モジュール、ファン トレイ、および電源モ
ジュールの取り付けまたは交換
この章では、次の事項について説明します。
• 静電破壊を防ぐための静電気防止用リスト ストラップの使用 （1 ページ）
• スーパーバイザ モジュールの取り付けまたは交換 （3 ページ）
• スーパバイザ 2E モジュール（N77-SUP2E）からスーパバイザ 3E モジュール（N77-SUP3E）
への移行 （6 ページ）
• スーパバイザ 2E モジュール (N77-SUP2E) からスーパバイザ 3E モジュール (N77-SUP3E) への
中断のない移行 （10 ページ）
• I/O モジュールの取り付けまたは交換 （33 ページ）
• ファン トレイの交換 （36 ページ）
• Gen 1 ファン トレイ（N77-C7706-FAN）から Gen 2 ファン トレイ（N77-C7706-FAN-2）への
移行 （41 ページ）
• ファブリック モジュールの取り付けまたは交換 （42 ページ）
• ファブリック 2 モジュールからファブリック 3 モジュールへの交換 （48 ページ）
• スイッチ シャーシへの電源モジュールの取り付けまたは交換 （50 ページ）

静電破壊を防ぐための静電気防止用リストストラップの
使用
スイッチ モジュールに触れる前に、静電放電（ESD）からモジュールを保護するために自分自身
をアース接続する必要があります。自分自身をアース接続するには、アースされたシャーシまた
はアースされたラックに接続された静電気防止用リスト ストラップを着用します。

注意

モジュールを扱うときは、必ずフレームの端（通常はモジュールのカバーされた下部、側面、お
よび前面）を持ち、モジュールの回路部分には絶対に触れないでください。
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始める前に
シャーシ内のコンポーネントを取り付ける場所の近くにアース接続を行う必要があります。

Step 1

静電気防止用リスト ストラップを腕に取り付けるか、または巻き付けます。

Step 2

次のいずれかの方法で、ストラップのもう一方の端をアースされたシャーシに取り付けます。
• リスト ストラップのもう一方の端にバナナ プラグが付いている場合は、プラグをシャーシの ESD ポー
トを差し込みます（シャーシの前面ポートの位置については、次の図を参照）。
図 1 : シャーシ前面の ESD ポートの位置

シャーシ前面の ESD ポート

1

• リスト ストラップのもう一方の端にワニ口クリップが付いている場合は、アース ラグをシャーシに固
定している 2 本のネジの 1 つに留めます。

次のタスク
自分自身をアースしたら、シャーシのモジュールを交換することができます。
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スーパーバイザ モジュールの取り付けまたは交換
もう 1 つのスーパーバイザ モジュールが取り付けられ、動作している限り、スイッチの動作中に
スーパーバイザ モジュールの取り付けまたは交換を行うことができます。2 つのスーパーバイザ
モジュールを備えるシャーシのスロットからアクティブ スーパーバイザを取り出すと、動作は自
動的にスタンバイ スーパーバイザ モジュールに切り替わります。1 つしかスーパーバイザを備え
ていないシャーシでスーパーバイザを交換する必要がある場合は、空きスーパーバイザ スロット
に新しいスーパーバイザを取り付け、新しいスーパーバイザをアクティブにしてから、他のスー
パーバイザ モジュールを取り外します。

（注）

スーパーバイザ モジュールを交換せずに取り外すだけの場合は、シャーシの設計どおりの通気を
確保するためにブランク フィラー プレートを使ってスロットを埋める必要があります。

始める前に

注意

Cisco Nexus 7702 シャーシで単一のスーパーバイザ モジュールを取り外すと、システムがシャッ
トダウンします。
• 次の内容を含む静電気防止手順に従ってください。
• アースされたシャーシ外の電子モジュールを扱うときは、必ず ESD リストバンド（また
はその他の個人用アース デバイス）を着用する必要があります。
• 電子モジュールを運搬するときは、カバーされた端部またはハンドルのみ使用する必要
があります。電子部品に手を触れないでください。
• モジュールをアースされたシャーシ外で扱うときは、必ず静電気防止用シートの上、ま
たは静電気防止用袋に入れて平らに置きます。モジュールを何かにもたれさせたり、モ
ジュールの上に他の何かを置いたり、モジュールに何かをもたれさせたりしてはなりま
せん。
• シャーシがアースされていることを確認します。
• 次の工具と部品があることを確認します。
• 静電気防止用リスト ストラップ（またはその他の個人用アース デバイス）
• No.1 プラス トルク ドライバ
手動式トルク ドライバを推奨します。作業するネジの推奨トルク設定値を超えないよう
にしてください。
• 交換用スーパーバイザ モジュール
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スーパーバイザ モジュールを取り外して、新しいモジュール用のスロットを開く必要がある場合は、次のス
テップに従います（空きスロットがすでにある場合は、次のステップに進みます）。

Step 1

開く必要があるスロットにブランク フィラー プレートが取り付けられている場合は、非脱落型ネ
ジを緩め、プレートに取り付けられてハンドルを引っ張ってプレートを取り外し、ステップ 3 に進
みます。

（注）

a) モジュールの前面に接続されているネットワーク ケーブルをすべて取り外します。
b) シャーシへの接続が外れるまでモジュールの左側の非脱落型ネジを緩めます（次の図の 1 を参照）。
図 2 : Half-Width スーパーバイザ モジュールの取り外し

1

シャーシへの接続が外れるまで非脱落型ネジを 3
緩めます。

ハンドルが飛び出し、開きます。

2

イジェクト ボタンを押します。

ハンドルを引いてスロットの途中までモジュー
ルを取り外します。もう片方の手をモジュール
の底面に置き、スロットから完全に取り外しま
す。

4

c) モジュールの左側のイジェクト ボタンを押します（前の図のステップ 2 を参照）。
イジェクタがモジュールの前面から途中まで飛び出します。
d) ハンドルをモジュールの前面から完全に回し、ハンドルを引いてスロットの途中までモジュールを移動
します。
e) もう片方の手でモジュールの下からモジュールの重量を支え、スロットからモジュールを完全に引き出
します。
f) 静電気防止材の上または中にモジュールを配置します。
次の手順に従って、新規または交換用スーパーバイザ モジュールを取り付けます。

Step 2

a) 新しいスーパーバイザ モジュールを開梱し、損傷していないこと確認します。
損傷または欠落しているものがある場合は、カスタマー サービス担当者にすぐに連絡してください。
注意

モジュールの電気部品やコネクタに手を触れないでください。常にカバーされた前面および底
面だけを使ってモジュールを持ちます。
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b) モジュールの前面からハンドルを解除するには、ハンドルの横にあるイジェクト ボタンを押します（次
の図の 1 を参照）。
図 3 : スロットへの Half-Width スーパーバイザ モジュールの配置

1

ハンドルをモジュールの前面から離れるように 3
完全に回します。

2

モジュールの底面をスロット内のモジュール
ガイドに合わせます。

モジュールを（前面がシャーシ前面の約 1/4 イ
ンチになり、停止するまで）完全にスロットに
押し込みます。

c) ハンドルの端部を停止するまでモジュールの前面から離れるように回します（前の図の 1 を参照）。
d) 片方の手をスーパーバイザ モジュールの下に当て、もう一方の手でモジュールの前面を保持して、モ
ジュールの背面を空きスーパーバイザ スロットに合わせます。
e) モジュールをスロット内部のガイドに差し込み、モジュールをそれ以上押し込めなくなるまで完全にス
ロットに押し込みます。
モジュールの前面がシャーシ前面の約 1/4 インチ（0.6 cm）の位置になっている必要があります。
f) モジュールの前面に到達したときにカチッと音がするまで、モジュールの前面にハンドルを回します（次
の図の 1 を参照）。
モジュールが完全にスロットに挿入され、モジュールの前面が設置済みの別のモジュールの前面と均等
になっている必要があります。モジュールのイジェクト ボタンによって非脱落型ネジをシャーシのネジ
穴に合わせる必要があります。
図 4 : スロットへのスーパーバイザ モジュールの固定
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1

ハンドルをモジュールの前面に完全に回しま
す。

2

非脱落型ネジを 8 インチポンド（0.9 Nm）のト
ルクで締めます。

g) 非脱落型ネジを締めてモジュールをシャーシに固定します（前の図の 2 を参照）。8 インチポンド（0.9
Nm）のトルクでネジを締めます。
h) スーパーバイザ モジュールの LED が点灯し、次のように表示されることを確認します。
• STATUS LED はグリーンです。
• SYSTEM LED はグリーンです。
• ACTIVE LED はオレンジまたはグリーンです。
このモジュールの LED の状態の詳細については、スーパーバイザ モジュールの LEDを参照してくださ
い。
i) MGMT ETH ポートに管理ケーブルを接続します。
MGMT ETH LED はグリーンに点灯するはずです。そうでない場合、LED の状態の詳細について、スー
パーバイザ モジュールの LEDを参照してください。

スーパバイザ 2E モジュール（N77-SUP2E）からスーパバ
イザ 3E モジュール（N77-SUP3E）への移行
スーパバイザ 2E モジュールからスーパバイザ 3E モジュールに移行するには、次の手順を実行し
ます。
始める前に
• スーパバイザ 2E モジュールからスーパバイザ 3E モジュールに移行する前に、次の注意事項
に留意してください。
• この移行プロセスでは、スイッチの電源をオフにする必要があるため、中断が発生しま
す。
• 実稼働環境では、スーパバイザ 2E とスーパバイザ 3E のモジュールを混在させることは
できません。

Step 1

アクティブ スーパバイザ 2E モジュールの usb1 または slot0 USB ポートに USB ドライブを差し込みます。
次に示す手順では、usb1 ポートを使用します。

Step 2

format コマンドを使用してドライブをフォーマットします。
switch(config)# format usb1
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Step 3

copy running-config コマンドを使用して、スイッチのすべての VDC コンフィギュレーションを USB ドラ
イブにコピーします。
switch(config)# copy running-config usb1:configuration_file_name vdc-all

Step 4

copy licenses コマンドを使用して、スイッチにインストールされているライセンスを USB ドライブにバッ
クアップします。
switch(config)# copy licenses usb1:licenses_archive_file_name.tar
（注）

Step 5

アーカイブ ファイルには、tar 拡張子を使用する必要があります。このファイルには、スーパバ
イザ 2E モジュールにインストールされているすべてのライセンス ファイルが含まれます。

copy コマンドを使用して、スーパバイザ 3E バージョンのキックスタート イメージ、システム イメージ、
EPLD イメージ（オプション）を USB ドライブにコピーします。
switch(config)# copy scp://path/n7700-s3-kickstart.8.3.1.bin usb1:
switch(config)# copy scp://path/n7700-s3-dk9.8.3.1.bin usb1:
switch(config)# copy scp://path/n7700-s3-epld.8.3.1.img usb1:
（注）

この例では、Cisco NX-OS リリース 8.3(1) イメージを指定します。これは、Cisco Nexus 7700 シ
リーズ スーパバイザ 3E モジュールのソフトウェア リリースの最小要件です。

注意

スーパバイザ 3E モジュールでは -s3- イメージを使用します。スーパバイザ 3E モジュールで -s2イメージを使用すると、スーパバイザが起動しません。-s2- イメージの例をいくつか次に示しま
す。
• n7700-s2-kickstart.8.0.1.bin
• n7700-s2-kickstart.8.1.1.bin
• n7700-s2-kickstart.8.2.1.bin

Step 6

各電源の電源スイッチを使用して、スイッチへの電源をオフにします。各電源装置の Output LED が消灯
し、すべてのスーパーバイザ モジュールと I/O モジュールの Status LED が消灯します。
注意

Step 7

スーパーバイザ モジュールの取り付けまたは交換 （3 ページ）の説明に従い、スイッチに取り付けられ
ている各スーパバイザ 2E モジュールで、モジュールを取り外してスーパバイザ 3E モジュールと交換しま
す。
注意

Step 8

いずれかのスーパーバイザ モジュールまたは I/O モジュールの Status LED がオン（いずれかの
色）の場合は、これらのモジュールがオフになるまでこの手順を停止します。

スイッチに 2 つのスーパバイザ モジュールがある場合は、両方のスーパバイザが同じ種類である
ことを確認します。スーパバイザ 2E モジュールとスーパバイザ 3E モジュールを混在させないで
ください。

各電源の電源スイッチを使用して、スイッチの電源を入れます。電源装置からスイッチに送電されると、
各電源装置の Output LED がオンになり、最終的にグリーンに点灯します。また、モジュールがオンにな
ると、取り付けられている各スーパーバイザ モジュールの Status LED もオンになります。アクティブにな
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るスーパーバイザの ACTIVE LED はグリーンです（スタンバイ スーパーバイザ モジュールの ACTIVE
LED はオレンジです）。
Step 9

スーパバイザ 2E モジュールから USB ドライブを取り外し (このドライブには、スーパバイザ 2E の設定、
ライセンス、およびソフトウェア イメージがコピーされています)、アクティブなスーパバイザ 3E モジュー
ル (ACTIVE LED がグリーン) の USB ポートに差し込みます。

Step 10

スイッチへのコンソール接続の説明に従って、コンソールをアクティブ スーパーバイザ モジュールに接
続します。

Step 11

スーパーバイザ モジュールの初期設定を設定する場合、初期設定スクリプトによって、安全なパスワード
標準を適用するかどうかが尋ねられます。選択を行った後、パスワードを入力し、次にそのパスワードを
再入力して確認します。
---- System Admin Account Setup ---Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
Enter the password for “admin”:
Enter the password for “admin”:

admin VDC を有効にするように要求された場合には、no と入力します。

Step 12

Do you want to enable admin vdc (yes/no) [no]: no

基本設定を入力するように要求された場合には、no と入力します。

Step 13

---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ---This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.
Please register Cisco Nexus7000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus7000 devices must be registered to receive
entitled support services.
Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): no

ログインするように求められた場合には、ステップ 11 で指定したパスワードとログインを入力します。

Step 14

User Access Verification
switch login:
Password:

show version コマンドを使用して、スイッチが必要なバージョンの NX-OS ソフトウェアを実行しているこ
とを確認します。

Step 15

switch(config)# show version
（注）

NX-OS のバージョンが使用を意図したバージョンと同じではない場合、以前保存したイメージを
usb1 の USB ドライブから bootflash: にコピーし、適切なバージョンへのアップグレードを実行し
ます。詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』
を参照してください。

モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
8

モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
スーパバイザ 2E モジュール（N77-SUP2E）からスーパバイザ 3E モジュール（N77-SUP3E）への移行

Step 16

copy、tar extract、および install license コマンドを使用して、ライセンス ファイルを含む TAR アーカイ
ブを usb1 ドライブから bootflash: にコピーし、アーカイブを解凍して、ライセンスをインストールします。
抽出された各ライセンス ファイルに対して install license コマンドを繰り返します。
switch(config)# copy usb1:licenses_archive_file_name.tar bootflash:
switch(config)# tar extract bootflash:licenses_archive_file_name.tar to bootflash:
switch(config)# install license bootflash:licenses_archive_file_name.lic
（注）

Step 17

tar extract コマンドでは、TAR ファイルが bootflash: または volatile: に存在する必要があります。

show module コマンドを使用して、すべての I/O モジュールがオンラインであること、およびスタンバイ
スーパバイザが ha-standby モードであることを確認します。
switch(config)# show module
switch(config)# show module
Mod Ports Module-Type
--- ----- ----------------------------------9
0
Supervisor module-3
10 0
Supervisor module-3
12 30
100 Gbps Ethernet Module
...

