
LED

この付録は、次の項で構成されています。

•シャーシ LED（1ページ）
•スーパーバイザモジュールの LED（2ページ）
• I/Oモジュールの LED（5ページ）
•ファントレイの LED（7ページ）
•電源 LED（7ページ）

シャーシ LED

シャーシ LED

ステータス色LED

電源モジュールはすべて動作可能です。グリー

ン

PSU

次の問題のいずれかが存在します。

•少なくとも 1つの電源モジュール LEDがレッドです。

•少なくとも 1つの電源モジュールがダウンしています。

オレン

ジ

ファントレイはすべて動作可能です。グリー

ン

FAN

少なくとも 1台のファントレイモジュール LEDがレッドです。オレン

ジ

スーパーバイザモジュールはすべて動作しています。グリー

ン

SUP

少なくとも 1台のスーパーバイザモジュール LEDがレッドです。オレン

ジ

LED
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ステータス色LED

ファブリックモジュールはすべて動作しています。グリー

ン

FAB

少なくとも 1台のファブリックモジュール LEDがレッドです。オレン

ジ

I/Oモジュールはすべて動作しています。グリー

ン

IOM

少なくとも 1台のモジュール LEDがレッドです。オレン

ジ

スーパーバイザモジュールの LED
Status（ステータス）色LED

すべての診断テストに合格しています。モジュールは動作可

能です（通常の初期化シーケンス）。

グリーンSTATUS

次のいずれかを示します。

•モジュールはスロット IDパリティエラーを検出しまし
た。電源はオンにならず、モジュールは起動しません。

•モジュールはブート中、または診断テストを実行中です
（標準初期化シーケンス）。

•過熱状態が発生しています。（環境モニタリング中に、
マイナー温度しきい値を超えました）。

オレンジ

次のいずれかを示します。

•診断テストに不合格となりました。

•初期化シーケンス中に障害が発生したため、モジュール
は正常に動作していません。

•過熱状態が発生しています。（環境モニタリング中に、
メジャー温度しきい値を超えました）。

レッドで点

滅

モジュールはスロット IDパリティエラーを検出しました。
電源はオンにならず、モジュールは起動しません。

赤

モジュールに電力が供給されていません。消灯
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Status（ステータス）色LED

オペレータが、シャーシ内でこのモジュールを識別するため

にこの LEDをアクティブにしました。
青（点滅）ID

このモジュールは識別されていません。消灯

すべてのシャーシ環境モニタが OKを報告しています。グリーンSYSTEM

次のいずれかを示します。

•最低1つの電源装置が故障したか、電源装置のファンが
故障しました。

•互換性のない電源装置が搭載されています。

•シャーシ内の少なくとも1つの冗長ファンまたはファン
コントローラに障害が発生しています。過熱は差し迫っ

ていません。

オレンジ

次のいずれかを示します。

•スーパバイザエンジンの温度がメジャーしきい値レベル
を超過しました。

•シャーシ内の少なくとも1つの非冗長ファンまたはファ
ンコントローラ、または両方の冗長ファンに障害が発生

しています。過熱が差し迫っています。

赤

スーパーバイザモジュールが動作可能でアクティブです。グリーンACTIVE

スーパーバイザモジュールはスタンバイモードです。オレンジ

取り付けられたすべてのモジュールに十分な電力を供給でき

ます。

グリーンPWR MGMT

取り付けられたすべてのモジュールに十分な電力を供給でき

ません。

オレンジ

モジュールがリンクを検出しました。グリーンLINK

モジュールがリンクを検出しません。消灯

モジュールは送信中または受信中です。グリーンに

点滅

ACT

モジュールは送信も受信もしていません。消灯
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Status（ステータス）色LED

管理ポートが動作しています。グリーンMGMT ETH

スーパ

バイザ

2Eモ
ジュー

ルでの

み利用

可能で

す。

（注）
管理ポートリンクがソフトウェアによって無効になりまし

た。

オレンジ

管理ポートリンクが不適切であり、ハードウェアの故障の

ために無効になりました。

オレンジに

点滅

モジュールが信号を検出しませんでした。消灯

ログフラッシュ CompactFlashまたはUSBディスクがアクセ
スしています。LEDがオフになるまで、メディアを取り外さ
ないでください。

グリーンLOG FLASH

拡張フラッシュ CompactFlashまたは USBディスクがアクセ
スしていません。このLEDがオフである間は、CompactFlash
を取り外すことができます。

消灯

拡張フラッシュ CompactFlashまたは USBディスクがアクセ
スしています。LEDがオフになるまで、メディアを取り外さ
ないでください。

グリーンSlot 0

ログフラッシュ CompactFlashまたはUSBディスクがアクセ
スしていません。このLEDがオフである間は、CompactFlash
を取り外すことができます。

