
トラブルシューティング

この章の内容は、特に指定がない限り、すべての 6880-Xスイッチに当てはまります。（注）

初回の起動時に生じる問題の多くは、スイッチングモジュールがバックプレーンから外れかかっ

ていたり、電源装置が電源コードコネクタに接続されていないといったことが原因です。初回

の起動時に動作温度が最大許容レベルを超えることはほとんどありません。このような状態が生

じるのは、長時間にわたり稼働した場合がほとんどです。長時間のモニタリング機能には、DC
出力電圧の問題を個別に報告する機能も含まれています。

• 使用する前に, 1 ページ

• システムコンポーネントレベルの問題解決, 2 ページ

• 起動時の問題の特定, 2 ページ

• 電源装置のトラブルシューティング, 3 ページ

• ファントレイのトラブルシューティング , 4 ページ

• ステータス LEDインジケータ, 4 ページ

• Cisco代理店への連絡, 5 ページ

• シリアル番号の確認, 6 ページ

使用する前に
システムの初回の起動が完了したら、次のことを確認してください。

•電源モジュールがシステムに電力を供給している。

•ファントレイアセンブリが動作している。

•システムソフトウェアが正常に起動している。
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上記のいずれかに問題がある場合は、この章に記載されている手順で問題箇所を特定し、可能で

あればその問題を解決してください。上記の条件がすべて満たされ、ハードウェアの設置が完了

したら、ソフトウェアリリースノートでハードウェアのサポート情報およびソフトウェアの警告

について確認してください。

システムコンポーネントレベルの問題解決
システムのトラブルシューティングで重要なのは、問題を特定のシステムコンポーネントに絞り

込むことです。まず、システムの現状と本来あるべき状態を比較します。起動の問題はたいてい

1つのコンポーネントに原因があるため、システムの1つ1つのコンポーネントのトラブルシュー
ティングを行うより、問題をサブシステムのレベルまで切り分ける方が効率的です。

スイッチは次のサブシステムで構成されています。

•電源装置

•ファントレイアセンブリ

シャーシファントレイアセンブリは、システムの電源が入っているときは常に動作してい

ることが必要です。 FAN LEDがグリーンに点灯しており、ファントレイアセンブリの作動
音が聞こえることを確認します。 FAN LEDがレッドに点灯している場合、ファントレイア
センブリのうち少なくとも 1つが作動していないことを示しています。ファントレイアセ
ンブリが正常に作動していない場合は、すぐに製品購入先代理店に連絡してください。初回

の起動時にファントレイアセンブリが正常に作動しない場合、ユーザ側で可能な取り付け

調整はありません。

起動時の問題の特定
起動シーケンスにおけるシステムの状態は、すべて LEDに表示されます。 LEDを確認すれば、
起動シーケンスのどの時点で、どこに障害が発生したかを判断できます。

手順

ステップ 1 電源装置のスイッチをオンにします。システムファントレイアセンブリの作動音がすぐに聞こ

えます。

•作動音が聞こえない場合は、電源装置のトラブルシューティング, （3ページ）を参照して
ください。

•電源装置が正常に動作していて、ファントレイアセンブリが故障していると判断される場
合は、購入された代理店に連絡してください。

•初回の起動時にファンアセンブリが正常に作動しない場合には、ユーザ側で可能なインスト
レーション調整はありません。ファントレイアセンブリを交換するには、ファントレイの

トラブルシューティング , （4ページ）を参照してください。
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ステップ 2 起動時に起動情報およびシステムバナーが表示されない場合は、端末が正しく設定され、コン

ソールポートに正しく接続されているかどうかを確認してください。

電源装置のトラブルシューティング
電源スイッチをオンにしても INPUT OK LEDが点灯しない場合には、次の手順で電源サブシステ
ムに問題がないか確認します。

