
基本的なデバイス管理
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基本的なデバイス管理の概要
ここでは、基本的なデバイス管理の概要について説明します。

デバイスのホスト名

コマンドプロンプトに表示されるデバイスのホスト名を、デフォルト（switch）から別のスト
リングに変更できます。デバイスに固有のホスト名を付けると、コマンドラインインターフェ

イス（CLI）プロンプトからそのデバイスを容易に特定できます。
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Message-of-the-Dayバナー
Message-of-The-Day（MOTD）バナーは、デバイス上でユーザログインプロンプトの前に表示
されます。このメッセージには、デバイスのユーザに対して表示する任意の情報を含めること

ができます。

デバイスクロック

デバイスを NTPクロックソースなどの有効な外部の時間調整機構と同期させない場合は、デ
バイスの起動時にクロックタイムを手動で設定できます。

クロックマネージャ

Cisco Nexusシャーシには、同期化する必要のある異なるタイプのクロックが搭載されている
ことがあります。これらのクロックは、さまざまなコンポーネント（スーパーバイザ、LCプ
ロセッサ、またはラインカードなど）の一部で、それぞれ異なるプロトコルを使用している場

合があります。

クロックマネージャには、これらの異なるクロックを同期する機能があります。

タイムゾーンと夏時間

デバイスのタイムゾーンと夏時間を設定できます。これらの値により、クロックの時刻が協定

世界時（UTC）からオフセットされます。UTCは、国際原子時（TAI）をベースにしており、
うるう秒を定期的に追加することで地球の自転の遅れを補償しています。UTCは、以前はグリ
ニッジ標準時（GMT）と呼ばれていました。

ユーザセッション

デバイス上のアクティブなユーザセッションを表示できます。また、ユーザセッションにメッ

セージを送信することもできます。ユーザセッションおよびアカウントの管理の詳細について

は、ご使用のデバイスの『Cisco Nexus Security Configuration Guide』を参照してください。

基本的なデバイス管理のライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

基本的なデバイス管理にライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージ

に含まれていない機能はすべて Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされ
ており、追加費用は一切発生しません。CiscoNX-OSのライセンス方式の詳細に
ついては、を参照してください。

Cisco
NX-OS
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デバイスのホスト名の変更
コマンドプロンプトに表示されるデバイスのホスト名を、デフォルト（switch）から別のスト
リングに変更できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

デバイスのホスト名を変更します。name
引数には、大文字と小文字を区別して、

{hostname | switchname} name

例：

ステップ 2

最大 32文字の英数字で値を指定しま
す。デフォルトは switchです。

Using the hostname command:
switch(config)# hostname Engineering1
Engineering1(config)# The switchname command

performs the same function as the
hostname command.

（注）

Using the switchname command:
Engineering1(config)# switchname
Engineering2
Engineering2(config)#

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 3

Engineering2(config)# exit
Engineering2#

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

（任意） copy running-config
startup-config

例：

ステップ 4

Engineering2# copy running-config
startup-config

MOTDバナーの設定
ユーザがログインしたときに端末にログインプロンプトの前に表示されるようにMOTDを設
定できます。MOTDバナーには、次の特性があります。

• 1行あたり最大 80文字

•最大 40行

基本的なデバイス管理
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

MoTDバナーを設定します。messageテ
キストでは、delimiting-characterを使用
しないでください。

banner motd delimiting-character message
delimiting-character

例：

ステップ 2

デリミタとして "および %は
使用しないでください。

（注）switch(config)# banner motd #Welcome
to the Switch#
switch(config)#

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 3

switch(config)# exit
switch#

設定されたMOTDバナーを表示しま
す。

（任意） show banner motd

例：

ステップ 4

switch# show banner motd

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

（任意） copy running-config
startup-config

例：

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

タイムゾーンの設定
UTCからデバイスのクロック時刻をオフセットするためにタイムゾーンを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#
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目的コマンドまたはアクション

タイムゾーンを設定します。zone-name
引数は、タイムゾーンの略語（PSTや

clock timezone zone-name offset-hours
offset-minutes

例：

ステップ 2

ESTなど）である3文字のストリングで
す。offset-hours引数は、UTCからのオswitch(config)# clock timezone EST -5

0 フセット値であり、有効な範囲は–23～
23時間です。offset-minutes引数の範囲
は、0～ 59分です。

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 3

switch(config)# exit
switch#

時間とタイムゾーンを表示します。（任意） show clock

例：

ステップ 4

switch# show clock

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

（任意） copy running-config
startup-config

例：

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

夏時間の設定
デバイスで夏時間を有効にする時期と、オフセット（分単位）を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

