オンライン診断の設定
この章では、デバイス上で汎用オンライン診断（GOLD）機能を設定する方法について説明しま
す。
この章の内容は、次のとおりです。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• オンライン診断について, 2 ページ
• オンライン診断機能のライセンス要件, 11 ページ
• オンライン診断の注意事項と制約事項, 11 ページ
• オンライン診断のデフォルト設定, 12 ページ
• オンライン診断の設定, 12 ページ
• オンライン診断設定の確認, 18 ページ
• オンライン診断のコンフィギュレーション例, 20 ページ
• その他の参考資料, 20 ページ
• オンライン診断の「機能の履歴」表, 20 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースで、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされて
いるとは限りません。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/ の
Bug Search Tool およびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。こ
のモジュールに記載されている機能の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリス
トについては、「新機能および変更された機能に関する情報」の章または以下の「機能の履歴」
表を参照してください。
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オンライン診断について
オンライン診断機能を使用すると、ハードウェアおよび内部データ パスが設計どおりに動作して
いるかどうかを確認し、障害を迅速に分離できます。

オンライン診断の概要
オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブ ネットワークに接続したまま、デバイ
スのハードウェア機能をテストして確認できます。
オンライン診断機能には、さまざまなハードウェアコンポーネントを検査し、データパスと制御
信号を確認するテストが組み込まれています。中断を伴うオンライン診断テスト（破壊モードの
ループバック テストなど）、および中断を伴わないオンライン診断テスト（ASIC レジスタ検査
など）は、起動時、ライン モジュールの活性挿抜（OIR）時、およびシステム リセット時に実行
されます。中断を伴わないオンライン診断テストは、バックグラウンドヘルスモニタリングの一
部として実行され、これらのテストはオンデマンドで実行できます。
オンライン診断は、起動、ランタイムまたはヘルスモニタリング診断、およびオンデマンド診断
に分類されます。起動診断は起動時に、ヘルスモニタリング テストはバックグラウンドで、オン
デマンド診断はアクティブ ネットワークにデバイスが接続されたときに 1 回だけ、またはユーザ
が指定した間隔で実行されます。

ブートアップ診断
起動診断は起動中に実行され、Cisco NX-OS がモジュールをオンラインにする前に、障害ハード
ウェアが検出されます。たとえば、デバイスに障害モジュールを搭載した場合、起動診断でモ
ジュールがテストされ、デバイスがそのモジュールをトラフィックの転送に使用しないうちに、
モジュールがオフラインにされます。
起動診断では、スーパーバイザとモジュール ハードウェア間、およびすべての ASIC のデータ パ
スと制御パス間の接続も検査されます。
起動診断テストはエラーを Onboard Failure Logging（OBFL）および syslog に記録し、診断の LED
表示（オン、オフ、合格、失敗）を開始します。
起動診断テストをバイパスするようにデバイスを設定することも、またはすべての起動診断テス
トを実行するように設定することもできます。

（注）

オンデマンド方式で起動テストを使用することはできません。
次の表では、モジュールおよびスーパーバイザの起動診断テストについて説明します。
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表 1：モジュールの起動診断テスト

テスト名

説明

EOBCPortLoopback

—
中断を伴うテストで、 すべての F1、M1、
オンデマンド型テスト M3、F2、F2e および F2
ではありません。イー モジュール
サネット帯域外

OBFL

—
オンボード障害ロギン すべての F1、M1、
グ（OBFL）フラッシュ M3、F2、F2e および F2
の整合性を確認しま
モジュール
す。

FIPS

中断を伴うテストで、
FIPS がシステム上でイ
ネーブルの場合にのみ
実行されます。モ
ジュール上のセキュリ
ティ デバイスを検証す
るためにモジュール起
動時に実行される内部
テスト。