Step 18

Model
Status
------------------ --------------N77-SUP3E
active *
N77-SUP3E
ha-standby
N77-F430CQ-36
ok

copy コマンドを使用して、USB ドライブ内のコンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレー
ションにコピーすることにより、以前に保存した設定を復元します。
switch(config)# copy usb1:configuration_file_name running-config

Step 19

（注）

インポートしたコンフィギュレーション ファイルにファブリック エクステンダ（FEX）の設定が
含まれ、これらのモジュールがまだ起動しない場合は、それに関するエラー メッセージが表示さ
れます。この場合、FEX モジュールがオンラインになってから、FEX コンフィギュレーションを
再実行することを推奨します。show fex コマンドと show interface brief コマンドを使用して、FEX
モジュールおよび関連付けられたサーバに対面するインターフェイスのステータスを確認できま
す。

（注）

スタンバイ スーパーバイザ モジュール ユニットをまだ取り付けていない場合は、この手順の間
に取り付けないでください。代わりに、この手順を完了するまで待ってから、スタンバイ スー
パーバイザ モジュールを取り付けます。

copy running-config startup-config vdc-all コマンドを使用して、設定をスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存します。
switch(config)# copy running-config startup-config vdc-all

モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
9

モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
スーパバイザ 2E モジュール (N77-SUP2E) からスーパバイザ 3E モジュール (N77-SUP3E) への中断のない移行

スーパバイザ 2E モジュール (N77-SUP2E) からスーパバイ
ザ 3E モジュール (N77-SUP3E) への中断のない移行
スーパバイザ 2E モジュール (N77-SUP2E) からスーパバイザ 3E モジュール (N77-SUP3E) への中断
のない移行には、次の制限があります。
• アップグレード中に設定やネットワーク接続を変更しないでください。
• 設定モードが移行手順中にブロックされ、変更を防止します。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用して
いるため、45 分が経過するまで、Control+C を押して移行手順を中断できません。
• 移行手順を開始する前に、最初にダウン状態になっているインターフェイスから QoS ポリ
シーと ACL を削除する必要があります。非アクティブ設定を消去する clear inactive-config qos
コマンドは、ポート チャネルのいずれかのポートに非アクティブ ポリシーがある場合でも、
ポート チャネルポリシーを削除します。
手動によるポリシー削除のガイドライン：
• 手動で削除中に、インターフェイスがポート チャネルの一部である場合は、移行手順を
開始する前に、ポート チャネルからポリシー マップまたはアクセス リストを削除する
か、ポート チャネルからインターフェイスを削除します。
• その他のインターフェイス タイプの場合は、インターフェイスからポリシー マップまた
はアクセス リストを削除します。
• 中断のない移行プロセスを開始するために使用される migrate sup kickstart
<sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドは、グローバル設定モードでのみ
使用できます。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用する
前に、スタンバイ-3E モジュールがスタンバイ スロットに挿入されていないことを確認しま
す。スーパーバイザ-3E がすでにスタンバイ スロットに挿入されている場合は、移行プロセ
スが中断され、スーパーバイザ-3E モジュールの電源がオフになります。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用した
後は、I/O またはファブリック モジュールをリロードしたり、手動で挿入または取り外した
りしないでください。I/O またはファブリック モジュールの取り外しあるいは挿入は、移行
プロセスを開始する前、または移行が完了した後に実行する必要があります。
• 移行中にファブリック エクステンダ (FEX) モジュールを取り外したり、挿入したりしないで
ください。
• システム コンソールのメッセージにより、移行中にスーパーバイザ-3E モジュールを挿入す
るように求められた場合にのみ、シャーシにスタンバイ スーパーバイザ-3E モジュールを挿
入します。
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• 移行プロセス中にスーパーバイザ 3E モジュールを挿入した後は、スタンバイ スーパーバイ
ザ-3E モジュールを取り外したり、手動でリロードしたりしないでください。
• 移行中は、モジュールからいずれのトランシーバも挿入または取り外さないでください。
• 移行プロセス中は、電源モジュールまたはファン モジュールを取り外さないでください。
• 移行中は、copy running-config startup-config コマンドまたは管理セッションから copy
running-config startup-config vdc-all を使用して、設定をコピーしないでください。
• 移行中に EPLD または BIOS のアップグレードをトリガしないでください。
• 移行中に ISSU をトリガしないでください。
• スーパーバイザ-2E からスーパーバイザ-3E への移行中に、ファブリック モジュール 2 から
ファブリック モジュール 3 への移行を実行しないでください。
• 移行手順を開始する前に、ライセンスと設定のバックアップを取得します。スーパーバイザ
-2E でのライセンスと設定の障害または損失が発生した場合は、スーパーバイザ-3E にアップ
グレードするために中断を伴う移行を完了する必要があります。このようなシナリオでは、
すべての設定とライセンスを再度適用するか、またはインストールする必要があります。copy
licenses コマンドを使用して、インストールされているライセンスをスイッチから USB ドラ
イブにバックアップします。スイッチにインストールされている現在のライセンスを表示す
るには、show license コマンドを使用します。
switch#

copy licenses usb1:<licenses_archive_file_name>.tar

• 移行プロセスを開始する前に、シャーシに十分な電力が供給されていることを確認します。
電源障害が発生した場合、冗長電源装置が引き継いで移行が中断されることはありません。
• スーパーバイザ-3E モジュールからのスーパーバイザ-2E モジュールへのダウングレードは、
破壊的な手順です。

スーパバイザ 2E モジュール (N77-SUP2E) からスーパバイザ 3E モジュー
ル (N77-SUP3E) への中断のない移行の前提条件
• この手順でサポートされている最小リリースは Cisco NX-OS ｒリリース 8.4(1). Cisco NX-OS
リリース 8.4(1) より古いイメージを使用している場合、Cisco NX-OS リリース 8.4(1) にアップ
グレードし、スーパーバイザ-2E モジュールからスーパーバイザ-3E モジュールに中断のない
移行お実行します。
• 移行手順を実行するには、コンソール接続を使用することをお勧めします。コンソール接続
がなく、SSH/Telnet 接続を使用している場合は、terminal monitor コマンドを使用して、次の
手順に記載されているすべての syslog を表示します。
• 現在アクティブなスーパーバイザ モジュールから FTP/SFTP/TFTP サーバ、または USB フラッ
シュ ドライブに実行設定をバックアップします。
switch# copy running-config ftp:[//[username[:password]@]server][/path]
or
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モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
スーパバイザ 2E モジュール (N77-SUP2E) からスーパバイザ 3E モジュール (N77-SUP3E) への中断のない移行の前提条件

switch# copy running-config usb1:<runningconfiguration>.txt
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

• 移行手順を開始する前に、最初にダウン状態になっているインターフェイスから QoS ポリ
シーと ACL を削除する必要があります。非アクティブ設定を消去する clear inactive-config qos
コマンドは、ポート チャネルのいずれかのポートに非アクティブ ポリシーがある場合でも、
ポート チャネルポリシーを削除します。
手動によるポリシー削除のガイドライン：
• 手動で削除中に、インターフェイスがポート チャネルの一部である場合は、移行手順を
開始する前に、ポート チャネルからポリシー マップまたはアクセス リストを削除する
か、ポート チャネルからインターフェイスを削除します。
• その他のインターフェイス タイプの場合は、インターフェイスからポリシー マップまた
はアクセス リストを削除します。
• 中断のない移行プロセスを開始するために使用される migrate sup kickstart
<sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドは、グローバル設定モードでのみ
使用できます。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用する
前に、スタンバイ-3E モジュールがスタンバイ スロットに挿入されていないことを確認しま
す。スーパーバイザ-3E がすでにスタンバイ スロットに挿入されている場合は、移行プロセ
スが中断され、スーパーバイザ-3E モジュールの電源がオフになります。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用した
後は、I/O またはファブリック モジュールをリロードしたり、手動で挿入または取り外した
りしないでください。I/O またはファブリック モジュールの取り外しあるいは挿入は、移行
プロセスを開始する前、または移行が完了した後に実行する必要があります。
• 移行中にファブリック エクステンダ (FEX) モジュールを取り外したり、挿入したりしないで
ください。
• システム コンソールのメッセージにより、移行中にスーパーバイザ-3E モジュールを挿入す
るように求められた場合にのみ、シャーシにスタンバイ スーパーバイザ-3E モジュールを挿
入します。
• 移行プロセス中にスーパーバイザ 3E モジュールを挿入した後は、スタンバイ スーパーバイ
ザ-3E モジュールを取り外したり、手動でリロードしたりしないでください。
• 移行中は、モジュールからいずれのトランシーバも挿入または取り外さないでください。
• 移行プロセス中は、電源モジュールまたはファン モジュールを取り外さないでください。
• 移行中は、copy running-config startup-config コマンドまたは管理セッションから copy
running-config startup-config vdc-all を使用して、設定をコピーしないでください。
• 移行中に EPLD または BIOS のアップグレードをトリガしないでください。
• 移行中に ISSU をトリガしないでください。
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• スーパーバイザ-2E からスーパーバイザ-3E への移行中に、ファブリック モジュール 2 から
ファブリック モジュール 3 への移行を実行しないでください。
• 移行手順を開始する前に、ライセンスと設定のバックアップを取得します。スーパーバイザ
-2E でのライセンスと設定の障害または損失が発生した場合は、スーパーバイザ-3E にアップ
グレードするために中断を伴う移行を完了する必要があります。このようなシナリオでは、
すべての設定とライセンスを再度適用するか、またはインストールする必要があります。copy
licenses コマンドを使用して、インストールされているライセンスをスイッチから USB ドラ
イブにバックアップします。スイッチにインストールされている現在のライセンスを表示す
るには、show license コマンドを使用します。
switch#

copy licenses usb1:<licenses_archive_file_name>.tar

• 移行プロセスを開始する前に、シャーシに十分な電力が供給されていることを確認します。
電源障害が発生した場合、冗長電源装置が引き継いで移行が中断されることはありません。
• スーパーバイザ-3E モジュールからのスーパーバイザ-2E モジュールへのダウングレードは、
破壊的な手順です。

ケース 1：デュアル スーパーバイザの移行
アクティブおよびスタンバイの両方のスーパーバイザ モジュールがインストールされているス
イッチで、スーパーバイザ-2E モジュールからスーパーバイザ-3E モジュールへの中断のない移行
を実行するには、次の手順を実行します。
始める前に
この手順でサポートされている最小リリースは Cisco NX-OS ｒリリース 8.4(1). Cisco NX-OS リリー
ス 8.4(1) より古いイメージを使用している場合、Cisco NX-OS リリース 8.4(1) にアップグレード
し、スーパーバイザ-2E モジュールからスーパーバイザ-3E モジュールに中断のない移行お実行し
ます。

Step 1

FTP または TFTP を使用して、Cisco NX-OS リリース 8.4(1) キックスタートおよびシステム イメージをアク
ティブ スーパーバイザ モジュール bootflash にコピーします。
switch# copy tftp://tftpserver.cisco.com/n7700/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin bootflash:n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
switch# copy tftp://tftpserver.cisco.com/n7700/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin bootflash:system n7700-s3-dk9.8.4.1.bin

Step 2

migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用して、中断のない移
行プロセスを開始します。コマンドは、移行プロセスを開始する前にイメージ バージョンの互換性チェック
をトリガして、使用されるイメージがスーパーバイザ-3E モジュールと互換性があるか確認します。
• 移行プロセスを続行するか確認するメッセージがコンソールに表示されます。コンソール プロンプトに
Yes と入力し、移行手順を続行します。
• 現在、設定コマンドがブロックされています。migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system
<sup3-system-image> コマンドは、スイッチにスタンバイ スーパーバイザ 2E モジュールがインストール
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されているかどうかを確認することによって、単一のスーパーバイザまたはデュアル スーパーバイザ移
行プロセスを開始する必要があるかどうかを確認します。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドは、スイッチに取り付
けられているスタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールの電源をオフにします。
• show module コマンドを使用して、スイッチにインストールされているモジュールを表示します。
Sup2E syslogs
switch# show module
Mod Ports Module-Type
--- ----- ----------------------------------1
48
1/10 Gbps Ethernet Module
2
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
3
0
Supervisor Module-2
4
0
Supervisor Module-2
5
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
6
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module

Model
-----------------N77-F348XP-23
N77-F430CQ-36
N77-SUP2E
N77-SUP2E
N77-F430CQ-36
N77-F430CQ-36

Status
---------ok
ok
ha-standby
active*
ok
powered-dn

migrate sup kickstart n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin system n7700-s3dk9.8.4.1.bin
switch(config)#

This will start the Supervisor-2 to Supervisor-3 migration. Configuration will be locked until
migration is complete.
Do you wish to continue (y/n) [n] y
<Thu May 16 01:10:11 2019> Starting migration, Please do not remove any linecards or fabric
cards until migration is complete
<Thu May 16 01:10:11 2019> Standby supervisor in slot 3 has been powered down

スタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールの電源をオフにした後、スロットからスタンバイ スーパーバイザ
-2E モジュールを取り外し、それをスーパーバイザ-3E モジュールに交換します (「スーパーバイザ モジュー
ルの取り付けまたは交換」の項を参照)。スタンバイ スーパーバイザ スロットで、スーパーバイザ-3E モ
ジュールが検出されると、ネットブートは migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system
<sup3-system-image> コマンドを使用して提供されたイメージで開始されます。

Step 3

（注）

• スイッチからスーパーバイザ-2E モジュールを取り外した後、migrate sup kickstart
<sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用してから 30 分以内に、ス
イッチに交換用スーパーバイザ-3E モジュールを挿入する必要があります。このコマンドを使
用してから 30 分以内にスーパーバイザ-3E モジュールを挿入していない場合は移行が中断さ
れ、移行プロセスを再起動するためにコマンドを再度使用する必要があります。
• スーパーバイザ-3E モジュールがスロットに挿入された後、45 分のタイムアウトがスーパーバ
イザ-3E モジュールにトリガされ、電源がオンになりオンラインになります。最初の試行時に
スーパーバイザ-3E モジュールを電源オンにできずオンラインにならない場合、再試行が 15 分
ごとに開始されます。3 回の再試行後または 45 分後に、スーパーバイザ-3E モジュールがオン
ラインにならない場合は、migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image>
コマンドを使用して、スーパーバイザ 3E モジュールを削除し、移行プロセスを再開する必要
があります。

Sup2E syslogs
2019 Apr 23 22:36:35 Switch %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down
(Serial number JAE21360CHS)
<Thu May 16 01:10:11 2019> Manual-boot is enabled for Standby Supervisor
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<Thu May 16 01:10:11 2019> Please remove Supervisor-2 (N77-SUP2E) module from slot 3
and insert Supervisor-3 (N77-SUP3E) module within 30 minutes

Step 4

スーパーバイザ-3E モジュールが HA スタンバイ モードで起動するまで待機します。新しいスーパーバイザ
-3E モジュールがスイッチによって検出された後、スーパーバイザ-3E モジュールがオンラインになるまで
最大 15 分かかる場合があります。
Sup2E syslogs
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Supervisor-3 is detected in slot 4
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Reloading standby. This might take upto 15 minutes.
Please wait ...
2019 May 16 01:10:19 Switch-m3 %$ VDC-3 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 3 detected
(Serial number :unavailable) Module-Type Supervisor Module-3 Model :unavailable
<Thu May 16 01:10:21 2019> Supervisor-3 (N77-SUP3E) is detected in slot 3
<Thu May 16 01:10:21 2019> Reloading standby. This might take up to 15 minutes. Please wait
2019 May 16 01:10:21 Switch %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_STANDBY_MODULE_RESET_MIGRATION:
Reloading Standby Supervisor as part of Supervisor migration
<Thu May 16 01:12:21 2019> Standby supervisor not yet online. This might take sometime,
Please wait ...
2019 May 16 01:36:18 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-SSE: MOD:3 SUP ONLINE