夏時間を設定します。clock summer-time zone-name start-week
start-day start-month start-time end-week
end-day end-month end-time offset-minutes

ステップ 2

zone-name引数は、タイムゾーンの略語
（PST、ESTなど）である 3文字のスト
リングです。例：

switch(config)# clock summer-time PDT
開始日と終了日の引数
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday1 Sunday March 02:00 1 Sunday

November 02:00 60
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目的コマンドまたはアクション

の値は、、、、、、およびSundayです。
Saturday

開始月と終了日の引数の値は

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyNovemberDecember、、、、、、、、、、、、
およびです。 AugustSeptemberOctober

The value for the start-time and end-time
arguments are in the format hh:mm.

offset-minutes引数の範囲は、0～ 1440分
です。

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 3

switch(config)# exit
switch#

設定されたMOTDバナーを表示しま
す。

（任意） show clock detail

例：

ステップ 4

switch(config)# show clock detail

実行コンフィギュレーションを、スター

トアップコンフィギュレーションにコ

ピーします。

（任意） copy running-config
startup-config

例：

ステップ 5

switch# copy running-config
startup-config

デバイスクロックの手動設定
デバイスがリモートの時刻源にアクセスできない場合、クロックを手動で設定できます。

始める前に

タイムゾーンを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイスクロックを設定します。clock set time day month year

例：

ステップ 1

The format for the time argument is
hh:mm:ss.switch# clock set 15:00:00 30 May 2008

Fri May 30 15:14:00 PDT 2008
day引数の範囲は 1～ 31です。

基本的なデバイス管理

6

基本的なデバイス管理

デバイスクロックの手動設定



目的コマンドまたはアクション

The values for the month argument are
January, February,March, April,May,
June, July, August, September, October,
November, and December.

year引数の範囲は 2000～ 2030です。

現在のクロック値を表示します。（任意） show clock

例：

ステップ 2

switch(config)# show clock

関連トピック

タイムゾーンの設定（4ページ）

クロックマネージャの設定
Cisco Nexusシャーシのコンポーネントのすべてのクロックを同期するように、Clock Manager
を設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

Clock Managerを設定します。clock protocol protocol vdc vdc-num

例：

ステップ 1

The values for the protocol argument are ptp,
ntp, and none.# clock protocol ptp vdc 2

次に、値について説明します。

• ptp—IEEE 1588で規定されている
ように、Precision Time Protocol
（PTP）でクロックを同期します。

• ntp—Network Time Protocol（NTP）
でクロックを同期します。

• none—Use clock set to set supervisor
clocks.

When none is used, the clock
in the specified VDC must
be configured.

（注）
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目的コマンドまたはアクション

プロトコルが設定された

ら、指定のVDCのクロッ
クはそのプロトコルを使

用する必要があります。

For example, if the clock
protocol ptp vdc 2
command is entered, then
PTP should be configured in
VDC 2.

（注）

vdc引数の範囲は、1～ 8です。

クロックマネージャの設定を表示しま

す。

（任意） show run clock_manager

例：

ステップ 2

#show run clock_manager

Cisco Nexus 3100シリーズスイッチでのモードの設定
次のコマンドを使用して、N9KモードのCiscoNexus 3100シリーズスイッチを設定できます。

始める前に

Cisco Nexus 3100-Vスイッチ以外の Cisco Nexus 3100シリーズスイッチは、N3KモードとN9K
モードの 2つのシステムモードをサポートするようになりました。N3Kモードはデフォルト
モードです。このモードでは、以前のCiscoNexus 3000シリーズおよびCiscoNexus 3100シリー
ズ NX-OSリリースと同じ CLIコマンドが使用されます。N9Kモードでは、Cisco Nexus 3100
シリーズスイッチで、Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの CLIコマンドを使用できます。
Cisco Nexus 9000シリーズの CLIコマンドについては、Cisco Nexus 9000シリーズのコンフィ
ギュレーションガイドを参照してください。

N9Kモードは Cisco Nexus 3100シリーズスイッチでのみ使用でき、Cisco Nexus 3000シリーズ
スイッチでは使用できません。CiscoNexus 3100Vスイッチは、N9KCLIのみサポートします。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

基本的なデバイス管理
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目的コマンドまたはアクション

モードを N9Kに設定します。switch(config)# system switch-mode mode

例：

ステップ 2

switch(config)# system switch-mode n9k
!WARNING: "write erase/reload" is
required before new mode is effective.