N7K-M148GS-11

N7K-M148GT-11

N7K-M148GS-11L

N7K-M148GT-11L

N7K-M108X2-12L

すべての F1 モジュール

N7K-M132XP-12

すべての F2 モジュール

N7K-M132XP-12L

N7K-F248XT-25E

中断を伴うテストで、
オンデマンド型テスト
ではありません。
PortLoopback テストは
モジュールの起動時に
だけ実行されます。

N7K-M148GS-11

N7K-M148GT-11

N7K-M148GS-11L

N7K-M148GT-11L

N7K-M108X2-12L

すべての F3 モジュール

BootupPortLoopback

サポートされているモ サポートされないモ
ジュール
ジュール

すべての M2 モジュー すべての F3 モジュール
ル
すべての M3 モジュー
ル

N7K-M132XP-12
N7K-M132XP-12L
すべての M2 モジュー
ル
すべての F1 モジュール
すべての F2 モジュール
すべて F2e モジュール
N77-M348XP-23L
N77-M324FQ-25L
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表 2：スーパーバイザの起動診断テスト

テスト名

説明

サポートされているモ サポートされないモ
ジュール
ジュール

USB

中断を伴わないテス
Sup1、Sup2、および
ト。モジュールにおけ Sup2E
る USB コントローラの
初期化を検査

—

CryptoDevice

Sup1
中断を伴わないテス
ト。モジュールにおけ
る Cisco Trusted Security
（CTS）デバイスの初
期化を検査

Sup2 および Sup2E

ManagementPortLoopback 中断を伴うテストで、 Sup1、Sup2、および
オンデマンド型テスト Sup2E
ではありません。モ
ジュールの管理ポート
でループバックをテス
トします。

—

EOBCPortLoopback

中断を伴うテストで、 Sup1、Sup2、および
オンデマンド型テスト Sup2E
ではありません。イー
サネット帯域外。

—

OBFL

オンボード障害ロギン Sup1、Sup2、および
グ（OBFL）フラッシュ Sup2E
の整合性を確認しま
す。

—

ランタイムまたはヘルス モニタリング診断
ランタイム診断はヘルス モニタリング（HM）診断ともいいます。これらの診断テストによって、
アクティブ デバイスの状態に関する情報が得られます。ランタイム ハードウェア エラー、メモ
リエラー、ハードウェアモジュールの経時的劣化、ソフトウェア障害、およびリソース不足が検
出されます。
アクティブネットワークトラフィックを処理するデバイスの状態を確認するランタイム診断テス
トは、中断を伴わず、バックグラウンドで実行されます。ランタイム テストをイネーブルまたは
ディセーブルにできます。ランタイム テストのランタイム間隔を変更できます。
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（注）

推奨されるベスト プラクティス：ランタイム間隔は、デフォルト値から変更しないでくださ
い。
次の表では、モジュールおよびスーパーバイザのランタイム テストについて説明します。
表 3：モジュールのランタイム診断テスト

テスト名

説明

デフォルトのイ
ンターバル

サポートされているモ サポートされな
ジュール
いモジュール

ASICRegisterCheck モジュール上の 1 分
ASIC のレジスタ
をスクラッチす
るための読み取
りと書き込みア
クセス権を確認
します。

すべてのモジュール

—

PrimaryBootROM モジュール上の 30 分
プライマリ ブー
ト デバイスの完
全性を確認しま
す。

すべてのモジュール

—

SecondaryBootROM モジュール上の 30 分
セカンダリ ブー
ト デバイスの完
全性を確認しま
す。

すべてのモジュール

—

すべての Admin 15 分
Down ポートで、
ポート単位での
診断をチェック
します。

N7K-M148GS-11 RF

N7K-M148GT-11

N7K-M148GS-11L

N7K-M148GT-11L

PortLoopback

N7K-M108X2-12L
N7K-M132XP-12 RF
N7K-M132XP-12L
N77-F348XP-23
すべての M2、F1、
F2、F3、および F2e モ
ジュール
N77-M348XP-23L
N77-M324FQ-25L
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テスト名