Sup3E syslogs
System is coming up ... Please wait ... System is
coming up ... Please wait ...
Switch(standby) login: 2019May 16 01:32:56 Switch %$ VDC-1 %$ %USBHSD-2-MOUNT:
logflash: online
adminbackup
Switch(standby)# 2019May 16 01:35:37 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-REG: Sent
2019May 16 01:35:54 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-SSE: LC_READY sent
2019May 16 01:36:18 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-SSE: MOD:3 SUP ONLINE

Step 5

スーパーバイザ-3E モジュールがオンラインになった後、設定がスーパーバイザ 3E モジュールにコピーさ
れます。
Sup2E syslogs
<Thu May 16 01:36:43 2019> Standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) has come online, configs
will be copied
<Thu May 16 01:36:43 2019> Saving configuration now. Please wait ...
[########################################] 100%
Copy complete.
/mnt/plog/migration_cli.log: 3.35 kB 85.81 kB/s

Step 6

システム スイッチオーバーが開始されます。このプロセスは、HA スタンバイ モードからアクティブ モー
ドにスーパーバイザ-3E モジュールを移動します。SSH/telnet セッションがスイッチオーバー中に接続解除
されます。SSH/telnet セッションに再度接続する必要があります。また、コンソール リンクと管理リンクが
新しく挿入されたスーパーバイザ-3E モジュールに接続されます。
Sup2E syslogs
<Thu May 16 01:37:26 2019> Supervisor-2 (N77-SUP2E) will switchover to
Supervisor-3 (N77-SUP3E) now
<Thu May 16 01:37:26 2019> Switchover is successful, Supervisor-3 (N77-SUP3E)
is now active
Switch(config)#
User Access Verification
Switch login:

Sup3E syslogs
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Switch(standby)# 2019May 16 01:37:26 Switch %$ VDC-1 %$ %KERN-2-SYSTEM_MSG: [
553.259393] Switchover started by redundancy driver - kernel
2019May 16 01:37:26 Switch %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This
supervisor is becoming active (pre-start phase).
2019May 16 01:37:27 Switch %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover
completed.

スーパーバイザ-3E モジュールへのスイッチオーバーが完了後、木津パラメータがスーパーバイザ移行プロ
セスに設定されます。起動パラメータが設定されるまで、設定パラメータを設定しないでください。起動パ
ラメータが設定された後、移行プロセスが完了します。show boot コマンドを使用して、現在の起動変数と
show moduleコマンドを表示し、スイッチにインストールされているモジュールを表示します。

Step 7

Sup3E syslogs
2019May 16 01:37:39 Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2-SUP3_MIGRATION_CONFIG_STARTED:
Setting boot parameters for supervisor migration process, it might take some
time. Please do not replace Supervisor-2 (N77-SUP2E) in standby slot with
Supervisor-3 (N77-SUP3E) and set any config parameters until migration is
complete.
Switch# 2019Apr 23 00:18:53 Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2-SUP3_MIGRATION_
COMPLETE: Migration process is complete now. Supervisor-2 (N77-SUP2E) in standby
slot can now be replaced with Supervisor-3 (N77-SUP3E).
Switch# show boot
Current Boot Variables:
sup-1
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
system variable = bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
sup-2
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
system variable = bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
Boot Variables on next reload:
sup-1
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
system variable = bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
sup-2
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
system variable = bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2019, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
Switch# show module
Mod Ports Module-Type
Model
Status
--- ----- ----------------------------------- ------------------ ---------1
48
1/10 Gbps Ethernet Module
N77-F348XP-23
ok
2
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
N77-F430CQ-36
ok
3
0
Supervisor Module-3
N77-SUP3E
active*
4
0
Supervisor Module-2
N77-SUP2E
powered-dn
5
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
N77-F430CQ-36
ok
6
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
N77-F430CQ-36
ok
Mod Power-Status
Reason
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--3

------------powered-dn

--------------------Reset (powered-down) because of incompatible configuration

スーパーバイザ-3E モジュールがアクティブ モードに移動した後、スーパーバイザ-2E モジュールからスー
パーバイザ-3E モジュールへの中断のない移行が完了します。コンソール メッセージ
SUP3_MIGRATION_COMPLETE が表示されます。
Step 8

これで、他のスーパーバイザ-2E モジュールの電源をオフにして取り外し、それをスーパーバイザ-3E モ
ジュールに置き換えることができます。このスーパーバイザ-3E モジュールは、HA スタンバイ モードで起
動します。

ケース 2：単一スーパーバイザの移行
アクティブなスーパーバイザモジュールのみが取り付けられていて、スタンバイスーパーバイザ
モジュールがないスイッチで、スーパーバイザ-2E モジュールからスーパーバイザ-3E モジュール
への中断のない移行を実行するには、次の手順を実行します。

Step 1

FTP または TFTP を使用して、Cisco NX-OS リリース 8.4(1) キックスタートおよびシステム イメージをアク
ティブ スーパーバイザ モジュール bootflash にコピーします。
switch# copy tftp://tftpserver.cisco.com/n7700/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin bootflash:n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
switch# copy tftp://tftpserver.cisco.com/n7700/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin bootflash:system n7700-s3-dk9.8.4.1.bin

Step 2

migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用して、中断のない移
行プロセスを開始します。コマンドは、移行プロセスを開始する前にイメージ バージョンの互換性チェック
をトリガして、使用されるイメージがスーパーバイザ-3E モジュールと互換性があるか確認します。
• 移行プロセスを続行するか確認するメッセージがコンソールに表示されます。コンソール プロンプトに
Yes と入力し、移行手順を続行します。
• 現在、設定コマンドがブロックされています。
• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドは、スイッチにスタン
バイ スーパーバイザ 2E モジュールがインストールされているかどうかを確認することによって、単一
のスーパーバイザまたはデュアル スーパーバイザ移行プロセスを開始する必要があるかどうかを確認し
ます。この手順では、スイッチにスタンバイ スーパーバイザ モジュールはありません。
• show module コマンドを使用して、スイッチにインストールされているモジュールを表示します。
Sup2E syslogs
switch# show module
Mod Ports Module-Type
--- ----- ----------------------------------1
48
1/10 Gbps Ethernet Module
2
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
4
0
Supervisor Module-2
5
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
6
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module

Model
-----------------N77-F348XP-23
N77-F430CQ-36
N77-SUP2E
N77-F430CQ-36
N77-F430CQ-36

Status
---------ok
ok
active*
ok
ok
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migrate sup kickstart n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin system n7700-s3dk9.8.4.1.bin
switch(config)#

<Thu May 16 01:10:09 2019> Standby Supervisor-2 is not present in slot 3, continuing
with migration ...
<Thu May 16 01:10:09 2019> This will start the Supervisor-2 to Supervisor-3
migration. Configuration will be locked until migration is complete.
Do you wish to continue (y/n) [n] y
<Thu May 16 01:10:09 2019> Starting migration, Please do not remove any linecards
or fabric cards until migration is complete

「スーパーバイザ モジュールの取り付けまたは交換」の項で説明されているように、他のスイッチのスー
パーバイザ用スロットにスーパーバイザ-3E モジュールを挿入します。スタンバイ スーパーバイザ スロット
で、スーパーバイザ-3E モジュールが検出されると、ネットブートは migrate sup kickstart
<sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用して提供されたイメージで開始されます。

Step 3

（注）

• migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用してか
ら 30 分以内に、スイッチにスーパーバイザ-3E モジュールを挿入する必要があります。このコ
マンドを使用してから 30 分以内にスーパーバイザ-3E モジュールを挿入していない場合は移行
が中断され、移行プロセスを再起動するためにコマンドを再度使用する必要があります。
• スーパーバイザ-3E モジュールがスロットに挿入された後、45 分のタイムアウトがスーパーバ
イザ-3E モジュールにトリガされ、電源がオンになりオンラインになります。最初の試行時に
スーパーバイザ-3E モジュールを電源オンにできずオンラインにならない場合、再試行が 15 分
ごとに開始されます。3 回の再試行後または 45 分後に、スーパーバイザ-3E モジュールがオン
ラインにならない場合は、migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image>
コマンドを使用して、スーパーバイザ 3E モジュールを削除し、移行プロセスを再開する必要
があります。

Sup2E syslogs
<Thu May 16 01:10:11 2019> Manual-boot is enabled for Standby Supervisor
<Thu May 16 01:10:09 2019> Please insert Supervisor-3 (N77-SUP3E) in slot number : 3 within 30 minutes

スーパーバイザ 3E モジュールが HA スタンバイ モードで起動するまで待機します。新しいスーパーバイザ
-3E モジュールがスイッチによって検出された後、スーパーバイザ-3E モジュールがオンラインになるまで
最大 15 分かかる場合があります。

Step 4

Sup2E syslogs
2019 May 16 01:10:19 Switch-m3 %$ VDC-3 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 3 detected
(Serial number :unavailable) Module-Type Supervisor Module-3 Model :unavailable 2019
May 16 01:10:19 Switch %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MODULE_EJECTOR_POLICY_ENABLED:
All Ejectors closed for module 3. Ejector based shutdown enabled
2019 May 16 01:10:19 Switch %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 3 detected
(Serial number :unavailable) Module-Type Supervisor Module-3 Model :unavailable
<Thu May 16 01:10:21 2019> Supervisor-3 (N77-SUP3E) is detected in slot 3
<Thu May 16 01:10:21 2019> Reloading standby. This might take up to 15 minutes.
Please wait ...

Sup3E syslogs
System is coming up ... Please wait ...
System is coming up ... Please wait ...
Switch(standby) login: 2019May 16 01:32:56 Switch %$ VDC-1 %$ %USBHSD-2-MOUNT:
logflash: online
adminbackup
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Switch(standby)# 2019May 16 01:35:37 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-REG: Sent
2019May 16 01:35:54 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-SSE: LC_READY sent
2019May 16 01:36:18 Switch %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-SSE: MOD:3 SUP ONLINE

Step 5

スーパーバイザ-3E モジュールがオンラインになった後、設定がスーパーバイザ 3E モジュールにコピーさ
れます。
Sup2E syslogs
<Thu May 16 01:36:43 2019> Standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) has come online, configs
will be copied
<Thu May 16 01:36:43 2019> Saving configuration now. Please wait ...
[########################################] 100%
Copy complete.
/mnt/plog/migration_cli.log: 3.35 kB 85.81 kB/s

Step 6

システム スイッチオーバーが開始されます。このプロセスは、HA スタンバイ モードからアクティブ モー
ドにスーパーバイザ-3E モジュールを移動します。SSH/telnet セッションがスイッチオーバー中に接続解除
されます。SSH/telnet セッションに再度接続する必要があります。また、コンソール リンクと管理リンクが
新しく挿入されたスーパーバイザ-3E モジュールに接続されます。
Sup2E syslogs
<Thu May 16 01:37:26 2019> Supervisor-2 (N77-SUP2E) will switchover to Supervisor-3
(N77-SUP3E) now
<Thu May 16 01:37:26 2019> Switchover is successful, Supervisor-3 (N77-SUP3E) is
now active
Switch(config)#
User Access Verification
Switch login:

Sup3E syslogs
Switch(standby)# 2019May 16 01:37:26 Switch %$ VDC-1 %$ %KERN-2-SYSTEM_MSG: [
553.259393] Switchover started by redundancy driver - kernel
2019May 16 01:37:26 Switch %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This
supervisor is becoming active (pre-start phase).
2019May 16 01:37:26 Switch %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: Supervisor 3 is
becoming active.
2019May 16 01:37:27 Switch %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover
completed.

Step 7

スーパーバイザ-3E モジュールへのスイッチオーバーが完了後、木津パラメータがスーパーバイザ移行プロ
セスに設定されます。起動パラメータが設定されるまで、設定パラメータを設定しないでください。起動パ
ラメータが設定された後、移行プロセスが完了します。After the boot parameters are set, the migration process is
complete.show boot コマンドを使用して、現在の起動変数を表示し、show module コマンドではスイッチに
インストールされているモジュールを表示します。
Sup3E syslogs
2019May 16 01:37:39 Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2-SUP3_MIGRATION_CONFIG_STARTED:
Setting boot parameters for supervisor migration process, it might take some time.
Please do not replace Supervisor-2 (N77-SUP2E) in standby slot with Supervisor-3
(N77-SUP3E) and set any config parameters until migration is complete.
Switch# 2019Apr 23 00:18:53 Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2-SUP3_MIGRATION_
COMPLETE: Migration process is complete now. Supervisor-2 (N77-SUP2E) in standby slot
can now be replaced with Supervisor-3 (N77-SUP3E).
Switch# show boot
Current Boot Variables:
sup-1
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin system variable =
bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
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Boot POAP Disabled sup-2
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin system variable =
bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
Boot Variables on next reload:
sup-1
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
system variable = bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
sup-2
kickstart variable = bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.bin
system variable = bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.bin
Boot POAP Disabled
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2019, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
Switch# show module
Mod Ports Module-Type
Model
Status
--- ----- ----------------------------------- ------------------ ---------1
48
1/10 Gbps Ethernet Module
N77-F348XP-23
ok
2
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
N77-F430CQ-36
ok
3
0
Supervisor Module-3
N77-SUP3E
active*
4
0
Supervisor Module-2
N77-SUP2E
powered-dn
5
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
N77-F430CQ-36
ok
6
30
10/25/40/100 Gbps Ethernet Module
N77-F430CQ-36
ok
Mod Power-Status
Reason
--- ------------- --------------------3
powered-dn
Reset (powered-down) because of incompatible configuration

スーパーバイザ-3E モジュールがアクティブ モードに移動した後、スーパーバイザ-2E モジュールからスー
パーバイザ-3E モジュールへの中断のない移行が完了します。コンソール メッセージ
SUP3_MIGRATION_COMPLETE が表示されます。