消灯

ログフラッ

シュ
CompactFlash
または USB
ディスクが

アクセスし

ていませ

ん。この

LEDがオフ
である間

は、
CompactFlash
を取り外す

ことができ

ます。

消灯
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Status（ステータス）色LED

拡張フラッシュ CompactFlashまたは USBディスクがアクセ
スしています。LEDがオフになるまで、メディアを取り外さ
ないでください。

グリーンUSB1

ログフラッシュ CompactFlashまたはUSBディスクがアクセ
スしていません。このLEDがオフである間は、CompactFlash
を取り外すことができます。

消灯

I/Oモジュールの LED
ステータス色LED

オペレータが、シャーシ内でこのモジュールを識別するた

めにこの LEDをアクティブにしました。
青（点滅）ID

この LEDは使用されていません。消灯
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5

LED

I/Oモジュールの LED



ステータス色LED

すべての診断に合格しました。このモジュールは動作可能

です（通常の初期化シーケンス）。

グリーンステータス

次のいずれかを示します。

•モジュールは起動中、または診断テストの実行中です。

•過熱状態が発生しています。（環境モニタリング中に、
マイナー温度しきい値を超えました）。

オレンジ

次のいずれかを示します。

•スイッチの電源をオンにしたばかりで、モジュールを
リセット中です。

•初期化プロセス中にモジュールが挿入されました。

•過熱状態が発生しています。環境モニタリング中に、
メジャー温度しきい値を超えました

•モジュールが最初のリセット中にコードおよび設定情
報のダウンロードに失敗しました。モジュールはオン

ラインではありません。

レッドで点滅

次のいずれかを示します。

•モジュールはスロット IDパリティエラーを検出しま
した。電源はオンにならず、モジュールは起動しませ

ん。

•モジュールの挿入が不完全であり、スーパーバイザに
確実に接続されていません。

赤

モジュールに電力が供給されていません。消灯

ポートはアクティブです（リンクは接続済みでアクティ

ブ）。

グリーンLink（ポー
トごと）

CLIコマンドでモジュールまたはポートがディセーブルに
されているか、モジュールが初期化中です。

オレンジ

ポートが故障していて無効です。オレンジに点滅

ポートがアクティブでないか、リンクが接続されていませ

ん。

消灯
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ファントレイの LED
Status（ステータス）色LED

ファントレイは動作しています。グリーンSTATUS

1つ以上のファンがしきい値速度以下で動作しています。

ファントレイが十分な電力を受けていません。

レッドで点

滅

電力がファントレイに通っていません。消灯

オペレータが、シャーシ内でこのモジュールを識別するために

この LEDをアクティブにしました。
青（点滅）ID

このモジュールは識別されていません。消灯

すべての診断テストに合格しています。モジュールは動作可能

です（通常の初期化シーケンス）。

グリーンFABRIC
STATUS

次のいずれかを示します。

•診断テストに不合格となりました。初期化シーケンスで障
害が発生したためモジュールは動作不能です。

•システムの吸気温度がカードの安全動作温度の制限を超え
ています（メジャーな環境警告）。カードは、致命的な損

傷を防ぐためにシャットダウンされます。

赤

次のいずれかを示します。

•ファブリックモジュールを挿入したばかりで、起動中で
す。

•過熱状態になり、モジュールの電源がオフになりました。

• CLIコマンドにより、電源がオフになりました。

•モジュールをリセット中であり、どちらのイジェクトレ
バーもアウトになっています。

レッドで点

滅

電源 LED
電源モジュール（AC、DC、および HVAC/HVDC電源モジュール）に応じて、1つまたは 2つ
の INPUTLEDがあります。Output、Fault、IDのLEDの機能は、AC、DC、およびHVAC/HVDC
電源モジュールユニットにおいて同じです。
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ステータス色LED

AC、HVAC/HVDC、または DC入力電圧が有効範囲内です。グリーンInput 1

AC、HVAC/HVDC、または DC入力電圧が有効範囲外です。消灯

DC入力電圧が有効範囲内です。グリーンInput 2
（DC電源
モジュー

ルユニッ

トでのみ

使用可

能）

DC入力電圧が有効範囲外です。消灯

ACまたは DC出力電力が有効範囲内です。グリーン出力

ACまたは DC出力電力が有効範囲外です。消灯

ACまたは DC出力電圧および電源装置ユニットのテストが OKで
す。

消灯Fault

自己診断テストに不合格となったか、別の電源装置の故障が発生し

ました。

赤（点滅）

オペレータが、シャーシ内でこのモジュールを識別するためにこの

LEDをアクティブにしました。
青（点滅）ID

このモジュールは識別されていません。消灯
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