説明

デフォルトのイ
ンターバル

RewriteEngineLoopback 中断のないポー 1 分
ト単位のループ
バック テストで
あり、したがっ
て起動中のポー
トでも実行でき
ます。ファブ
リック 接続から
LC 接続までモニ
タするよう設計
されており、
スーパーバイザ
およびファブ
リックの障害を
検出できます。
SnakeLoopback

shut 状態ではな
いポートも含め
たすべてのポー
ト上で中断を伴
わないループ
バックを実行し
ます。ポート
は、モジュール
起動中にスネー
クに形成され、
スーパーバイザ
はスネーク接続
性を定期的に
チェックしま
す。

20 分

InternalPortLoopback 中断のないポー 5 分
ト単位のループ
バック テストで
あり、したがっ
て起動中のポー
トでも実行でき
ます。
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サポートされているモ サポートされな
ジュール
いモジュール
すべての M1、M2、
F2、および F2e モ
ジュール

すべての F1 およ
び F3 モジュール

N77-M348XP-23L
N77-M324FQ-25L

すべての F1、F2、およ すべての M1、
び F2e モジュール
M2、M3、および
F3 モジュール

すべての M2、F2、お
よび F2e モジュール
N77-M348XP-23L
N77-M324FQ-25L

すべての M1、
F1、および F3 モ
ジュール

オンライン診断の設定
ランタイムまたはヘルス モニタリング診断

表 4：スーパーバイザのランタイム診断テスト

テスト名

説明

デフォルトのイ
ンターバル

ASICRegisterCheck モジュール上の 20 秒
ASIC のレジスタ
をスクラッチす
るための読み取
りと書き込みア
クセス権を確認
します。

サポートされるスー
パーバイザ

サポートされな
いスーパーバイ
ザ

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

NVRam

スーパーバイザ
の NVRAM ブ
ロックの健全性
を確認します。

5分

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

RealTimeClock

スーパーバイザ 5 分
上のリアルタイ
ム クロックが時
を刻んでいるか
どうかを確認し
ます。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

PrimaryBootROM モジュール上の 30 分
プライマリ ブー
ト デバイスの完
全性を確認しま
す。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

SecondaryBootROM モジュール上の 30 分
セカンダリ ブー
ト デバイスの完
全性を確認しま
す。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

内蔵コンパクト 30 分
フラッシュ デバ
イスにアクセス
できるかどうか
を確認します。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

CompactFlash
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テスト名

説明

デフォルトのイ
ンターバル

ExternalCompactFlash 外部コンパクト 30 分
フラッシュ デバ
イスにアクセス
できるかどうか
を確認します。
30 秒

サポートされな
いスーパーバイ
ザ

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

PwrMgmtBus

スタンバイの電
源管理制御バス
を確認します。

SpineControlBus

スタンバイ スパ 30 秒
イン モジュール
制御バスの使用
可能性を確認し
ます。

Sup1 および Sup2

Sup2E

SystemMgmtBus

スタンバイ シス 30 秒
テム管理バスの
使用可能性を確
認します。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

StatusBus

スーパーバイ
30 秒
ザ、モジュー
ル、およびファ
ブリック カード
に対するステー
タス バイパスに
よって送信され
るステータスを
確認します。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—

