使用して接続

され、ready状態になっている場合です。

スタックが partial-ring状態になるのは、次が発生したときです。

•すべてのメンバがスタックポートを通じて接続されたが、一部が readyステートではない。

•スタックポートを通じて接続されていないメンバーがある。

switch stack-member-number stack port port-number disableコマンドの使用には注意が必要です。
スタックポートをディセーブルにすると、スタックは半分の帯域幅で稼働します。

（注）
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switch stack-member-number stack port port-number disable特権 EXECコマンドを入力し、スタック
が full-ring状態にある場合、ディセーブルにできるスタックポートは 1つだけです。次のメッ
セージが表示されます。

Enabling/disabling a stack port may cause undesired stack changes. Continue?[confirm]

switch stack-member-number stack port port-number disable特権 EXECコマンドを入力し、スタック
が partial-ring状態にある場合、ポートはディセーブルにできません。次のメッセージが表示され
ます。

Disabling stack port not allowed with current stack configuration.

___________________
例 次の例では、member 4上の stack port 2をディセーブルにする方法を示します。

Switch# switch 4 stack port 2 disable

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示しま

す。

show switch
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switch priority
スタックメンバーのプライオリティ値を変更するには、switch priorityコマンドを active switchの
EXECモードで使用します。

switch stack-member-number priority new-priority-value

___________________
構文の説明

現在のスタックメンバ番号。指定できる範囲は 1～ 9です。stack-member-number

スタックメンバの新しいプライオリティ値指定できる範囲は

1～ 15です。
new-priority-value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのプライオリティ値は 1です。

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 新しいプライオリティ値は、新しい active switch選定の要素になります。プライオリティ値を変

更しても、active switchがただちに変更されることはありません。

___________________
例 次の例では、スタックメンバ 6のプライオリティ値を 8に変更する方法を示します。

Switch# switch 6 priority 8
Changing the Switch Priority of Switch Number 6 to 8
Do you want to continue?[confirm]

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバをリセットし、設定変更を適用します。reload
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説明コマンド

特定のスタックメンバの診断シェルまたはスタンバイSwitchの Cisco
IOSプロンプトにアクセスします。

session

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示します。show switch

スタックメンバ番号を変更します。switch renumber
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switch provision
新しいスイッチがスイッチスタックに参加する前にコンフィギュレーションを提供するには、

active switchのグローバルコンフィギュレーションモードで switch provisionコマンドを使用しま
す。除外されたスイッチ（スタックを離れたスタックメンバ）に関連付けられたすべての設定情

報を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

switch stack-member-number provision type

no switch stack-member-number provision

___________________
構文の説明

スタックメンバの番号です。指定できる範囲は 1～ 9です。stack-member-number

新しいスイッチがスタックに加入する前の、このスイッチのタイ

プ。

type

___________________
コマンドデフォルト スイッチは、プロビジョニングされていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン typeには、コマンドラインヘルプストリングに示されたサポート対象のスイッチのモデル番号を

入力します。

エラーメッセージを受信しないようにするには、このコマンドの no形式を使用してプロビジョ
ニングされた設定を削除する前に、スイッチスタックから指定のスイッチを削除する必要があり

ます。

スイッチタイプを変更する場合も、スイッチスタックから指定のスイッチを削除する必要があり

ます。スイッチタイプを変更しない場合でも、スイッチスタック内に物理的に存在するプロビ

ジョニングされたスイッチのスタックメンバ番号を変更できます。

プロビジョニングされたスイッチのタイプが、スタック上のプロビジョニングされた設定のスイッ

チタイプと一致しない場合、スイッチスタックはプロビジョニングされたスイッチにデフォルト

スタックマネージャおよびハイアベイラビリティコマンドリファレンス、Cisco IOS XE リリース 3E
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設定を適用し、これをスタックに追加します。スイッチスタックでは、デフォルト設定を適用す

る場合にメッセージを表示します。

プロビジョニング情報は、スイッチスタックの実行コンフィギュレーションで表示されます。

copy running-config startup-config特権 EXECコマンドを入力すると、プロビジョニングされた設
定がスイッチスタックのスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存されます。

switch provisionコマンドを使用すると、プロビジョニングされた設定にメモリが割り当てら
れます。新しいスイッチタイプが設定されたときに、以前割り当てられたメモリのすべてが

解放されるわけではありません。そのため、このコマンドをおおよそ 200回を超えて使用し
ないようにしてください。スイッチのメモリが不足し、予期せぬ動作が発生する可能性があり

ます。

注意

___________________
例 次に、スタックメンバー番号 2が設定されたスイッチをスイッチスタックに割り当てる例を示し

ます。 show running-configコマンドの出力は、プロビジョニングされたスイッチに関連付けられ
たインターフェイスを示します。

Switch(config)# switch 2 provision WS-xxxx
Switch(config)# end
Switch# show running-config | include switch 2
!
interface GigabitEthernet2/0/1
!
interface GigabitEthernet2/0/2
!
interface GigabitEthernet2/0/3
<output truncated>

また、show switchユーザ EXECコマンドを入力すると、スイッチスタックのプロビジョニング
されたステータスを表示できます。

次の例では、スイッチがスタックから削除される場合に、スタックメンバ 5についてのすべての
設定情報が削除される方法を示します。

Switch(config)# no switch 5 provision

プロビジョニングされたスイッチが、実行コンフィギュレーションで追加または削除されたこと

を確認するには、show running-config特権 EXECコマンドを入力します。

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示しま

す。

show switch
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switch renumber
スタックメンバ番号を変更するには、switch renumberコマンドを active switchの EXECモードで
使用します。

switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number

___________________
構文の説明

現在のスタックメンバ番号。指定できる範囲は1～9です。current-stack-member-number

スタックメンバの新しいスタックメンバ番号。指定できる

範囲は 1～ 9です。
new-stack-member-number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのスタックメンバ番号は 1です。

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 指定したメンバ番号をすでに他のスタックメンバが使用している場合、スタックメンバをリロー

ドする際に active switchは使用可能な一番低い番号を割り当てます。

スタックメンバ番号を変更し、新しいスタックメンバ番号がどの設定にも関連付けされてい

ない場合、そのスタックメンバは現在の設定を廃棄してリセットを行い、デフォルトの設定

に戻ります。

（注）

プロビジョニングされたスイッチでは、switch current-stack-member-number renumber
new-stack-member-numberコマンドを使用しないでください。使用すると、コマンドは拒否されま
す。

スタックメンバをリロードし、設定変更を適用するには、reload slot current stack member number
特権 EXECコマンドを使用します。
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___________________
例 次の例では、スタックメンバ 6のメンバ番号を 7に変更する方法を示しています。

Switch# switch 6 renumber 7
WARNING:Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.
The interface configuration associated with the old switch number will remain as a provisioned
configuration.
Do you want to continue?[confirm]

関連コマンド

説明コマンド

スタックメンバをリセットし、設定変更を適用します。reload

特定のスタックメンバの診断シェルまたはスタンバイSwitchの Cisco
IOSプロンプトにアクセスします。

session

スタックメンバまたはスイッチスタックの関連情報を表示します。show switch

スタックメンバのプライオリティ値を変更します。switch priority
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