移行ステータスの表示
移行のステータスを表示するには、任意の管理セッションで show logging onboard migration status
コマンドを使用します。移行中または移行の完了後にこのコマンドを使用できます。
このコマンドが supervisor-3E モジュールで使用されている場合の例となる出力は、次の通りです。
この出力には、supervisor-3E および supervisor-2E ログの両方があります。
switch# show logging onboard migration status
<Sat May 25 01:58:22 2019> ===============================================
<Sat May 25 01:58:22 2019> Starting Supervisor-3 (N77-SUP3E) migration logging
<Sat May 25 01:58:22 2019> ===============================================
<Sat May 25 01:58:22 2019> Migrate file is created
<Sat May 25 01:58:22 2019> Migration in progress, scratchpad register : 0xfe
and boot_type : 1
<Sat May 25 01:58:22 2019> Written 0xed post migration file creation
<Sat May 25 01:58:22 2019> Post write, read scratchpad_b register 0xed
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<Sat May 25 02:05:00 2019> Copying the everland migration log from tmp to plog
succeeded
<Sat May 25 02:05:14 2019> bootvar_handle_mts_msg: migration in progress - 1
<Sat May 25 02:05:14 2019>
bootvar_copy_cfg_for_migration:sup_migration_procjob_hdl : 0
<Sat May 25 02:05:14 2019> bootvar_copy_cfg_for_migration:forking procjob for
copy r s
<Sat May 25 02:05:15 2019> Standby arbiter link of F4 card in slot 6 has been
changed to 12G
<Sat May 25 02:05:15 2019> Standby arbiter link is currently 12G for F4
module : 6
<Sat May 25 02:05:15 2019> bootvar_copy_cfg_proc: sup migration configuration
started
<Sat May 25 02:05:15 2019> bootvar_copy_cfg_proc:isan_img :bootflash:/n7700s3-dk9.8.4.1.gbin ks_img :bootflash:/n7700-s3-kickstart.8.4.1.gbin
<Sat May 25 02:05:18 2019> bootvar_copy_cfg_proc: Kickstart cfg - /isan/bin/
vsh -c "configure terminal ; boot kickstart bootflash:/n7700-s3kickstart.8.4.1.gbin "
<Sat May 25 02:05:23 2019> bootvar_copy_cfg_proc: System cfg - /isan/bin/vsh c "configure terminal ; boot system bootflash:/n7700-s3-dk9.8.4.1.gbin " <Sat
May 25 02:09:03 2019> bootvar_copy_cfg_proc:command for copy r s /isan/bin/vsh -c "copy running-config startup-config vdc-all"
<Sat May 25 02:09:18 2019> procjobcb_job_done: Controller PID : 14342,
sup_migration_procjob_hdl : 14342
<Sat May 25 02:09:18 2019> procjobcb_job_done: sup2_sup3_migration in progress
<Sat May 25 02:09:18 2019> procjobcb_job_done:bootvar config successfully
updated after migration
<Sat May 25 02:09:18 2019> procjobcb_job_done:created migration file
sup2_sup3_migration_standby
<Sat May 25 02:23:28 2019> Read scratchpad_b register 0x96
<Sat May 25 02:31:14 2019> bootvar_handle_mts_msg: migration in progress - 0
<Sat May 25 02:31:30 2019> bootvar_handle_mts_msg: migration in progress - 0
<Sat May 25 02:31:50 2019> bootvar_handle_mts_msg: migration in progress - 0
<Sat May 25 01:55:07 2019> ===============================================
<Sat May 25 01:55:07 2019> Starting Supervisor-2 (N77-SUP2E) migration logging
<Sat May 25 01:55:07 2019> ===============================================
<Sat May 25 01:55:07 2019> System redundancy status data is dumped
successfully <Sat May 25 01:55:07 2019> Active EOBC link is used, continue
migration
<Sat May 25 01:55:07 2019> Deleted EOBC file
/nxos/tmp/eobc_redundant_link_migration.txt successfully
<Sat May 25 01:55:07 2019> Kickstart image file is /bootflash/k3_fin
<Sat May 25 01:55:07 2019> System image file is /bootflash/s3_fin
<Sat May 25 01:55:07 2019> Standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) is not preinserted
before starting migration
<Sat May 25 01:55:08 2019> Migration is started by the user
<Sat May 25 01:55:08 2019> system standby manual-boot is invoked and waiting
for Supervisor-3 (N77-SUP3E) to get inserted
<Sat May 25 01:55:08 2019> Migrate file is created
<Sat May 25 01:55:08 2019> Migrate file is created at tftp location
<Sat May 25 01:55:08 2019> F4 arbiter link for standby SUP is : 24
<Sat May 25 01:55:09 2019> Standby arbiter link of F4 card in slot 6 has been
changed to 12G
Viewing Migration Status
<Sat May 25 01:55:09 2019> Standby arbiter link is currently 12G for F4
module : 6
<Sat May 25 01:55:09 2019> Count : 1, Reloading standby
<Sat May 25 01:55:09 2019> subop: 21 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:09 2019> subop: 21 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:09 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 01:55:09 2019> Waiting for standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) to
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come online
<Sat May 25 01:55:27 2019> subop: 20 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:27 2019> subop: 20 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:27 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 01:55:28 2019> subop: 21 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:28 2019> subop: 21 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:28 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 02:02:04 2019> subop: 20 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 02:02:04 2019> subop: 20 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 02:02:04 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 02:04:09 2019> Standby has come online !!!
<Sat May 25 02:04:30 2019> ALL_AUTOGRANTS set to 1
<Sat May 25 02:04:30 2019> Standbyfabricloopback test succeeded
<Sat May 25 02:04:30 2019> Standby ready for Switchover, deleting
'/nxos/tmp/migration_log.txt'
<Sat May 25 02:04:30 2019> Saving configuration now
<Sat May 25 02:04:59 2019> Deletion of migration file is successful in
Supervisor-2 (N77-SUP2E)
<Sat May 25 02:04:59 2019> Deletion of tftp migration file is successful in
Supervisor-2 (N77-SUP2E)
<Sat May 25 02:04:59 2019> Copying log file to Standby....
<Sat May 25 02:04:59 2019> Command executed for transferring logfile to other
SUP - ncftpput -u ftpuser -p nbv123 127.1.1.3 /nxos/tmp/
/mnt/plog/migration.log

このコマンドが supervisor-2E モジュールで使用されている場合の例となる出力は、次の通りです。
この出力には、supervisor-2E ログのみが含まれています。
switch# show logging onboard migration status
<Sat May 25 01:55:07 2019> ===============================================
<Sat May 25 01:55:07 2019> Starting Supervisor-2 (N77-SUP2E) migration logging
<Sat May 25 01:55:07 2019> ===============================================
<Sat May 25 01:55:07 2019> System redundancy status data is dumped
successfully <Sat May 25 01:55:07 2019> Active EOBC link is used, continue
migration
<Sat May 25 01:55:07 2019> Deleted EOBC file
/nxos/tmp/eobc_redundant_link_migration.txt successfully
<Sat May 25 01:55:07 2019> Kickstart image file is /bootflash/k3_fin
<Sat May 25 01:55:07 2019> System image file is /bootflash/s3_fin
<Sat May 25 01:55:07 2019> Standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) is not pre-inserted
before starting migration
<Sat May 25 01:55:08 2019> Migration is started by the user
<Sat May 25 01:55:08 2019> system standby manual-boot is invoked and waiting
for Supervisor-3 (N77-SUP3E) to get inserted
<Sat May 25 01:55:08 2019> Migrate file is created
<Sat May 25 01:55:08 2019> Migrate file is created at tftp location
<Sat May 25 01:55:08 2019> F4 arbiter link for standby SUP is : 24
<Sat May 25 01:55:09 2019> Standby arbiter link of F4 card in slot 6 has been
changed to 12G
<Sat May 25 01:55:09 2019> Standby arbiter link is currently 12G for F4
module : 6
<Sat May 25 01:55:09 2019> Count : 1, Reloading standby
<Sat May 25 01:55:09 2019> subop: 21 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:09 2019> subop: 21 Power-management read for migration for

モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
22

モジュール、ファン トレイ、および電源モジュールの取り付けまたは交換
トラブルシューティング

module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:09 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 01:55:09 2019> Waiting for standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) to come
online
<Sat May 25 01:55:27 2019> subop: 20 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:27 2019> subop: 20 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:27 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 01:55:28 2019> subop: 21 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:28 2019> subop: 21 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 01:55:28 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 02:02:04 2019> subop: 20 Power-management write for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 02:02:04 2019> subop: 20 Power-management read for migration for
module 3 SUCCESS
<Sat May 25 02:02:04 2019> Power-management written value : 0xfe, read_value:
0xfe
<Sat May 25 02:04:09 2019> Standby has come online !!!
<Sat May 25 02:04:30 2019> ALL_AUTOGRANTS set to 1
<Sat May 25 02:04:30 2019> Standbyfabricloopback test succeeded
<Sat May 25 02:04:30 2019> Standby ready for Switchover, deleting
'/nxos/tmp/migration_log.txt'
<Sat May 25 02:04:30 2019> Saving configuration now
<Sat May 25 02:04:59 2019> Deletion of migration file is successful in
Supervisor-2 (N77-SUP2E)
<Sat May 25 02:04:59 2019> Deletion of tftp migration file is successful in
Supervisor-2 (N77-SUP2E)
<Sat May 25 02:04:59 2019> Copying log file to Standby....
<Sat May 25 02:04:59 2019> Command executed for transferring logfile to other
SUP - ncftpput -u ftpuser -p nbv123 127.1.1.3 /nxos/tmp/
/mnt/plog/migration.log

トラブルシューティング
このセクションでは、移行中にコンソールに表示される可能性のあるエラー メッセージと、実行
する推奨処置を示します。
• Problem
キックスタートまたはシステム イメージは、アクティブ スーパーバイザ-3E モジュールのブー
トフラッシュには存在しません。次の syslog メッセージが表示されます。
switch# <Tue Apr 30 10:02:47 2019> Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2SUP3_MIGRATION_IMAGE_DOES_NOT_EXIST: <Kickstart/System> image doesn't exist on
bootflash of the active Supervisor-3. Please clear some space in bootflash, copy
the Supervisor-3 images manually, set the boot variables and save configs before
replacing Standby Supervisor-2

Action to be performed
上記の移行手順の手順 1 に示されているように、ブートフラッシュの領域をクリアし、次に
スーパーバイザ-3E モジュール イメージを手動でコピーします。スタンバイ スーパーバイザ
-2E モジュールを置換する前に、ブート変数を設定し、設定を保存します。移行が完了した後
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にアクティブになったときに、アクティブ スーパーバイザ-3E モジュールで boot kickstart
<kickstart_image> および boot system <system_image> を使用します。
• Problem
新しく挿入されたスーパーバイザ-3E モジュールは、アクティブ スーパーバイザとして引き
継ぐことはできません。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Supervisor-3 (N77-SUP3E) cannot take over as
active Supervisor ...

Action to be performed
スイッチによる次の再試行が行われるのを待ってから、スーパーバイザ-3E モジュールを起動
します。
• Problem
移行ログ記録ファイルは、すでにスーパーバイザ-2E モジュールに存在しています。次の
syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> WARNING!!! Migration logging file already exists in
Supervisor-2 (N77-SUP2E), continuing migration ...

Action to be performed
なし。この show logging onboard migration status コマンドは、移行の進行状況をモニタする
ために使用されます。移行プロセスに影響はありません。
• Problem
設定の変更を防止するためにセットされた設定ロックをリリースできません。次の syslog メッ
セージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to release config lock before switching over
to Supervisor-3 (N77-SUP3E), aborting migration …

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
スイッチは内部エラーのため、移行ログ記録を開始できません。次の syslog メッセージが表
示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> WARNING!!! Migration logging cannot be done due to Internal
Error, continuing migration ...

Action to be performed
なし。この show logging onboard migration status コマンドは、移行の進行状況をモニタする
ために使用されます。移行プロセスに影響はありません。
• Problem
ファイルの権限が不足しているため、スイッチは移行のログ記録を開始できません。次の
syslog メッセージが表示されます。
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<Tue Apr 30 10:02:47 2019> WARNING!!! Migration logging cannot be done due to
file permission error, continuing migration ...

Action to be performed
なし。この show logging onboard migration status コマンドは、移行の進行状況をモニタする
ために使用されます。このエラー メッセージは、適切なファイル権限が提供されていない場
合に表示されます。
• Problem
アクティブ スーパーバイザ-2E モジュールは、プライマリ EOBC リンクではなく、冗長セカ
ンダリ EOBC リンクを使用しています。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Active Supervisor-2 (N77-SUP2E) is using
Redundant EOBC link, this indicates some problem with Primary EOBC link,
aborting migration ...

Action to be performed
アクティブ スーパーバイザ-2E モジュールを別のスーパーバイザ-2E モジュールに置換しま
す。
• Problem
キックスタート イメージまたはシステム イメージからイメージ ヘッダーを抽出できません。
次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Image header extraction failed for
Kickstart image <kickstart_image> of Supervisor-3 (N77-SUP3E), aborting
migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Image header extraction failed for System
image <system_image> of Supervisor-3 (N77-SUP3E), aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
キックスタートまたはシステム イメージの情報を取得できません。次の syslog が表示されま
す。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to get Kickstart image info,
aborting migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to get System image info, aborting
migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
指定されたキックスタートまたはシステム イメージは、スーパーバイザ-3E モジュールの有
効なイメージではありません。次の syslog メッセージが表示されます。
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<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Kickstart image provided '<kickstart_image>'
is not a valid Supervisor-3 (N77-SUP3E) image, aborting migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! System image provided '<system_image>' is
not a valid Supervisor-3 (N77-SUP3E) image, aborting migration ...

Action to be performed
有効なスーパーバイザ-3E イメージを使用して、migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image>
system <sup3-system-image> コマンドを再度使用します。
• Problem
提供されるスーパーバイザ-3E キックスタートおよびシステム イメージのリリース バージョ
ンは、既存のスーパーバイザ-2E キックスタートおよびシステム イメージと同じではありま
せん。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Running kickstart version :
<running_version>,
version of kickstart image provided : <Supervisor-3_image_version>
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Version of kickstart image provided
('<sup3_image_version>’) does not match running version, aborting migration
...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Running System version:
<running_version>, version of system image provided : <Supervisor3_image_version>
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Version of system image provided
('<sup3_image_version>’) does not match running version, aborting migration
...

Action to be performed
イメージ バージョンを確認します。提供されるスーパーバイザ-3E キックスタートおよびシ
ステム イメージのリリース バージョンは、既存のスーパーバイザ-2E キックスタートおよび
システム イメージと同じである必要があります。
• Problem
シャーシ情報を取得できません。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Chassis information retrieve failed,
aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
スーパーバイザ モジュールのスロット番号を取得できません。次の syslog メッセージが表示
されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Supervisor slot information retrieve
failed, aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
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• Problem
スタンバイ スーパーバイザ モジュールのスロット番号を取得できません。次の syslog メッ
セージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Standby Supervisor slot information
retrieve failed, aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
Cisco Nexus 7702 スイッチは、スーパーバイザ-2E モジュールからスーパーバイザ-3E モジュー
ルへの中断のない移行をサポートしていません。Cisco Nexus 7702 スイッチで migrate sup
kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドが使用されている場合、
次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Migration is not supported in N7702
chassis, aborting migration ...

Action to be performed
なし。migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドは、
Cisco Nexus 7702 スイッチではサポートされていません。
• Problem
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドは、保存さ
れたスーパーバイザ 2E イメージ リンクを読み取ることができない場合、移行プロセスは失
敗します。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Kickstart image link for Active
Supervisor-2 (N77-SUP2E) could not be found, aborting migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Please set the boot parameters using 'boot kickstart
<kickstart_image>' and 'boot system <system_image>'
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! System image link for Active Supervisor-2
(N77- SUP2E) could not be found, aborting migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Please set the boot parameters using 'boot kickstart
<kickstart_image>' and 'boot system <system_image>'

Action to be performed
スタンバイ スーパーバイザ 2E モジュールを再挿入する前に、 boot kickstart <kickstart_image>
command and the boot system <system_image> コマンドをを使用して、スーパーバイザ-2E イ
メージ リンクを設定します。
• Problem
移行手順を開始する前に、スタンバイ スロットにはすでにスーパーバイザ-3E モジュールが
存在しています。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Supervisor-3 is already inserted in standby
slot <slot_number> before starting migration. Please remove Standby supervisor
and start single Supervisor migration, aborting migration ...
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Action to be performed
スタンバイ スーパーバイザ-3E モジュールを取り外し、移行プロセスを再度開始します。
• Problem
VDC 情報を取得できません。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to retrieve vdc information,
aborting migration ...