StandbyFabricLoopback スパイン カード 30 秒
のクロスバーに
対するスタンバ
イ スーパーバイ
ザの接続を確認
します。

Sup1、Sup2、および
Sup2E

—
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テスト名

説明

デフォルトのイ
ンターバル

PCIeBus

スーパーバイザ 30 秒
からファブリッ
ク カード上のク
ロスバー ASIC
への PCIe 接続を
確認します。

サポートされるスー
パーバイザ

サポートされな
いスーパーバイ
ザ

Sup2 および Sup2E

—

指定のヘルス モニタリング診断のリカバリ アクション
Cisco NX-OS Release 6.2(8) 以前では、ランタイム テストでハードウェア障害が検出されたときに、
修正リカバリアクションが実行されませんでした。EEM を通したデフォルト アクションにはア
ラートの生成（callhome、syslog）およびロギング（OBFL、例外ログ）が含まれます。これらの
アクションは、情報は提供しますが、ネットワーク中断、トラフィックブラックホールなどの結
果が生じるデバイス障害をネットワークから除くものではありませんでした。Cisco NX-OS Release
6.2(8) 以前では、ネットワークを回復するには手動でデバイスをシャットダウンする必要がありま
す。
Cisco NX-OS Release 6.2(8) 以降では、以下のいずれかのランタイムまたはヘルス モニタリング テ
ストで障害が検出された場合、中断アクションを実行するようにシステムを設定できます。
• PortLoopback テスト
• RewriteEngineLoopback テスト
• SnakeLoopback テスト
• StandbyFabricLoopback テスト
リカバリ アクション機能は、デフォルトではディセーブルになっています。この機能を使用する
と、ヘルス モニタリングまたはランタイム テストでの繰り返しエラーが起きた場合、中断アク
ションを実行するようにシステムを設定できます。この機能はすべての 4 つのテスト上の修正お
よび保守アクションをイネーブルまたはディセーブルにします。修正アクションはテストによっ
て異なります。テストに対する連続エラー数の最大値を超えた場合、システムは修正アクション
を実行します。
リカバリ アクション機能がイネーブルの場合、各テストでの修正アクションは次のとおりです。
• PortLoopback テスト：システムは、障害を登録しているポートを error-disabled ステートに移
動します。
• RewriteEngineLoopback テスト：システムは障害がスーパーバイザ、ファブリック、または
ポートのどこで発生しているかに応じて以下のような異なる修正アクションを実行します。
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• スタンバイ スーパーバイザを持つシャーシで、システムがスーパーバイザに障害を検出
すると、システムはスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。シャーシにスタンバイ
スーパーバイザがない場合、システムはアクションを実行しません。
• ファブリックに障害が発生すると、システムはファブリックを 3 回リロードします。失
敗が続行する場合、システム電力がファブリックでダウンになっています。
• ポートに障害が発生すると、システムは障害ポートを error-disabled ステートに移動しま
す。
• SnakeLoopback テスト：テストがモジュール上のいずれかのポートでエラーを 10 回連続で検
出した場合、システムは障害ポートを error-disabled ステートに移動します。
• StandbyFabricLoopback テスト：このテストでエラーを検出した後、システムはスタンバイ
スーパーバイザのリロードを 3 回試行します。システムがスタンバイ スーパーバイザをリ
ロードできない場合、システムはスーパーバイザの電源をオフにします。
最後に、システムは、各アクションの詳細、テストのタイプ、および重大度を含むリカバリ アク
ションの履歴を保持します。これらのカウンタは表示可能です。

オンデマンド診断
オンデマンド テストは、障害の場所を特定するのに役立ちます。通常は、次のような状況で必要
です。
• 障害の分離など、発生したイベントに対処する場合。
• リソース使用限度の超過などのイベントの発生が予測される場合。
すべてのヘルスモニタリングテストをオンデマンドで実行できます。即時実行するオンデマンド
診断テストをスケジューリングできます。
ヘルス モニタリング テストのデフォルト インターバルも変更可能です。

ハイ アベイラビリティ
ハイアベイラビリティの重要な要素は、アクティブネットワークでデバイスが動作しているとき
に、ハードウェア障害を検出して対策を取ることです。ハイ アベイラビリティのオンライン診断
では、ハードウェア障害を検出して、スイッチオーバーを判断するためにハイ アベイラビリティ
ソフトウェアにフィードバックします。
Cisco NX-OS は、オンライン診断のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたは
スーパーバイザ スイッチオーバーの後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用しま
す。
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仮想化のサポート
Cisco NX-OS は、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト（VDC）、または Cisco NX-OS Release
6.1 からは管理 VDC でのオンライン診断をサポートします。デフォルトでは、Cisco NX-OS はデ
フォルト VDC に配置します。
オンライン診断機能は Virtual Routing and Forwarding（VRF）を認識します。特定の VRF を使用し
てオンライン診断 SMTP サーバに接続するようにオンライン診断機能を設定できます。