スタートアップコンフィギュレーショ

ンを削除します。

switch(config)# write erase

例：

ステップ 3

switch(config)# write erase
Warning: This command will erase the
startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)
[n] y

スイッチをリロードします。switch(config)# reload

例：

ステップ 4

switch(config)# reload
This command will reboot the system.
(y/n)? [n] y
2002 Jan 9 03:57:59 Neptune-1 %$ VDC-1
%$ %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET:
Manual system restart from Command Line
Interface

(c) Copyright 2013, Cisco Systems.
(c) Copyright 2015, Cisco Systems.
NPT3000 BIOS v.3.0.2, Tue 05/26/2015

Press TAB in 1 seconds to list all boot
options
Any other key to active boot...
Press ctrl L to go to loader prompt
in 2 secs

Booting kickstart image:
bootflash:/n9000-dk9.7.0.3.I2.0.527.bin
Image valid
INIT: version 2.88 booting
Skipping ata_piix for n3k.
Unsquashing rootfs ...

Loading IGB driver ...
Installing SSE module ... done
Creating the sse device node ... done
Loading I2C driver ...
Installing CCTRL driver for card_type
31 ...
CCTRL driver for card_index 11081 ...
7.46: Interrupt throttling disabled.
No cctrl irq detected.

Checking all
filesystems./etc/rc.d/rcS.d/S08check-flash-noinit:
line 167: sg_inq: command not found
/etc/rc.d/rcS.d/S08check-flash-noinit:
line 168: sg_inq: command not found
Current boot disk sda3..

基本的なデバイス管理
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目的コマンドまたはアクション

...Skipping LOGFLASH check for N3k...

.Skipping plog check for N3k...

Skipping installing default sprom
values...
Configuring network ...
Installing LC netdev ...
Installing veobc ...
Installing OBFL driver ...
..done Wed Jan 9 03:59:36 UTC 2002
tune2fs 1.42.1 (17-Feb-2012)
Setting reserved blocks percentage to
0% (0 blocks)
Starting portmap daemon...
creating NFS state directory: done
starting 8 nfsd kernel threads: done
starting mountd: done
starting statd: done
Saving image for img-sync ...
Loading system software
Installing local RPMS
Patch Repository Setup completed
successfully
Uncompressing system image: Wed Jan 9
03:59:46 UTC 2002
blogger: nothing to do.

..done Wed Jan 9 03:59:46 UTC 2002
Creating /dev/mcelog
Starting mcelog daemon
Removing dme lib
Moving N3K specific syslog config file
INIT: Entering runlevel: 3
Running S93thirdparty-script...

Populating conf files for hybrid sysmgr
...
Starting hybrid sysmgr ...
2002 Jan 9 03:59:54 %$ VDC-1 %$ Jan
9 03:59:52 %KERN-2-SYSTEM_MSG: [
9.062765] Initializing NVRAM Block 6
- kernel

2002 Jan 9 03:59:54 %$ VDC-1 %$ Jan
9 03:59:52 %KERN-2-SYSTEM_MSG: [

10.469175] hwport mode=6type 2. mod_no
0, inst_no 0 - kernel
2002 Jan 9 03:59:58 %$ VDC-1 %$
%USER-0-SYSTEM_MSG: after syslog open

- clis
2002 Jan 9 03:59:58 %$ VDC-1 %$
%USER-0-SYSTEM_MSG: after
ksink_get_rsw_sched_policy - clis
2002 Jan 9 03:59:58 %$ VDC-1 %$
%USER-0-SYSTEM_MSG: after
clis_process_options - clis
2002 Jan 9 03:59:58 %$ VDC-1 %$
%USER-0-SYSTEM_MSG: before access to
bkout_cfg - clis
2002 Jan 9 03:59:58 %$ VDC-1 %$
%USER-2-SYSTEM_MSG: main 2348- Done
with Shm..Now read commandfiles - clis
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
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目的コマンドまたはアクション

%PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 1
failed or shut down (Serial number N/A)
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-PS_OK: Power supply 2 ok
(Serial number )
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power
supply 2 ok
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-PS_ABSENT: Power supply 1
is absent/shutdown, ps-redundancy
might be affected
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-PS_RED_MODE_CHG: Power
supply operational redundancy mode
changed to non-redundant
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module
1 (Fan1(sys_fan1) fan) ok
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module
2 (Fan2(sys_fan2) fan) ok
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module
3 (Fan3(sys_fan3) fan) ok
2002 Jan 9 03:59:59 %$ VDC-1 %$
%PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module
4 (Fan4(sys_fan4) fan) ok
2002 Jan 9 04:00:01 %$ VDC-1 %$
%USER-2-SYSTEM_MSG: IP Netlink thread
init successful - netstack
2002 Jan 9 04:00:08 %$ VDC-1 %$
%USER-2-SYSTEM_MSG: main :2355- Done
with reading commandfiles - clis
2002 Jan 9 04:00:18 %$ VDC-1 %$
%USER-0-SYSTEM_MSG: end of default
policer - copp
2002 Jan 9 04:00:18 %$ VDC-1 %$
%COPP-2-COPP_NO_POLICY: Control-plane
is unprotected.
2002 Jan 9 04:00:27 %$ VDC-1 %$
icmpv6: IPV6 Netlink thread init
successful
2002 Jan 9 04:00:28 %$ VDC-1 %$
%VDC_MGR-2-VDC_ONLINE: vdc 1 has come
online
Waiting for system online status before
starting POAP ...
2002 Jan 9 04:01:01 switch %$ VDC-1
%$ %ASCII-CFG-2-CONF_CONTROL: System
ready
Starting Auto Provisioning ...
2002 Jan 9 04:01:02 switch %$ VDC-1
%$ %USER-0-SYSTEM_MSG: ETH_PORT_UP -
port_client
Done

Abort Auto Provisioning and continue
with normal setup ?(yes/no)[n]: 2002
Jan 9 04:01:03 switch %$ VDC-1 %$
%POAP-2-POAP_INITED: POAP process
initialized

基本的なデバイス管理

11

基本的なデバイス管理

Cisco Nexus 3100シリーズスイッチでのモードの設定



目的コマンドまたはアクション

yes
---- System Admin Account

Setup ----
Do you want to enforce secure password
standard (yes/no) [y]: no

Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":

---- 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 Nexus3000 Family
devices promptly with your
supplier. Failure to register may
affect response times for initial
service calls. Nexus3000 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
2015 Jan 9 04:01:26 switch %$ VDC-1
%$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy
copp-system-p-policy-strict.

User Access Verification
switch login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2015, Cisco and/or
its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works
contained in this software are
owned by other third parties and used
and distributed under their own
licenses, such as open source. This
software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty,
express or implied, including but not
limited to warranties of
merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software
are licensed under
the GNU General Public License (GPL)
version 2.0 or
GNU General Public License (GPL)
version 3.0 or the GNU
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目的コマンドまたはアクション

Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.0.
A copy of each such license is
available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php
and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html
and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

スイッチでコンフィギュレーションモー

ドが N9Kであることを確認します。
（任意） switch(config)# show system
switch-mode

例：

ステップ 5

switch(config)# show system
switch-mode
system switch-mode n9k
switch(config)#

ユーザの管理
デバイスにログインしたユーザの情報を表示したり、それらのユーザにメッセージを送信した

りできます。

ユーザセッションに関する情報の表示

デバイス上のユーザセッションに関する情報を表示できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

ユーザセッションを表示します。show users

例：

ステップ 1

switch# show users

ユーザへのメッセージ送信

デバイス CLIを使用して、現在アクティブなユーザにメッセージを送信できます。

基本的なデバイス管理
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手順

目的コマンドまたはアクション

アクティブなユーザセッションを表示

します。

（任意） show users

例：

ステップ 1

switch# show users

すべてのアクティブなユーザまたは特定

のユーザにメッセージを送信します。こ

send [session line] message-text

例：

ステップ 2

のメッセージは最大 80文字の英数字
で、大文字と小文字が区別されます。

switch# send Reloading the device is
10 minutes!

デバイスコンフィギュレーションの確認
POAPを使用してデバイスのブートストラップ後の設定を確認するには、次のコマンドのいず
れかを使用します。

目的コマンド

実行コンフィギュレーションを表示します。show running-config

スタートアップコンフィギュレーションを表示します。show startup-config

これらのコマンドの出力フィールドの詳細については、ご使用のデバイスの『Cisco Nexus
Command Reference』を参照してください。

基本的なデバイスパラメータのデフォルト設定
次の表に、基本的なデバイスパラメータのデフォルト設定を示します。

表 1 :デフォルトの基本的なデバイスパラメータ

デフォルトパラメータ

User Access VerificationMOTDバナーテキスト

UTCクロックタイムゾーン

基本的なデバイス管理に関する追加情報
基本的なデバイス管理に関する追加情報を示します。
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基本的なデバイス管理の関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』ライセンス

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』コマンドリファレン

ス

基本的なデバイス管理
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