Action to be performed
移行手順を再起動します。
• Problem
スタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールは HA スタンバイ状態です。次の syslog メッセー
ジが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Standby Supervisor-2 (N77-SUP2E) is not yet
in ha-standby state, aborting migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Please wait for Standby supervisor in slot
<slot_number> to become ha-standby or physically remove standby and start
migration

Action to be performed
スタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールが HA スタンバイ状態になるまで待つか、または
スタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールを削除するまで待ち、移行を実行します。
• Problem
デュアル スーパーバイザ移行で問題が発生する場合、 out-of-service <slot-number> コマンド
を使用してスタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールの電源をオフにします。このコマンド
を使用した後にスタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールの電源がオフにならない場合は、
次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to power down Standby Supervisor-2
in slot <slot_number>, aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
設定をロックできません。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to lock config, aborting migration
...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
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スーパーバイザ-3E モジュールを挿入する前に自動起動が無効になっていない場合は、次の
syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Standby Supervisor config failed,
aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
スーパーバイザ-2Eモジュールの電源をオフにすると、スイッチはスーパーバイザ-2Eモジュー
ルが削除されたスロットにモジュールが存在するかどうかを確認します。このチェックは、
スーパーバイザ-2E モジュールが削除されてから 30 分ごとに行われます。このチェックで、
スーパーバイザ モジュールを検出できなかった場合、次の syslog メッセージが表示されま
す。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Module information retrieve failed

Action to be performed
なし。移行プロセスに影響はありません。
• Problem
スーパーバイザ-3E モジュールの代わりに挿入されたスーパーバイザ-2E モジュール。次の
syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Supervisor-2 (N77-SUP2E) is inserted in slot
<slot_number> instead of Supervisor-3 (N77-SUP3E), aborting migration ...

Action to be performed
新しく挿入したスーパーバイザ モジュールが、スーパーバイザ-3E モジュールであることを
確認します。
• Problem
スーパーバイザ-2E モジュールの電源がオフになってから 30 分以内に、スーパーバイザ-3E
モジュールがスタンバイ スロットに挿入されない場合は、次の syslog メッセージが表示され
ます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Timeout waiting for Supervisor-3 (N77-SUP3E)
to be inserted in slot <slot_number>, aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドをもう一度
使用して、スーパーバイザ-2E モジュールの電源がオフになった後 30 分以内に、スーパーバ
イザ-3E モジュールがスタンバイ スロットに挿入されていることを確認します。
• Problem
スーパーバイザ-3E モジュール イメージのイメージ リンクを作成できません。次の syslog
メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Supervisor-3 (N77-SUP3E) image links could
not be created for Standby Supervisor-3 bootup, aborting migration ...
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Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
スーパーバイザ-3E モジュールが検出されると、F4-シリーズ I/O モジュールのアビエーター
リンクが 12G に変更されます。これは、スーパーバイザ-3E モジュールが、スーパーバイザ
-2E モジュールの 4G と比較して 12G の速度をサポートしているためです。この変更は、ス
イッチに存在するすべての F4-シリーズ I/O モジュールに対して実行する必要があります。F4シリーズ I/O モジュールの 12G リンクへの変更に失敗した場合は、3 回の再試行が開始され
ます。アビエーター リンクの変更の試行がすべて失敗した場合、すべての F4-シリーズ I/O
モジュールのスタンバイ スーパーバイザ アビエーター リンクが 4G に設定されていることを
確認します。すべての F4-シリーズ I/O モジュールのスタンバイ スーパーバイザ アビエーター
リンクが 4G に設定されていない場合、移行に失敗した後に、スーパーバイザ-3E モジュール
の代わりにスーパーバイザ-2E モジュールが挿入されても、スタンバイ スーパーバイザ-2E モ
ジュールは起動しません。
次の syslog メッセージは、F4-シリーズ I/O モジュールのスタンバイ アビエーター リンクの
変更に失敗した場合に表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to change Standby Supervisor
arbiter link for F4 linecard in slot <F4_linecard_slot>
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to change Standby Supervisor
arbiter link for F4 linecard in slot <F4_linecard_slot> even after 3
retries, aborting migration ...

Action to be performed
サポートについては TAC にお問い合わせください。
• Problem
スイッチで、スーパーバイザ-3E モジュールが検出された後にこのモジュールをリロードでき
ません。次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to reload Standby Supervisor-3
(N77-SUP3E), aborting migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
起動に失敗したため、ローダ プロンプトでスーパーバイザ-3E モジュールが止まっています。
次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) is stuck
in loader prompt due to boot-up failure ...

Action to be performed
なし。スーパーバイ-3E モジュールの起動の再試行は、スイッチによって 15 分ごとに開始さ
れます。
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• Problem
スーパーバイザ-3E モジュールがオンラインになりません。次の syslog メッセージが表示さ
れます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Standby Supervisor-3 (N77-SUP3E) could not
come online ...

Action to be performed
なし。スーパーバイ-3E モジュールの起動の再試行は、スイッチによって 15 分ごとに開始さ
れます。
• Problem
スーパーバイザ モジュールがオンラインになりません。次の syslog が表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Timeout waiting for Supervisor-3 (N77-SUP2E)
to come online, aborting migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Powering down Supervisor-3 (N77-SUP3E) in slot
<slot_number>

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドをもう一度
使用して、スーパーバイザ-2E モジュールの電源がオフになった後 30 分以内に、スーパーバ
イザ-3E モジュールがスタンバイ スロットに挿入されていることを確認します。
• Problem
スーパーバイザ-3E への切り替えが開始する前に、アクティブなスーパーバイザ-2E モジュー
ルでは、スーパーバイザ-2E のイメージ リンクは復元されません。設定を保存する前に、次
の syslog が表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> WARNING!!! Error resetting original Supervisor-2
(N77- SUP2E) image links, continuing migration ...
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> WARNING!!! Please set the boot variables manually
before inserting back Supervisor-2 (N77-SUP2E) in standby slot <slot_number>,
continuing migration ...

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
スーパーバイザ-3E モジュールへの切り替えが開始する前に、アクティブなスーパーバイザ
-2E モジュールで copy r s vdc-all コマンドは失敗します。次の syslog が表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR!!! Failed to save configuration,
aborting migration …

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
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スーパーバイザ-3E モジュールへの切り替えが開始する前に、アクティブなスーパーバイザ
-2E モジュールで切り替えは失敗します。次の syslog が表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR !! Switchover failed, aborting
migration …

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
します。
• Problem
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを使用して
から 30 分以内にスーパーバイザ-3E モジュールが挿入されない場合、タイムアウトの 30 分に
達するまで、スイッチはスタンバイ スロットの電源がオフになっているスーパーバイザ-2E
モジュールを起動しようとします。スタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールの電源投入に
失敗した場合は、移行を中断する前に次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> ERROR !!! Failed to power up Standby Supervisor-2,
Please power up manually using "no poweroff module <slot_num>" from config mode

Action to be performed
migrate sup kickstart <sup3-kickstart-image> system <sup3-system-image> コマンドを再度使用
してから 30 分以内にスーパーバイザ-3E モジュールが挿入されない場合に備えて、アクティ
ブなスーパーバイザ-2E モジュールで no poweroff module <slot-number> コマンドを使用して、
電源がオフになっているスタンバイ スーパーバイザ-2E モジュールを起動します。
• Problem
移行が正常に完了した後に、スーパーバイザ-3E モジュールがアクティブになると、F4-シリー
ズ I/O モジュールの両方のアビエーター リンクが 12G に変更されます。移行後に、エラーが
原因で電源がオフになったスーパーバイザ-2E モジュールへのその他のリンクが自動的に 12G
に変更されない場合は、次の syslog メッセージが表示されます。
Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2-F4_LC_ARB_LINK_SET_FAIL: ERROR!!! Failed to change
Standby Supervisor arbiter link for F4 linecard in slot <F4_linecard_slot>. Please run
'migrate clean' once migration process gets completed, but before replacing
Supervisor-2 (N77-SUP2E) in standby slot.

Action to be performed
移行が完了したら、スタンバイ スロットのスーパーバイザ-2E モジュールを置換する前に
migrate clean コマンドを使用します。
• Problem
移行後、スーパーバイザ-3E モジュールがアクティブになると、ブート変数パラメータの設定
は失敗します。次の syslog が表示されます。
Switch# <Tue Apr 30 10:02:47 2019> Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2SUP3_MIGRATION_CONFIG_ERROR: Setting boot parameters failed for Supervisor-3 (N77SUP3E). Please set boot variables manually using 'boot kickstart <kickstart_image>'
and 'boot system <system_image>' and save configs before replacing Standby
Supervisor-2 (N77-SUP2E)

Action to be performed
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移行が完了した後にアクティブになったときに、アクティブ スーパーバイザ-3E モジュール
で boot kickstart <kickstart_image> および boot system <system_image> を使用します。

移行クリーン アップ
• 移行クリーン アップ エラーがスーパーバイザ 2E モジュールで検出された場合は、次の syslog
メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Please run 'migrate clean' before doing any
operation.

このようなシナリオでは、 migrate clean コマンドを使用してエラーを解決します。
switch# migrate clean
<Tue May 28 03:34:58 2019> Manual-boot is disabled for Standby Supervisor
<Tue May 28 03:34:58 2019> Migration clean up done

• F4 モジュールに対してスタンバイのスーパーバイザ 3E の監視リンクが変更されていない場
合は、次の syslog メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2F4_LC_ARB_LINK_SET_FAIL: ERROR!!! Failed to change Standby Supervisor arbiter
link for F4 linecard in slot <F4_linecard_slot>. Please run 'migrate clean'
once migration process gets completed, but before replacing Supervisor-2 (N77SUP2E) in standby slot.

このようなシナリオでは、 migrate clean コマンドを使用して、監視リンクの変更を再試行し
ます。
• 移行クリーン アップ エラーがスーパーバイザ 3E モジュールで検出された場合は、次の syslog
メッセージが表示されます。
<Tue Apr 30 10:02:47 2019> Switch %$ VDC-1 %$ %BOOTVAR-2MIGRATION_CONFIG_CLEAN_ERROR: Please run 'migrate clean' command from active
Supervisor before replacing the standby Supervisor.

このようなシナリオでは、 migrate clean コマンドを使用してエラーを解決します。
switch# migrate clean
<Tue May 28 03:34:58 2019> Migration clean up done

• migrate clean コマンドが、移行が開始されていないスーパーバイザ 2E またはスーパーバイザ
3E モジュールで使用されている場合は、次の syslog が表示されます。
switch# migrate clean
<Tue May 28 03:34:58 2019> Migration was not done on this Supervisor

I/O モジュールの取り付けまたは交換
始める前に
• 次の内容を含む静電気防止手順に従ってください。
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• アースされたシャーシ外の電子モジュールを扱うときは、必ず ESD リストバンド（また
はその他の個人用アース デバイス）を着用する必要があります。
• 電子モジュールを運搬するときは、カバーされた端部またはハンドルのみ使用する必要
があります。電子部品に手を触れないでください。
• モジュールをアースされたシャーシ外で扱うときは、必ず静電気防止用シートの上、ま
たは静電気防止用袋に入れて平らに置きます。モジュールを何かにもたれさせたり、モ
ジュールの上に他の何かを置いたり、モジュールに何かをもたれさせたりしてはなりま
せん。
• シャーシがアースされていることを確認します。
• 次の工具と部品があることを確認します。
• No.1 プラス トルク ドライバ

（注）

手動式トルク ドライバを推奨します。作業するネジの推奨トルク設定値
を超えないようにしてください。

• 交換用または新しい I/O モジュール

（注）

スイッチが動作している間に、I/O モジュールを別の I/O モジュールと交換できます。この場合
は、最初にシャーシから I/O モジュールを取り外し、設計どおりの通気を確保するために、新し
く空になったスロットに数分以内に新しい I/O モジュールまたは交換用 I/O モジュールを取り付け
る必要があります。

次の手順に従って、新しい I/O モジュール用にシャーシのスロットを開きます。

Step 1

（注）

スロットからブランク フィラー プレートを取り外す必要がある場合は、モジュールの両側の非脱
落型ネジを緩め、プレートのハンドルを引いてスロットから取り外します。ステップ 2 に進みま
す。

a) 取り外す I/O モジュールの前面に接続されているネットワーク ケーブルをすべて取り外します。
b) シャーシへの接続が外れるまでモジュールの両側の非脱落型ネジを緩めます（次の図の 1 を参照）。
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図 5 : I/O モジュールの取り外し

1

2 本の非脱落型ネジを緩めます

2

2 個のイジェクタ ボタンを押します

3

2 個のハンドルがモジュールの前面から途中ま
で飛び出します

c) モジュールの両側の 2 個のイジェクタ ボタンを押します（上図の 2 を参照）。
2 個のハンドルがモジュールの前面から途中まで飛び出します。
d) 2 個のハンドルをモジュールの前面から離れるように完全に回し、それを引いてモジュールをスロット
の途中まで移動します。
e) 片方の手をモジュールの下に置いてその重量を支え、他方の手でモジュールの前面をつかみ、モジュー
ルをスロットから完全に引き抜いて、モジュールを静電気防止用シートの上に設置します。
注意

Step 2

取り外した I/O モジュールの電気回路に手を触れないでください。モジュールがシャーシ内部
にない場合は、カバーされた面（モジュール前面および底面）のみを使って取り扱い、常に静
電気防止用シートの上にモジュールを設置します。

次の手順に従って、新しい I/O モジュールを空きスロットに取り付けます。
a) 新しい I/O モジュールを開梱し、静電気防止用シートに（モジュールの上から電気部品を確認できるよ
うに）右側を上にして設置し、モジュールが損傷していないこと確認します。
損傷しているものがある場合は、カスタマー サービス担当者にすぐに連絡してください。
b) 2 個のイジェクト ボタン（モジュール前面の両側に 1 つずつあります）を押して、モジュールの前面か
ら離れるようにハンドルを回します。
c) 電子回路に手を触れないようにして、片手で I/O モジュールの前面をつかみ、もう片方の手でモジュー
ルの下からモジュールの重量を支え、スロットにモジュールを持ち上げます。
d) モジュールの背面をスロット内のガイドに合わせ、モジュールの前面を押し込んで、スロットにモジュー
ルを完全に差し込みます。
スロットにモジュールを完全に押し込むと、スロット内のコネクタに装着され、ハンドルがモジュール
の前面の方向に途中まで移動します。モジュールの前面がスロットから 1/4 インチ（0.6 cm）となってい
る必要があります。
e) 2 個のハンドルのそれぞれを、カチッと音がするまでモジュールの前面に同時に回します。
ハンドルをモジュールの前面に向かって回すと、モジュールが完全にスロット内に移動します。
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f) モジュールの前面が設置済みの別の I/O モジュールの前面と均等になっていることを確認します。そう
でない場合は、ハンドルを引いてモジュールを少し移動させ、ステップ 2d および 2e を繰り返してモ
ジュールをスロットに再装着してください。
g) 2 個の非脱落型ネジ（モジュールの両側に 1 つずつあります）を締めて、モジュールをシャーシに固定
します。8 インチポンド（0.9 Nm）のトルクでネジを締めます。
モジュールのステータス LED がグリーンに点灯します。そうでない場合、LED の状態の詳細について、
I/O モジュールの LEDを参照してください。
h) ネットワーク ケーブルを I/O ポートに接続します。
各ポートの LED がグリーンに点灯するはずです。そうでない場合、LED の状態の詳細について、I/O モ
ジュールの LEDを参照してください。