オンライン診断機能のライセンス要件
製品

ライセンス要件

Cisco
NX-OS

オンライン診断機能にライセンスは不要です。ライセンス パッケージに含まれて
いない機能は Cisco NX-OS イメージにバンドルされており、無料で提供されます。
NX-OS ライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照
してください。

オンライン診断の注意事項と制約事項
オンライン診断には、次の注意事項と制限事項があります。
• 中断を伴うオンライン診断テストをオンデマンド方式で実行することはできません。
• F1 シリーズ モジュールは、ASICRegisterCheck、PrimaryBootROM、SecondaryBootROM、
EOBCPortLoopback、PortLoopback および BootupPortLoopback のテストをサポートします。
• F1 シリーズ モジュール上の RewriteEngineLoopback および SnakeLoopback テストのサポート
は Cisco NX-OS Release 5.2 で非推奨になりました。
• Cisco NX-OS Release 6.1 以降では、F2 シリーズ モジュールが RewriteEngineLoopback および
SnakeLoopback テストをサポートします。
• Cisco NX-OS Release 7.3(0)DX(1) 以降では、M3 シリーズ モジュールが汎用オンライン診断を
サポートします。
M3 シリーズでは、次の汎用オンライン診断がサポートされます。
表 5：M3 シリーズでサポートされる汎用オンライン診断

ASICRegisterCheck

ヘルス モニタリング/オンデマンド

PrimaryBootROM

ヘルス モニタリング/オンデマンド
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オンライン診断の設定
オンライン診断のデフォルト設定

SecondaryBootROM

ヘルス モニタリング/オンデマンド

EOBCPortLoopback

ブートアップ テストのみ

OBFL

ブートアップ テストのみ

PortLoopback

port admin がダウンした場合のヘルス モニタリ
ング/オンデマンドのみ

RewriteEngineLoopback

ヘルス モニタリング/オンデマンド

IntPortLoopback

ヘルス モニタリング/オンデマンド

BootupPortLoopback

ブートアップ テストのみ

オンライン診断のデフォルト設定
次の表に、オンライン診断パラメータのデフォルト設定を示します。
パラメータ

デフォルト

起動時診断レベル

complete

中断を伴わないテスト

active

オンライン診断の設定
（注）

この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

起動診断レベルの設定
一連のすべてのテストを実行するように起動診断機能を設定することも、またはモジュールが短
時間で起動するように、すべての起動診断テストをバイパスするように設定することもできます。

（注）

起動時オンライン診断レベルを complete に設定することを推奨します。起動時オンライン診断
をバイパスすることは推奨しません。
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オンライン診断の設定
診断テストのアクティブ化

はじめる前に
正しい VDC 内にいることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# configure terminal

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。

ステップ 2

switch(config)# diagnostic
デバイスの起動に続いて診断テストが開始される
bootup level {complete | bypass} ように、起動診断レベルを設定します。
• complete：すべての起動診断テストを実行し
ます。complete がデフォルトです。
• bypass：起動診断テストを実行しません。

ステップ 3

switch(config)# show diagnostic （任意）
bootup level
現在、デバイスで実行されている起動診断レベル
（bypass または complete）を表示します。

ステップ 4

switch(config)# copy
running-config startup-config

（任意）
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。

診断テストのアクティブ化
診断テストをアクティブに設定し、任意でテストの実行間隔（時間、分、秒単位）を変更できま
す。

（注）

推奨されるベスト プラクティス：ランタイム間隔は、デフォルト値から変更しないでくださ
い。

はじめる前に
正しい VDC 内にいることを確認します。VDC の変更は switchto vdc コマンドを使用します。
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オンライン診断の設定
診断テストのアクティブ化