手順

ステップ 1 電源装置の INPUT OK LEDがグリーンに点灯していることを確認します。

• INPUT OK LEDがグリーンに点灯している場合は、AC電源または DC電源が正常で、電源
装置は動作しています。

•それでも INPUT OK LEDが点灯しない場合は、AC電源または DC電源、または電源コード
に問題がある可能性があります。

•スイッチの電源をオフにし、電源コードを別の電源（ある場合）に接続し、電源をオンにし
ます。

• INPUT OK LEDがグリーンに点灯した場合、最初の電源に問題があることを示しています。

•新しい電源に電源装置を接続しても INPUTOKLEDが点灯しない場合は、電源コードを交換
し、電源スイッチをオンにします。

•これで INPUTOKLEDが点灯した場合は、最初の電源コードを返品し、交換してください。

この装置に複数の電源コードがある場合は、電源装置ごとにステップ 1を繰り返してください。

新しい電源コードを使用して別の電源にスイッチを接続しても INPUT OK LEDが点灯しない場合
は、電源装置が故障している可能性があります。

2番めの電源装置が使用できる場合は、その電源装置を 2番めの電源装置ベイに取り付け、製品
を購入された代理店に連絡してください。

ステップ 2 2番めの電源装置を備えている場合は、この電源装置に対してステップ1を繰り返してください。

次の作業

問題を解決できない場合、または電源装置かバックプレーンコネクタに問題があると判断される

場合は、Cisco代理店への連絡, （5ページ）を参照してください。
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ファントレイのトラブルシューティング
次の手順で、ファントレイの問題を特定します。

手順

ステップ 1 ファントレイ上の FAN LEDがグリーンに点灯していることを確認します。
FAN LEDがグリーンに点灯しない場合は、Cisco代理店への連絡, （5ページ）を参照して、電
源サブシステムが正しく機能しているかどうかを確認してください。

ステップ 2 FAN LEDがレッドに点灯しているかどうかを確認します。 FAN LEDがレッドに点灯している場
合、ファントレイがバックプレーンに装着されていないか、または故障しています。

次の手順を実行します。

•ファントレイを正しく確実に装着するには、非脱落型ネジを緩めてファントレイを取り外
してから、もう一度取り付けます。

•非脱落型ネジをすべて締めて、システムを再起動します。

• FANSTATUSLEDがレッドのままである場合、システムが個別ファンの異常を検出していま
す。製品を購入された代理店に連絡してください。

ステータス LED インジケータ
Actionコンポーネントアラームの種類ステータス

LED の表示

SyslogメッセージおよびSNMP
トラップが生成されます。

冗長構成が設定されている場

合、システムは冗長スーパー

バイザエンジンに切り替えら

れ、アクティブなスーパーバ

イザエンジンがシャットダウ

ンされます。

冗長ではなく、過熱状態が改

善されない場合、システムは

5分後にシャットダウンしま
す。

シャーシの温度センサー

がメジャーしきい値を超

過しています。

Major赤
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Actionコンポーネントアラームの種類ステータス

LED の表示

SyslogメッセージおよびSNMP
トラップが生成されます。

状態を監視します。

シャーシの温度センサー

がマイナーしきい値を超

過しています。

Minorオレンジ

SyslogメッセージおよびSNMP
トラップが生成されます。

メジャーアラームおよび過熱

状態が改善されない場合、シ

ステムは 5分後にシャットダ
ウンします。

マイナーアラームの場合、状

態を監視します。

冗長スーパーバイザエン

ジンの温度センサーがメ

ジャーまたはマイナーし

きい値を超過していま

す。

Major

Minor
赤

オレンジ

Cisco 代理店への連絡
この章で説明されているトラブルシューティングの手順を行っても起動に関する問題を解決でき

ない場合は、代理店に連絡して、サポートや詳細な手順の説明を依頼してください。担当者がで

きる限りすばやいサポートを行えるように、連絡する前に次の情報を用意してください。

•スイッチが入荷された日付

•シャーシのシリアル番号

•ソフトウェアの種類とリリース番号

•メンテナンス契約または保証内容

•問題点の要約

•問題を特定し、解決するためにすでに実施した手順の簡単な説明
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シリアル番号の確認

シスコのテクニカルサポートに連絡する場合は、スイッチのシリアル番号が必要です。図は、シ

リアル番号の場所を示しています。 show version特権 EXECコマンドを使用して、シリアル番号
を確認することもできます。

図 1：シャーシのシリアル番号
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