ファン トレイの交換
シャーシで動作するファン トレイ モジュールが少なくとも他に 2 つある限り運用中にファン ト
レイ モジュールを交換できます。ファン トレイを取り外す前に、スイッチをファン トレイ メン
テナンス モードにすることを推奨します。また、後ろに取り付けられた 2 つのファブリック モ
ジュールのいずれかを交換するためにファントレイを取り外すこともできます。ファントレイま
たはファブリック モジュールを交換しない場合は、シャーシで 3 台のファン トレイが動作してい
るはずです。

（注）

スイッチのエアインレット温度が 86°F（30°C）を超えない限り、1 つのファン トレイの交換に 72
時間まで費やすことができます。温度が 86° F（30° C）を超えると、3 分後にスイッチはシャット
ダウンします。一度に複数のファン トレイを取り外すと、スイッチは最大 3 分稼働した後シャッ
トダウンします。シャットダウンを防ぐには、一度に 1 台のファン トレイだけを取り外すように
してください。
Cisco NX-OS リリース 7.2(0)D1(1) 以降では、hardware fan-tray maintenance-mode[long | medium |
short] コマンドを使ってファン トレイを取り外せるようにスイッチを準備します。hardware
fan-tray maintenance-mode コマンドを実行すると、デフォルトでファンは 100 % の速度で約 4 分
間動作し、ファン トレイを取り外せるように準備します。Cisco NX-OS リリース 8.1(1) 以降では、
hardware fan-tray maintenance-mode コマンドを実行すると、デフォルトでファンは 85 % の速度
で約 4 分間動作し、ファン トレイを取り外せるように準備します。
long キーワードを使うと、ファンは 65 % の速度で約 9 分間動作し、ファン トレイを取り外せる
ように準備します。medium キーワードを使うと、ファンは 75 % の速度で約 6 分間動作し、ファ
ン トレイを取り外せるように準備します。short キーワードを使うと、ファンは 85 % の速度で約
4 分間動作し、ファン トレイを取り外せるように準備します。hardware fan-tray maintenance-mode
の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』を参
照してください。
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ファン トレイのメンテナンス モードは、次の場合キャンセルされます。
• 温度アラームが発生している。
• インレットの温度が高温（上限インレット温度 >= 30 ℃）
• ファン トレイがない。
• 後冷却期間（ファン トレイ取り外し後の経過時間）が 4 分を超えている。

（注）

hardware fan-tray maintenance-mode コマンドの実行後 2 分以内にファ
ン トレイの移行または交換が完了すると、ファン トレイのメンテナン
ス モードはキャンセルされ、ファン速度は通常に戻ります。ファン ト
レイの移行または交換が 2 分以内に完了しない場合、残りのファン トレ
イはさらに 2 分間 85 % の速度で動作し、それ以降は 100 % の速度で動
作します。

• 前冷却期間（ファン トレイ取り外し前の経過時間）が 1 時間 9 分を超えている。スイッチが
ファン トレイを取り外せる状態になってから 1 時間 9 分経ってもファン トレイが取り外され
ていない。
次の例は、些細な温度アラームが原因でファン速度が上昇すると生成される syslog を示します。
2017 Apr 3 16:46:07 SWITCH %CARDCLIENT-2-SSE: XBAR:5 FABRIC ONLINE
2017 Apr 3 16:46:07 SWITCH %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Fabric-Module 5 current-status is
MOD_STATUS_ONLINE/OK
2017 Apr 3 16:46:07 SWITCH %MODULE-5-XBAR_OK: Xbar 5 is online (Serial number: JAE1921079X)
2017 Apr 3 16:47:00 SWITCH %PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: Xbar-5 reported minor temperature
alarm. Sensor=1 Temperature=48 MinT
hreshold=20
2017 Apr 3 16:47:00 SWITCH %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on
vsh.12644
2017 Apr 3 16:47:35 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
45.88(0x75) to 54.12(0x8a)
2017 Apr 3 16:54:50 SWITCH %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Xbar 5
from Command Line Interface
2017 Apr 3 16:54:50 SWITCH %PLATFORM-5-XBAR_PWRDN: Xbar 5 powered down (Serial number
JAE1921079X)
2017 Apr 3 16:54:50 SWITCH %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Fabric-Module 5 current-status is
MOD_STATUS_CONFIGPOWERED_DOWN
2017 Apr 3 16:54:50 SWITCH %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Fabric-Module 5 current-status is
MOD_STATUS_POWERED_DOWN
2017 Apr 3 16:58:40 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
54.12(0x8a) to 45.88(0x75)
2017 Apr 3 17:00:41 SWITCH %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_ON: Manual power-on of Xbar 5 from
Command Line Interface
2017 Apr 3 17:00:41 SWITCH %PLATFORM-2-XBAR_DETECT: Xbar 5 detected (Serial number
JAE1921079X)
2017 Apr 3 17:00:41 SWITCH %PLATFORM-5-XBAR_PWRUP: Xbar 5 powered up (Serial number
JAE1921079X)
2017 Apr 3 17:00:41 SWITCH %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Fabric-Module 5 current-status is
MOD_STATUS_POWERED_UP
2017 Apr 3 17:00:59 SWITCH %CARDCLIENT-2-SSE: XBAR:5 FABRIC ONLINE
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次の例は、4 分間の後冷却期間が経過したためにファン トレイのメンテナンス モードがキャンセ
ルされたことを知らせる syslog を示します。
2017 Apr 3 16:20:08 SWITCH %PLATFORM-2-PFM_CRITICAL: FAN_MAINTENANCE_MODE: system is ready
for fan-removal.
2017 Apr 3 16:21:07 SWITCH %PLATFORM-2-FAN_REMOVED: Fan module 1(Serial number NCV2108V017)
Fan1(sys_fan1) removed
2017 Apr 3 16:21:08 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
85.10(0xd9) to 74.90(0xbf)
2017 Apr 3 16:21:11 SWITCH %PLATFORM-1-PFM_ALERT: System shutdown in 3 days 0 hours 0 mins
0 seconds due to fan policy __pfm_
fanabsent_any_singlefan for fan1
2017 Apr 3 16:23:09 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
74.90(0xbf) to 85.10(0xd9)
2017 Apr 3 16:25:09 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
85.10(0xd9) to 100.00(0xff)
2017 Apr 3 16:25:33 SWITCH %PLATFORM-5-FAN_DETECT: Fan module 1(Serial number NCV2108V017)
Fan1(sys_fan1) detected
2017 Apr 3 16:25:33 SWITCH %PLATFORM-5-FAN_STATUS: Fan module 1(Serial number NCV2108V017)
Fan1(sys_fan1) current-status is F
AN_OK
2017 Apr 3 16:25:33 SWITCH %PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module 1(Fan1(sys_fan1) fan) ok
2017 Apr 3 16:25:33 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
100.00(0xff) to 45.88(0x75)
2017 Apr 3 16:25:33 SWITCH %PLATFORM-2-PFM_CRITICAL: FAN_MAINTENANCE_MODE_CANCELLED:
Reason(s): Temperature alarm: No, Superv
isor hot-inlet: No, Absent fans count: 0, Precool period completed: N/A, Postcool period
completed: Yes, Total maint. duratio
n: 564 seconds

ファブリック モジュールを交換するためにファン トレイを取り外す必要がある場合は、ファブ
リック モジュールの取り付けまたは交換 （42 ページ）を参照してください。

（注）

ファン トレイの後ろに取り付けられた 2 個のファブリック モジュールのステータスを認識できる
ようにするため、ファン トレイにはファブリック モジュール LED が表示されます。
始める前に
• 次の内容を含む静電気防止手順に従ってください。
• アースされたシャーシ外の電子モジュールを扱うときは、必ず ESD リストバンド（また
はその他の個人用アース デバイス）を着用する必要があります。
• 電子モジュールを運搬するときは、カバーされた端部またはハンドルのみ使用する必要
があります。電子部品に手を触れないでください。
• モジュールをアースされたシャーシ外で扱うときは、必ず静電気防止用シートの上、ま
たは静電気防止用袋に入れて平らに置きます。モジュールを何かにもたれさせたり、モ
ジュールの上に他の何かを置いたり、モジュールに何かをもたれさせたりしてはなりま
せん。
• シャーシがアースされていることを確認します。
• 次の工具と部品があることを確認します。
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• 静電気防止用リスト ストラップ（またはその他の個人用アース デバイス）
• No.1 プラス トルク ドライバ
手動式トルク ドライバを推奨します。作業するネジの推奨トルク設定値を超えないよう
にしてください。
• 交換用ファン トレイ
• N77-C7706-FAN=
• スイッチをファン トレイ メンテナンス モードにします。

Step 1

次のようにファン トレイを取り外します。
a) プラスのトルク ドライバを使用して、ファン トレイ上の 4 つの非脱落型ネジを緩めてシャーシから外し
ます。
b) 両手を使用してファン トレイ ハンドルの両方を持ちます。
c) ファン トレイをスロットからまっすぐ引き出します。
図 6 : ファン トレイの取り外し

1

4 本の非脱落型ネジを緩めます。

2

両方のハンドルを引いてシャーシからファン
トレイを取り外します。

d) ファン トレイを静電気防止用シートの上に置くか、静電気防止袋に収納します。
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注意

背面の電気コネクタに手を触れたり、背面のコネクタを何かの上に置いたりしないでください。
ファン トレイは、コネクタを保護するためにカバーされた側を常に下にして置いてください。

新規ファン トレイを空きスロットに次のように取り付けます。

Step 2

a) 新しいファン トレイを開梱し、損傷していないこと確認します。
損傷または欠落しているものがある場合は、カスタマー サービス担当者にすぐに連絡してください。
b) 両手で両方のファン トレイのハンドルを持ち、空きファン トレイ スロットにファン トレイの背面を合
わせます。
上部にある 2 本のガイド ピンと下部にある 2 本のガイド ピンがファン トレイ スロットの上下の穴に揃っ
ている必要があります。
図 7 : ファン トレイの取り付け

1

両手で両方のハンドルを持ちます。

2

ファン トレイの上部と下部の配置ピンを
シャーシのガイド穴に合わせ、スロットにファ
ン トレイを押し込みます。

c) 4 本の非脱落型ネジのそれぞれをねじ込んで、ファン トレイをシャーシに固定し、8 インチポンド（0.9
Nm）のトルクで締めます。
ファン トレイのステータス LED がグリーンであることで、ファン トレイが機能していることを確認しま
す。

Step 3

ファン トレイの LED の詳細については、I/O モジュールの LEDを参照してください。
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Gen 1 ファン トレイ（N77-C7706-FAN）から Gen 2 ファン
トレイ（N77-C7706-FAN-2）への移行
下記の手順を実行して、スイッチにある 3 個すべての Gen 1 ファントレイを Gen 2 ファン トレイ
に交換します。
1. hardware fan-tray maintenance-mode[long | medium | short] コマンドを使用して、スイッチを
ファン トレイ メンテナンス モードにします。
2. スイッチから、一番左の Gen 1 ファン トレイの FAN TRAY 1（N77-C7706-FAN）を取り外し
ます。
3. 空になったファン トレイ スロットに Gen 2 ファン トレイ（N77-C7706-FAN-2）を装着します。

（注）

Gen 1（N77-C7706-FAN）と Gen 2（N77-C7706-FAN-2）のファン トレイが同じスイッチ上に混在
している状態が 21600 秒以上（6 時間）続くと、スイッチはシャットダウンします。Gen 1 と Gen
2 のファン トレイの両方が同じスイッチ上にある場合、syslog メッセージ
「PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both Gen1 and Gen2 fans are
present in the fantray for <number> seconds」が定期的に表示されます。
4. FAN TRAY 2 から Gen 1 ファン トレイを取り外します。
5. 空になったファン トレイ スロットに Gen 2 ファン トレイを装着します。
6. FAN TRAY 3 から Gen 1 ファン トレイを取り外します。
7. 空になったファン トレイ スロットに Gen 2 ファン トレイを装着します。
次の例は、取り付けられている 3 個の Gen 2 ファン トレイの 1 つだけが Gen 1 ファン トレイに交
換されたことでファン トレイの不一致が生じ、その結果生成された syslog を示します。
2017 Apr 3 17:25:19 SWITCH %PLATFORM-2-FAN_REMOVED: Fan module 3(Serial number NCV2108V01K)
Fan3(sys_fan3) removed
2017 Apr 3 17:25:19 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
45.88(0x75) to 100.00(0xff)
2017 Apr 3 17:25:32 SWITCH %PLATFORM-5-FAN_DETECT: Fan module 3(Serial number DCH1910A06N)
Fan3(sys_fan3) detected
2017 Apr 3 17:25:32 SWITCH %PLATFORM-5-FAN_STATUS: Fan module 3(Serial number DCH1910A06N)
Fan3(sys_fan3) current-status is F
AN_OK
2017 Apr 3 17:25:32 SWITCH %PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module 3(Fan3(sys_fan3) fan) ok
2017 Apr 3 17:25:32 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
100.00(0xff) to 80.00(0xcc)
2017 Apr 3 17:25:32 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 1 seconds
2017 Apr 3 17:25:37 SWITCH %PLATFORM-1-PFM_ALERT: System shutdown in 0 days 6 hours 0 mins
0 seconds due to fan policy __pfm_
fanpresent_mismatch for AllFans
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2017 Apr 3 17:25:41 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 9 seconds
2017 Apr 3 17:25:51 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 19 seconds
2017 Apr 3 17:26:01 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 29 seconds
2017 Apr 3 17:26:11 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 39 seconds
2017 Apr 3 17:26:21 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 49 seconds
2017 Apr 3 17:26:31 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 59 seconds
2017 Apr 3 17:26:37 SWITCH %PLATFORM-1-PFM_ALERT: System shutdown in 0 days 5 hours 59 mins
0 seconds due to fan policy __pfm
_fanpresent_mismatch for AllFans
2017 Apr 3 17:26:41 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 69 seconds
2017 Apr 3 17:26:51 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 79 seconds
2017 Apr 3 17:27:01 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 89 seconds
2017 Apr 3 17:27:11 SWITCH %PLATFORM-0-FAN_MISMATCH_TIME: Mismatch of Fan modules. Both
Gen1 and Gen2 fans are present in the
fantray for 99 seconds
2017 Apr 3 17:27:17 SWITCH %PLATFORM-2-FAN_REMOVED: Fan module 3(Serial number DCH1910A06N)
Fan3(sys_fan3) removed
2017 Apr 3 17:27:17 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
80.00(0xcc) to 100.00(0xff)
2017 Apr 3 17:27:36 SWITCH %PLATFORM-5-FAN_DETECT: Fan module 3(Serial number NCV2108V01K)
Fan3(sys_fan3) detected
2017 Apr 3 17:27:36 SWITCH %PLATFORM-5-FAN_STATUS: Fan module 3(Serial number NCV2108V01K)
Fan3(sys_fan3) current-status is F
AN_OK
2017 Apr 3 17:27:36 SWITCH %PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module 3(Fan3(sys_fan3) fan) ok
2017 Apr 3 17:27:36 SWITCH %PLATFORM-6-PFM_INFO: Fan Zone 1 : Fan Speed will change from
100.00(0xff) to 45.88(0x75)