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 switch# configure terminal

目的
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。

ステップ 2 switch(config)# diagnostic
（任意）
monitor interval moduleslottest 指定されたテストを実行するインターバルを設定し
[test-id | name | all]
ます。インターバルを設定しなかった場合は、過去
hourhourminminutesecondsecond
に設定されたインターバルまたはデフォルトのイン
ターバルでテストが実行されます。
引数の範囲は次のとおりです。
• slot：範囲は 1 ～ 10 です。
• test-id：範囲は 1 ～ 14 です。
• name：最大 32 の英数字を使用できます。大文字
と小文字は区別されます。
• hour：範囲は 0 ～ 23 時間です。
• minute：範囲は 0 ～ 59 分です。
• second：範囲は 0 ～ 59 秒です。
ステップ 3 switch(config)# [no] diagnostic 指定されたテストをアクティブにします。
monitor moduleslottest [test-id |
引数の範囲は次のとおりです。
name | all]
• slot：範囲は 1 ～ 10 です。
• test-id：範囲は 1 ～ 14 です。
• name：最大 32 の英数字を使用できます。大文字
と小文字は区別されます。
このコマンドの [no] 形式は、指定されたテストを非
アクティブにします。非アクティブにしたテストで
は、現在の設定が維持されますが、スケジュール上
のインターバルではテストは実行されません。
ステップ 4 switch(config)# show diagnostic （任意）
content module {slot | all}
診断テストおよび対応する属性の情報を表示します。
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オンライン診断の設定
診断テストを非アクティブとして設定する場合

診断テストを非アクティブとして設定する場合
診断テストを非アクティブとして設定できます。非アクティブにしたテストでは、現在の設定が
維持されますが、スケジュール上のインターバルではテストは実行されません。
グローバルコンフィギュレーションモードで診断テストを非アクティブとして設定するには、次
のコマンドを使用します。
コマンド

目的

no diagnostic monitor module slot test
[test-id|name | all]

指定されたテストを非アクティブにします。
各キーワードで次の範囲が有効です。
• slot：範囲は 1 ～ 10 です。
• test-id：範囲は 1 ～ 14 です。
• name：最大 32 の英数字を使用できます。
大文字と小文字は区別されます。

修正アクションの設定
以下のランタイム診断テストで障害が検出された場合に修正アクションを実行するようにデバイ
スを設定できます。
• PortLoopback
• RewriteEngineLoopback
• SnakeLoopback
• StandbyFabricLoopback

（注）

この機能はすべての4つのテスト上の修正および保守アクションをイネーブルまたはディセー
ブルにします。修正アクションはテストによって異なります。

はじめる前に
正しい VDC 内にいることを確認します。VDC を変更するには、switchto vdc コマンドを使用しま
す。
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オンライン診断の設定
オンデマンド診断テストの開始または中止

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

switch# configure terminal

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。

ステッ
プ2

switch(config)# [no] diagnostic
eem action conservative

PortLoopback、RewriteEngineLoopback、
SnakeLoopback、InternalPortLoopback および
StandbyFabricLoopback テストでシステムが障害を検出
した場合に、修正アクションをイネーブルまたはディ
セーブルにします。
（注）

ステッ
プ3

switch# event gold [failure-type
{sup | fabric | lc | port}] module
{module | all} test {test-name |
test-id} [severity {major | minor
| moderate}] testing-type
{bootup | monitoring | ondemand
| scheduled}
consecutive-failurecount

これらの修正アクションをディセーブルに
するには、コマンドの no 形式を使用しま
す。

名前で指定されたオンライン診断テストが、設定され
た回数だけ連続して、設定された重大度で失敗した場
合に、イベントを発生させます。
module は、モニタする必要があるモジュールの番号を
指定します。
test-name は設定されたオンライン診断テストの名前で
す。test-id は、イベント条件のテスト ID を指定しま
す。値の範囲は 1 ～ 30 です。
count の範囲は 1 ～ 1000 です。
（注）

この CLI コマンドを使用して、GOLD シス
テムのデフォルト ポリシーの連続エラー数
も変更できます。

オンデマンド診断テストの開始または中止
オンデマンド診断テストを開始または中止できます。任意で、このテストを繰り返す回数の変更
や、テストが失敗した場合のアクションの変更を行えます。
スケジューリングされたネットワーク メンテナンス期間内に、破壊モードの診断テストを開始す
る場合は、手動での開始に限定することを推奨します。

はじめる前に
正しい VDC 内にいることを確認します。VDC を変更するには、switchto vdc コマンドを使用しま
す。
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オンライン診断の設定
診断結果の消去

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# diagnostic ondemand
iterationnumber

（任意）
オンデマンド テストの実行回数を設定します。範
囲は 1 ～ 999 です。デフォルトは 1 です。

ステップ 2

switch# diagnostic ondemand
action-on-failure {continue
failure-countnum-fails | stop}

（任意）
オンデマンド テストが失敗した場合のアクション
を設定します。num-fails の範囲は 1 ～ 999 です。
デフォルトは 1 です。

ステップ 3

switch# diagnostic start
モジュール上で 1 つまたは複数の診断テストを開
moduleslottest [test-id | name | all 始します。モジュール スロットの範囲は 1 ～ 10
| non-disruptive]
です。test-id の範囲は 1 ～ 14 です。テスト名は大
[portport-number | all]
文字と小文字を区別し、最大 32 の英数字を使用で
きます。ポート範囲は 1 ～ 48 です。

ステップ 4

switch# diagnostic stop
モジュール上で 1 つまたは複数の診断テストを中
moduleslottest [test-id | name | all] 止します。モジュール スロットの範囲は 1 ～ 10
です。test-id の範囲は 1 ～ 14 です。テスト名は大
文字と小文字を区別し、最大 32 の英数字を使用で
きます。

ステップ 5

switch# show diagnostic status
moduleslot

（任意）
診断テストがスケジューリングされていることを
確認します。

診断結果の消去
診断テスト結果を消去できます。
診断テストの結果を消去するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。
コマンド

目的

diagnostic clear result module [slot | all] test {test-id 指定されたテストのテスト結果を消去します。
| all}
有効な範囲は次のとおりです。
• slot：範囲は 1 ～ 10 です。
• test-id：範囲は 1 ～ 14 です。
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診断結果のシミュレーション

診断結果のシミュレーション
診断テスト結果をシミュレートできます。
次のコマンドをいずれかのモードで使用して、診断テスト結果をシミュレートするか、またはシ
ミュレーション テスト結果をクリアします。
コマンド

目的

diagnostic test simulation moduleslottesttest-id {fail 指定されたテストのテスト結果をシミュレート
| random-fail | success} [portnumber | all]
します。
有効な範囲は次のとおりです。
• slot：範囲は 1 ～ 10 です。
• test-id：範囲は 1 ～ 14 です。
• portnumber：範囲は 1 ～ 48 です。
diagnostic test simulation moduleslottesttest-idclear 指定されたテストのシミュレーション結果を消
去します。
有効な範囲は次のとおりです。
• slot：範囲は 1 ～ 10 です。
• test-id：範囲は 1 ～ 14 です。

オンライン診断設定の確認
オンライン診断設定情報を表示するには、次の作業を行います。
コマンド

目的

show diagnostic bootup level

起動診断に関する情報を表示し
ます。

show diagnostic content module {slot | all}

モジュールの診断テスト内容に
関する情報を表示します。

show diagnostic description moduleslottest [test-name | all]

診断テストの説明を表示しま
す。
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オンライン診断の設定
オンライン診断設定の確認

コマンド

目的

show diagnostic eem [action [description] | policy module {module レベルに設定されている
number | all}]
Embedded Event Manager
（EEM）アクション レベルと
EEM ポリシーを表示します。
show diagnostic events [error | info]

診断イベントをエラーおよび情
報イベント タイプ別に表示し
ます。

show diagnostic ondemand setting

オンデマンド診断に関する情報
を表示します。

show diagnostic result moduleslot [test [test-name | all]] [detail]

診断結果に関する情報を表示し
ます。

show diagnostic simulation moduleslot

シミュレーションした診断テス
トに関する情報を表示します。

show diagnostic status moduleslot

モジュールのすべてのテストに
ついて、テスト状況を表示しま
す。

show event manager events action-log event-type [gold |
gold_sup_failure | gold_fabric_failure | gold_module_failure |
gold_port_failure]