ファブリック モジュールの取り付けまたは交換
ファブリックモジュールは次のようにシャーシ背面のファントレイの背後に配置されています。
• ファブリック スロット 1 および 2 はファン トレイ スロット 1 の後ろにあります
• ファブリック スロット 3 および 4 はファン トレイ スロット 2 の後ろにあります
• ファブリック スロット 5 および 6 はファン トレイ スロット 3 の後ろにあります
ファン トレイが取り付けられていると、後ろに取り付けられているファブリック モジュールの
LED 状態が表示されます。
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シャーシに少なくとも 1 つの他のファブリック モジュールが取り付けられており動作していれ
ば、運用中にファブリックモジュールを取り付けることができます。ファブリックモジュールの
取り付けまたは交換を行うには、まずファブリックモジュールの前面にあるファントレイを取り
外す必要があります。シャーシに取り付けられたファブリック モジュールが 6 個未満の場合は、
空のスロットを空のままにしてください。ファントレイをファブリックモジュールの外部に置く
ことにより、シャーシのエアーフローが設計どおりに確保されます。
始める前に
• シャーシはアースされる必要があります。
• アースされたシャーシの ESD ポートに接続された静電気防止用リスト ストラップ（または他
の ESD 防止デバイス）を着用する必要があります。
• Cisco NX-OS Release 7.2(0)D1(1) 以降では、スイッチをファン トレイ メンテナンス モードに
してファン トレイを取り外せるように準備します。

Step 1

これらの手順に従って、交換するファブリック モジュールを覆っているファン トレイを取り外します。
a) 緩くなり、シャーシに接続されていなくなるまでファン トレイの 4 本の非脱落型ネジを緩めます。
b) 両手を使って両方のファン トレイのハンドルをつかみ、シャーシからコネクタが外れるまでファン トレ
イの下部を引き出します（次の図を参照）。
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図 8 : ファン トレイの取り外し

シャーシへの接続が外れるまで 4 本の非脱落 2
型ネジを緩めます。

1

両方のハンドルを引いてシャーシからモジュー
ルを取り外します。

c) コネクタがシャーシに接続しなくなったら、シャーシからファン トレイ全体を引き出します。
d) カバーされたいずれかの側だけを下にして静電気防止用パッドの上にファン トレイを置くか、静電気防
止袋の中に収納します。
注意

背面の電気コネクタに手を触れたり、背面のコネクタを何かの上に設置したりしないでくださ
い。ファン トレイは、コネクタを保護するためにカバーされた側を常に下にして置いてくださ
い。

新しいファブリック モジュールのファブリック スロットを開く必要がある場合は、次の手順に従ってファ
ブリック モジュールを取り外します。

Step 2

a) ファブリック モジュールの前面から少なくとも 30 cm（12 インチ）顔を離して、モジュールの前面にあ
るイジェクト ボタンを押します（次の図の 1 を参照）。
注意

レバーがモジュールの前面から飛び出したときに顔に当らないように、ファブリック モジュー
ルの前面から顔を離しておいてください。
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図 9 : スロットからのファブリック モジュールのロック解除

1

イジェクト ボタンを押します。

2

ハンドルがモジュールから飛び出します。

3

ハンドルを引いてスロットからモジュールを
少し取り出します。

b) 両手を使って 2 本のレバーをつかみ、レバーをファブリック モジュールから完全に 90 度回します。
c) ファブリック モジュールがシャーシから約 3 インチ（7 cm）離れるまで、両方のレバーを引き出します
（前の図の 3 を参照）。
d) 両方のレバーを回しモジュールの前面に戻します。
モジュールの前面に正しくロックされたときに各レバーはカチッと音がします。
e) 片手でモジュールの前面をつかみ、もう片方の手でモジュールの下からモジュールの重量を支え、モ
ジュールをスロットから引き抜きます（前の図の 2 を参照）。
注意

モジュールの背面の電気接点に触れないように注意してください。モジュールのカバーされて
いる側面または端部のみを取り扱います。

f) モジュールを静電気防止表面の上に置くか、静電気防止袋に収納します。
Step 3

次の手順に従って、新しいファブリック モジュールをシャーシに取り付けます。
a) 新しいファブリック モジュールを開梱し、損傷していないこと確認します。
損傷または欠落しているものがある場合は、カスタマー サービス担当者にすぐに連絡してください。
b) 片手でモジュールの前面を押さえて、もう片方の手をモジュールの下に置きます。
c) モジュールを時計回りに回し、モジュールの背面をシャーシの空きファブリック スロットの上下にある
モジュール ガイドに合わせます。
d) モジュールを途中までスロットに押し込みます（次の図を参照）。
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図 10 : シャーシへのファブリック モジュールの挿入

1

モジュールを空きスロットのガイドに合わせ、 3
モジュールを途中までスロットに押し込みま
す。

2

両方のイジェクト ボタンを押します。

ハンドルがモジュールから飛び出します。

e) ファブリック モジュールから顔を離して、モジュールの前面にある両方のイジェクタ ボタンを押しま
す。
注意

イジェクタ ハンドルがモジュールの前面から飛び出したときに顔に当たらないように、ファブ
リック モジュールの前面から少なくとも 12 インチ（30 cm）顔を離しておいてください。

両方のイジェクタ ハンドルがモジュールの前面から飛び出します（前の図の 2 を参照）。
f) 両方のハンドルをつかみ、レバーをモジュールの前面から完全に 90 度回して、モジュールを完全に押し
込んでスロットに装着します。
モジュールの前面は取り付けたファブリック モジュールから約 1/4 インチ外側に出ます。
g) モジュールをさらにスロットに押し込みながら、両方のハンドルを同時にモジュールの前面に回します
（次の図の 1 を参照）。
ハンドルがモジュールの前面に完全に回り切るとカチッと音がします。
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図 11 : スロットへのファブリック モジュールの固定

1

カチッと音がするまでハンドルをモジュール
の前面に回します。

h) モジュールがシャーシに固定され、イジェクト ボタンを押さない限り取り外せないことを確認します。
Step 4

次の手順に従って、取り付け済みファブリック モジュールの上にファン トレイを再度取り付けます。
a) 両手で両方のファン トレイのハンドルを持ち、空きファン トレイ スロットにファン トレイの背面を合
わせます。
上部にある 2 本のガイド ピンと下部にある 2 本のガイド ピンがファン トレイ スロットの上下の穴に揃っ
ている必要があります。
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図 12 : ファン トレイの取り付け

1

両手で両方のハンドルを持ちます。

2

ファン トレイの上部と下部の配置ピンを
シャーシのガイド穴に合わせ、スロットにファ
ン トレイを押し込みます。

b) バック プレーンの接点に揃えられたファン トレイの電気接点を使って、ファン トレイをスロットに完
全に押し込みます。
ファン トレイの前面が他のファン トレイの前面と平坦になっていて、ファン トレイの 4 本の非脱落型
ネジがシャーシの 4 個のネジ穴に揃っている必要があります。
c) ファン トレイの前面の 4 本の非脱落型ネジのそれぞれを締めて、ファン トレイをシャーシに固定しま
す。8 インチポンド（0.9 Nm）のトルクでネジを締めます。
d) ステータス LED がグリーンに点灯していることを確認します。LED の状態の詳細については、I/O モ
ジュールの LEDを参照してください。

ファブリック 2 モジュールからファブリック 3 モジュー
ルへの交換
Cisco Nexus 7706 スイッチで Cisco NX-OS 8.3(1) 以降のリリースを実行している場合は、すべての
ファブリック 2 モジュールをファブリック 3 モジュールと交換できます。スイッチが設計どおり
の通気を確保できるように、それぞれのモジュールを数分間以内に交換する場合は、モジュール
を動作中に交換できます。ファブリック モジュールを交換している間、少なくとも 1 つの別の
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ファブリック 3 モジュールからファブリック 2 モジュールへのダウングレードのための回復手順

ファブリック モジュールが取り付けられてスイッチで動作している場合は、交換手順によりス
イッチの動作が中断されることはありません。
ファブリック 2 モジュールをファブリック 3 モジュールと交換するには、次の手順を実行します。

Step 1

スイッチが Cisco NX-OS リリース 8.3(1) 以降のリリースを実行していることを確認します。

Step 2

最も小さい番号が付いたファブリック スロットにあるファブリック 2 モジュールを交換します。

Step 3

以下の例に示すように、show module xbar コマンドを入力し、ファブリック スロットに取り付けられてい
るファブリック モジュールのタイプを表示します。
switch# show module xbar
Xbar Ports Module-Type
--- ----- ----------------------------------1
0
Fabric Module 3
3
0
Fabric Module 3
5
0
Fabric Module 3
Xbar
--1
3
5

Sw
--------------NA
NA
NA

Xbar
--1
3
5

MAC-Address(es)
-------------------------------------NA
NA
NA

Model
-----------------N77-C77xx-FAB-3
N77-C77xx-FAB-3
N77-C77xx-FAB-3

Status
---------ok
ok
ok

Hw
-----0.509
0.509
0.505

Serial-Num
---------JAE214105ZS
JAE214105ZV
JAE2122035C

* this terminal session

Step 4

1 つ以上のファブリック モジュールが「Fabric Module 2」と表示される場合は、ステップ 2 を繰り返してファ
ブリック 2 モジュールをファブリック 3 モジュールに交換してから、ステップ 3 を繰り返してファブリック
スロットに取り付けられているファブリック モジュールのタイプを表示します。

ファブリック 3 モジュールからファブリック 2 モジュールへのダウン
グレードのための回復手順
この項では、ファブリック 3 へのアップグレードに問題がある場合に、ファブリック 3 モジュー
ルからファブリック 2 モジュールにダウングレードするために必要な手順について説明します。
シナリオ 1
ファブリック 2 とファブリック 3 両方のモジュールがスイッチで動作している場合は（FAB2_FAB3
モード）、ファブリック 3 モジュールをファブリック 2 モジュールと交換します。
シナリオ 2
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スイッチ シャーシへの電源モジュールの取り付けまたは交換

スイッチにファブリック 3 モジュールのみが搭載されている場合は（FAB3 モード）、ファブリッ
ク 2 への移行で中断が発生します。スイッチが FAB3 モードのときは、ファブリック 2 モジュー
ルの電源が切れます。
スイッチに FAB3 モジュールのみが搭載されている場合は、次の手順に従い FAB3 モジュールを
FAB2 モジュールに交換します。

Step 1

1 つの FAB3 モジュールを FAB2 モジュールと交換します。スイッチはまだ FAB3 モードです。

Step 2

FAB2 モジュールは電源が切れた状態になります。

Step 3

ステップ 1 を繰り返し、FAB3 モジュールがスイッチで残り 1 つになるまで、すべてのスロットで FAB3 モ
ジュールを FAB2 モジュールと交換します。

Step 4

最後の FAB3 モジュールを取り外します。ステージ 2 の帯域幅が利用できないため、I/O モジュールの電源
が切れます。

Step 5

最後の FAB3 モジュールが取り外されたスロットに FAB2 モジュールを挿入します。この FAB2 モジュール
が起動し、すべての I/O モジュールも FAB2 モードで起動します。

Step 6

すべての I/O モジュールがオンラインになってから、no poweroff xbar moduleNumber コマンドを使用して残
りの FAB2 モジュールの電源を入れます。

スイッチシャーシへの電源モジュールの取り付けまたは
交換
次のタイプの電源モジュールを最大 4 台まで搭載できます。
• 3 kW AC 電源モジュール（N77-AC-3KW）
• 3 kW DC 電源モジュール（N77-DC-3KW）
• 3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュール（N77-HV-3.5KW）
電源モジュールのスロットを空のままにする場合は、設計どおりの通気を確保するために、その
スロットにブランク フィラー プレート（）を取り付ける必要があります。
AC、DC および HVAC/HVDC 電源モジュールをスイッチに取り付ける手順は同じですが、アース
に接続する手順は異なります。AC および HVAC/HVDC 電源モジュールの場合、電源モジュール
と電源を電源コードに接続すると、自動的にアースに接続されます。
始める前に
• スイッチ シャーシは、データセンターに固定されたキャビネットまたはラックに設置する必
要があります。
次の工具と機器を別途用意する必要があります。
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• トルク機能付きの No.1 プラス ドライバまたはラチェット レンチ用のナット ドライバ アタッ
チメント（DC 電源モジュールのみに使用）
• 圧着工具
• アース線：このアース線を地域および各国の設置要件を満たすようにサイズ調整します。米
国で設置する場合は、6 AWG 銅線を使用する必要があります。米国以外で設置する場合は、
地域および国の電気規格を参照してください。アース線の長さは、スイッチとアース設備の
間の距離によって決まります。

Step 1

別の電源モジュール用の電源モジュール スロットを開く必要がある場合は、次の手順を実行します。
（注）

ブランク フィラー プレートを取り外す必要がある場合は、非脱落型ネジを緩めてシャーシから引
き出します。ステップ 2 に進みます。

a) 次の手順に従って、取り外す電源モジュールの電源をオフにします。
1. 電源モジュール前面の電源スイッチがスタンバイに設定されていることを確認します（ と表示され
ます）。Output LED が消灯します。
2. Output LED が消灯していることを確認します。LED が点灯している場合は、ステップ 1 に戻ります。
3. DC 電源モジュールを取り外したら、その回路の電源をオフにして、電源が電源モジュールでオフに
なっていることを確認し、Input LED が消灯していることを確認します。
b) 電源モジュールを取り外したら、次の手順に従って電源およびアース ケーブルを外します。
• AC 電源モジュールの場合、電源モジュールと電源に接続されている電源コードを引き抜きます。
• 3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュールの場合は、組み込みのラッチをリリースし、電源から電源ケー
ブルを取り外します。
c) 次の手順に従って、電源モジュールまたはブランク フィラー プレートを電源スロットから取り外しま
す。
（注）

ブランク フィラー プレートを取り外すには、非脱落型ネジを緩め、ハンドルを引いてスロット
からプレートを取り外します。

• 3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュールの場合、電源ケーブルのリリース ボタンを押して電源モジュー
ルから電源ケーブルを切断し、ハンドルを使ってスロットから電源モジュールを途中まで引き出し、
片方の手をモジュールの下に置いてその重量を支えてスロットから完全に引き出します。
Step 2

次の手順に従って、新しい電源モジュールを空きスロットに取り付けます。
a) 新しい電源モジュールの前面の電源スイッチがスタンバイに設定されていることを確認します（ と表示
されます）。
b) 電源装置のハンドルを片手で持ち、もう片方の手で電源装置の重量を下から支えながら、空いている電
源装置ベイに電源装置の後端を合わせます。
c) 次のいずれかの状況になるまで、ユニットを電源モジュール ベイに完全に押し込みます。
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AC 電源への 3 kW AC 電源モジュールの接続

• 3.5 kW の電源の場合は、組み込みのラッチによって電源ケーブルが電源モジュールに固定されま
す。

次のタスク
• AC および HVAC/HVDC（入力 AC 電源で使用する場合）電源装置は、AC 電源に接続する必
要があります（「AC 電源への 3 kW AC 電源モジュールの接続」および「AC 電源への 3.5 kW
HVAC/HVDC 電源モジュールの接続」のトピックを参照）。電源モジュールは、電源コード
を通じて自動的にアースされます。