スイッチオーバー、リロード、
電源切断の数、およびタイムス
タンプ、障害理由、モジュール
ID、ポートリスト、テスト名、
テスト タイプ、および重大度
を含む、指定の障害のリカバリ
アクション履歴を表示します。
このデータは異常リロード時も
保持されます。

show hardware capacity [eobc | forwarding | interface | module |
power]

ハードウェアの機能、およびシ
ステムによる現在のハードウェ
ア使用率の情報を表示します。

show module

オンライン診断テストの状況を
含むモジュール情報を表示しま
す。
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オンライン診断のコンフィギュレーション例

オンライン診断のコンフィギュレーション例
この例は、モジュール 6 ですべてのオンデマンド テストを開始する方法を示しています。
diagnostic start module 6 test all

この例は、モジュール 6 でテストテスト 2 をアクティブにして、テスト インターバルを設定する
方法を示しています。
configure terminal
diagnostic monitor module 6 test 2
diagnostic monitor interval module 6 test 2 hour 3 min 30 sec 0

その他の参考資料
オンライン診断の実装に関する詳細情報については、次の項を参照してください。

関連資料
内容

マニュアル タイトル

オンライン診断 CLI コマンド

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System
Management Command Reference』

VDC および VRF

『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device
Context Configuration Guide』

オンライン診断の「機能の履歴」表
次の表に、この機能のリリース履歴を示します。
機能名

リリー
ス

機能情報

オンライン診断
（GOLD）

7.3(0)DX(1) M3 シリーズ モジュールでの次の診断テストのサポートが追加され
ました。ASICRegisterCheck、PrimaryBootROM、SecondaryBootROM、
EOBCPortLoopback、OBFL、PortLoopback、RewriteEngineLoopback、
IntPortLoopback、および IntPortLoopback。

オンライン診断
（GOLD）

7.2(0)D1(1) この機能が導入されました。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド
20

オンライン診断の設定
オンライン診断の「機能の履歴」表

機能名

リリー
ス

オンライン診断
（GOLD）

6.2(10)

機能情報

• PortLoopback テストに、N77-F348XP-23 モジュールのサポート
が追加されました。
• すべての M2、F2、および F2e モジュールでの
InternalPortLoopback テストのサポートが追加されました。

指定のヘルス モ 6.2(8)
ニタリング診断で
のリカバリ アク
ション。

次のランタイム診断テストでリカバリ アクションを設定できます。
PortLoopback、RewriteEngineLoopback、SnakeLoopback、および
StandbyFabricLoopback。

オンライン診断
（GOLD）

6.2(6)

N77-F348XP-23 を除くすべての F3 モジュールのサポートが追加さ
れました。

オンライン診断
（GOLD）

6.1(1)

• スーパーバイザ 2 および M2 シリーズ モジュールのサポートが
追加されました。
• F2 シリーズ モジュールでの RewriteEngineLoopback および
SnakeLoopback テストのサポートが追加されました。
• 管理 VDC でオンライン診断設定に対するサポートを追加しま
した。

オンライン診断
（GOLD）

5.2(1)

• スタンバイ スーパーバイザの SpineControlBus テストがイネー
ブルになりました。
• F1 シリーズ モジュールの SnakeLoopback テストが非推奨にな
りました。

オンライン診断
（GOLD）

5.1(2)

F1 シリーズ モジュールでの SnakeLoopback テストのサポートが追
加されました。

オンライン診断
（GOLD）

5.1(1)

FIPS および BootupPortLoopback テストのサポートが追加されまし
た。

オンライン診断
（GOLD）

4.2(1)

PortLoopback、StatusBus、および StandbyFabricLoopback テストのサ
ポートが追加されました。

オンライン診断
（GOLD）

4.0(1)

この機能が導入されました。
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オンライン診断の設定
オンライン診断の「機能の履歴」表
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