AC 電源への 3 kW AC 電源モジュールの接続
1 本の電源コードを使用して、3 kW 電源モジュールを AC 電源に接続し、電源モジュールを適切
にアースします。スイッチに使用する電源モードに応じて、すべての電源モジュールを 1 つの AC
電源に接続するか、電源モジュールの半分を 1 つの AC 電源に接続し、残りの半分を別の AC 電
源に接続します。
• 複合電源モード（電源冗長性なし）の場合、スイッチのすべての動作に電力を供給するのに
十分な電源モジュールを設置し、すべての電源モジュールを同じ AC 電源に接続する必要が
あります。シャーシの空いている電源モジュール スロットに電源モジュールを設置できま
す。
• 電源の冗長性モード（n +1 冗長性モード）の場合、スイッチのすべての動作に電力を供給す
るのに十分な電源モジュールを設置し、故障した電源モジュールに置き換えることができる
1 個の追加電源モジュールが必要です。同じ AC 電源にすべての電源モジュールを接続しま
す。シャーシの空いている電源モジュール スロットに電源モジュールを設置できます。
• 入力電源の冗長性（グリッドの冗長性）モードまたは完全な冗長性モードの場合、スイッチ
の動作に電力を供給するために必要な電源モジュールの数の 2 倍が必要になります。電源モ
ジュールの半分をアクティブな電源の 1 つの電源に接続し、残りの半分を冗長電源に接続し
ます。シャーシの左側にある電源モジュールを 1 つのグリッドに接続し、シャーシの右側の
電源モジュールをもう一方のグリッドに接続してください。
始める前に
1 つまたは 2 つの電源に接続する前に、次のすべての項目を確認します。
• 電源コードの範囲内に 1 つまたは 2 つの AC 電源コンセントがあること。電源の数は、スイッ
チに使用される電源モードによって異なります。
• 複合電源（電源冗長性なし）：1 つの AC 電源
• 電源モジュールの冗長構成（n +1 冗長性）：1 つの AC 電源
• 入力電源の冗長構成（電力グリッドの冗長性）：2 つの AC 電源
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• 完全な冗長構成：2 つの AC 電源
• AC 電源の定格は次のとおりです。
• 北米での設置の場合：110 V または 220 V 回路による 20 A。
• 北米以外での設置の場合：地域および国内規格による回路のサイズ指定。
• シャーシに電源モジュールが設置済みであること。
• シャーシがアースに接続されていること。

Step 1

電源装置前面のスイッチがスタンバイ（0 の位置）に設定されていることを確認します。

Step 2

1 本の AC 電源コードを電源モジュールに接続し、電源コードのプラグの上にある固定クリップを引き下げ
ます。

Step 3

電源コードのもう一方の端を、データセンターに付属の AC 電源に接続します。
（注）

複合電源モードまたは電源モジュールの冗長性モードを使用する場合は、同じ 20 A 回路に電源コー
ドを接続します。入力電源の冗長性モードまたは完全な冗長性モードを使用する場合は、電源コー
ドの半分を 1 つの AC 電源に接続し、残りの半分を別の AC 電源に接続します。

警告

感電および火災のリスクを軽減するため、装置を電気回路に接続するときに、配線が過負荷になら
ないように注意してください。

ステートメント 1018
警告

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されて
います。感電または火災のリスクを軽減するため、保護対象の装置は次の定格を超えないようにし
ます。

250V、20 A
ステートメント 1005
Step 4

電源モジュールのスイッチをスタンバイからオンに切り替えます（電源スイッチを 0 から 1 の位置に切り替
えます）。

Step 5

INPUT と OUTPUT の電源 LED が点灯し、FAULT LED が点灯も点滅もしていないことを確認し、電源モ
ジュールが AC 電力を受電し、DC 電力を出力していることを確認します。電源モジュールのすべての LED、
および LED が示す状態については、表 D-5 を参照してください。
（注）

初めて電源を入れたときは、それぞれの LED が数秒間オンになるので、LED の機能を確認できま
す。

Fault LED が赤色に点滅している場合は、電源スイッチをスタンバイ（0 の位置）に切り替え、電源装置およ
び AC 電源に AC 電力が接続されていることを確認した後、電源スイッチをオン（1 の位置）に戻します。
接続した電源装置の Input および Output の LED がグリーンに点灯し、Fault LED はオフになります。
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AC 電源への 3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュールの接続
1 本の電源コードを使用して、3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュールを AC 電源に接続し、電源モ
ジュールを適切にアースします。スイッチに使用する電源モードに応じて、すべての電源モジュー
ルを 1 つの AC 電源に接続するか、電源モジュールの半分を 1 つの AC 電源に接続し、残りの半
分を別の AC 電源に接続します。
• 複合電源モード（電源冗長性なし）の場合、スイッチのすべての動作に電力を供給するのに
十分な電源モジュールを設置し、すべての電源モジュールを同じ AC 電源に接続する必要が
あります。シャーシの空いている電源モジュール スロットに電源モジュールを設置できま
す。
• 電源の冗長性モード（n +1 冗長性モード）の場合、スイッチのすべての動作に電力を供給す
るのに十分な電源モジュールを設置し、故障した電源モジュールに置き換えることができる
1 個の追加電源モジュールが必要です。同じ AC 電源にすべての電源モジュールを接続しま
す。シャーシの空いている電源モジュール スロットに電源モジュールを設置できます。
• 入力電源の冗長性（グリッドの冗長性）モードまたは完全な冗長性モードの場合、スイッチ
の動作に電力を供給するために必要な電源モジュールの数の 2 倍が必要になります。電源モ
ジュールの半分をアクティブな電源の 1 つの電源に接続し、残りの半分を冗長電源に接続し
ます。シャーシの左側にある電源モジュールを 1 つのグリッドに接続し、シャーシの右側の
電源モジュールをもう一方のグリッドに接続してください。
始める前に
1 つまたは 2 つの電源に接続する前に、次のすべての項目を確認します。
• 電源コードの範囲内に 1 つまたは 2 つの AC 電源コンセントがあること。電源の数は、スイッ
チに使用される電源モードによって異なります。
• 複合電源（電源冗長性なし）：1 つの AC 電源
• 電源モジュールの冗長構成（n +1 冗長性）：1 つの AC 電源
• 入力電源の冗長構成（電力グリッドの冗長性）：2 つの AC 電源
• 完全な冗長構成：2 つの AC 電源
• AC 電源の定格は次のとおりです。
• 北米での設置の場合：110 V または 220 V 回路による 20 A。
• 北米以外での設置の場合：地域および国内規格による回路のサイズ指定。
• シャーシに電源モジュールが設置済みであること。
• シャーシがアースに接続されていること。

電源装置前面のスイッチがスタンバイ（0 の位置）に設定されていることを確認します。

Step 1
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Step 2

電源ケーブルを AC 電源に差し込みます。組み込みのラッチによって、電源ケーブルが電源モジュールに対
して固定されます。電源ケーブルのリリース ボタンを押すことで、電源モジュールから電源ケーブルを切断
できます。

Step 3

電源コードのもう一方の端を、データセンターに付属の AC 電源に差し込むか接続します。
（注）

複合電源モードまたは電源モジュールの冗長性モードを使用する場合は、同じ 20 A 回路に電源コー
ドを接続します。入力電源の冗長性モードまたは完全な冗長性モードを使用する場合は、電源コー
ドの半分を 1 つの AC 電源に接続し、残りの半分を別の AC 電源に接続します。

警告

感電および火災のリスクを軽減するため、装置を電気回路に接続するときに、配線が過負荷になら
ないように注意してください。

ステートメント 1018
警告

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されて
います。感電または火災のリスクを軽減するため、保護対象の装置は次の定格を超えないようにし
ます。

250V、20 A
ステートメント 1005
Step 4

電源モジュールのスイッチをスタンバイからオンに切り替えます（電源スイッチを 0 から 1 の位置に切り替
えます）。

Step 5

INPUT と OUTPUT の電源 LED が点灯し、FAULT LED が点灯も点滅もしていないことを確認し、電源モ
ジュールが AC 電力を受電し、DC 電力を出力していることを確認します。電源モジュールのすべての LED、
および LED が示す状態については、表 D-5 を参照してください。
（注）

初めて電源を入れたときは、それぞれの LED が数秒間オンになるので、LED の機能を確認できま
す。

Fault LED が赤色に点滅している場合は、電源スイッチをスタンバイ（0 の位置）に切り替え、電源装置およ
び AC 電源に電力が接続されていることを確認した後、電源スイッチをオン（1 の位置）に戻します。接続
した電源装置の Input および Output の LED がグリーンに点灯し、Fault LED はオフになります。

DC 電源モジュールと電源の接続
次の手順に従って、取り付けられている各 DC 電源モジュールと DC 電源回路を接続します。

（注）

複合電源モード（電源冗長性なし）または電源モジュール（n+1）電源モードを使用する場合は、
すべての電源モジュールを同じ電源回路（グリッド）に接続します。
入力電源（n+n）または完全電源モードを使用する場合は、電源モジュールの半分（スロット 1 お
よび 2 のモジュール）を 1 つの AC 電源回路に接続し、電源モジュールの残り半分（スロット 3
および 4 のモジュール）を別の AC 電源回路に接続します。
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始める前に
• 電源モジュールはシャーシに取り付けられています。
• 電源モジュールに接続される電源ケーブルの届く範囲に DC 電源があります。
• 電源ケーブルを使用して各 DC 電源モジュールを DC 電源に接続できます。

Step 1

電源スイッチをスタンバイ（電源スイッチの 0 の位置）に切り替えます。

Step 2

接続している DC グリッド電源の回路ブレーカーで電源をオフにし、電源装置上のすべての LED が消灯し
ていることを確認します。
警告

次の手順を実行する前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。

ステートメント 1003
電源装置と DC 電源グリッドの間の距離に合わせて電源ケーブルの長さを調整します。ケーブルを切断する
必要がある場合は、DC 電源グリッドに接続する側を切断し、被覆を切断部から 0.75 インチ（19 mm）はが
し、DC 電源システムに接続します。必ずマイナス側のケーブルをマイナス側の回線に接続し、プラス側の
ケーブルをプラス側の回路に接続してください。

Step 3

（注）

すべての電源接続において 2 色に分かれたケーブルを使用する場合、すべてのプラス側回路に同一
色のケーブルを使用し、すべてのマイナス側回路にもう一方のカラーを使用します。

警告

DC 電源端子には、危険な電圧またはエネルギーが存在している可能性があります。端子が使用さ
れていない場合は必ずカバーを取り付けてください。カバーを取り付けるときに絶縁されていない
伝導体に触れないことを確認してください。
ステートメント 1075

DC 電源モジュール前面の端子ボックスの保護カバーを留めている 3 本のネジを外し、カバーを取り外しま
す（次の図を参照）。

Step 4

（注）

端子ボックスには、4 つの電源端子に対応する 4 つのスロットがあります（マイナス [-]、プラス
[+]、プラス [+]、マイナス [-] の順に並んでいます）。各端子には 2 つのナットがあり、これらを使
用して電源ケーブルを端子に固定します。
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図 13 : 3 kW DC 電源モジュールの端子ボックス用保護カバーの取り外し

1
Step 5

防護カバーから 3 本のネジを取り外します。

2

カバーを取り外します。

次のように、4 つの端子スロットに 4 本のケーブル（2 本のプラス側ケーブルと 2 本のマイナス側ケーブル）
を取り付けます。
a) 4 つの端末スロットのそれぞれにある 2 つのナットを緩めます。
b) 各電源ケーブル端部のそれぞれにラグを取り付け、圧着します。
c) 各スロットの 2 つの端子に各ケーブル ラグを接続し、2 つのナットで固定し、40 インチ ポンド（4.5
N·m）まで締め付けます。
（注）

すべての電源接続において 2 色に分かれたケーブルを使用する場合、すべてのプラス側回路に
同一色のケーブルを使用し、すべてのマイナス側回路にもう一方のカラーを使用します。

d) 保護カバーを端子ボックスに戻し、3 本のネジで固定します。
Step 6

次のように、DC 電源モジュールから 4 本のケーブルを DC 電源に接続します。
a) 各電源ケーブルの未接続端の被覆が端から 0.75 インチ（19 mm）の長さではがされていない場合は、ワ
イヤ ストリッパを使用して被覆をこの寸法だけはがします。
b) マイナス側のケーブルを DC 電源のマイナス端子に接続し、プラス側の ケーブルを同じ電源のプラス端
子に接続します。
（注）

複合電源モードまたは電源装置の冗長モードを使用する場合は、シャーシ内のすべての電源装
置を同じ電源に接続します。入力電源の冗長モードまたは完全冗長モードを使用する場合は、
それそれの DC 電源装置を別々の DC 電源に接続します。

Step 7

電源装置に接続された回路の電源がオフになっている場合、回路ブレーカーで電源を入れます。接続された
各電源装置の Input 1（IN1）の LED および Input 2（IN2）の LED が点灯します。

Step 8

電源スイッチを 1 に設定して電源モジュールの電源をオンにします。LED が点滅し、Input LED のほかに、
Output LED もオンになります。
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FAULT LED が点灯または点滅する場合、Cisco TAC に連絡してください。

次のタスク
これでスイッチをネットワークに接続できます。

DC 電源への 3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュールの接続
1 本の電源コードを使用して、3.5 kW HVAC/HVDC 電源モジュールを DC 電源に接続し、電源モ
ジュールを適切にアースします。スイッチに使用する電源モードに応じて、すべての電源モジュー
ルを 1 つの DC 電源に接続するか、電源モジュールの半分を 1 つの DC 電源に接続し、残りの半
分を別の DC 電源に接続します。
始める前に
1 つまたは 2 つの電源に接続する前に、次のすべての項目を確認します。
• シャーシに電源モジュールが設置済みであること。
• 電源モジュールに接続される電源ケーブルの届く範囲に DC 電源があります。
• 電源ケーブルを使用して各 HVAC/HVDC 電源モジュールを DC 電源に接続できます。

Step 1

電源装置前面のスイッチがスタンバイ（0 の位置）に設定されていることを確認します。

Step 2

電源ケーブルを DC 電源に差し込みます。組み込みのラッチによって、電源ケーブルが電源モジュールに対
して固定されます。電源ケーブルのリリース ボタンを押すことで、電源モジュールから電源ケーブルを切断
できます。

Step 3

電源コードのもう一方の端を、データセンターに付属の DC 電源に差し込むか接続します。
（注）

電源コード プラグに示されているか、またはリング型ラグ端子ケーブルに表示されているように、
適切な極性とアースに電源モジュールを接続します。

警告

感電および火災のリスクを軽減するため、装置を電気回路に接続するときに、配線が過負荷になら
ないように注意してください。

ステートメント 1018
警告

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されて
います。感電または火災のリスクを軽減するため、保護対象の装置は次の定格を超えないようにし
ます。

250V、20 A
ステートメント 1005
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Step 4

電源モジュールのスイッチをスタンバイからオンに切り替えます（電源スイッチを 0 から 1 の位置に切り替
えます）。

Step 5

INPUT と OUTPUT の電源 LED が点灯し、FAULT LED が点灯も点滅もしていないことを確認し、電源装置
が DC 電力を受けていることを確認します。電源モジュールのすべての LED、および LED が示す状態につ
いては、表 D-5 を参照してください。
（注）

初めて電源を入れたときは、それぞれの LED が数秒間オンになるので、LED の機能を確認できま
す。

Fault LED が赤色に点滅している場合は、電源スイッチをスタンバイ（0 の位置）に切り替え、電源装置およ
び DC 電源に HVAC/HVDC 電力が接続されていることを確認した後、電源スイッチをオン（1 の位置）に戻
します。接続した電源装置の Input および Output の LED がグリーンに点灯し、Fault LED はオフになりま
す。
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