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このセクションについて
この章では、Cisco Catalyst 9400シリーズスイッチ上で基本的なトラブルシューティングを行
う方法について説明します。初回起動時の問題の多くは、通常、ラインカードがバックプレー

ンに固定されていないか、または電源コードが電源装置から外れていることが原因となってい

ます。

初回起動時にスイッチの温度が最大許容レベルを超えることはほとんどありませんが、スイッ

チの一部の環境モニター機能では電源装置の出力電圧についてもモニターされるため、この章

では環境モニター機能についても説明します。

この章で取り上げるのは、シャーシコンポーネントのハードウェアに関するトラブルシュー

ティングだけです。ソフトウェア設定の問題については、ソフトウェアコンフィギュレーショ

ンガイドを参照してください

（注）
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システムの起動の確認
初期システムブートが完了したら、次のことを確認します。

•システムソフトウェアが正常に起動している

端末を接続して起動バナーを表示します。ターミナルエミュレーションソフトウェアが

9600ボー、8データビット、パリティなし、1ストップビットに設定された PCにコン
ソールポートを接続するには、RJ-45/RJ-45ロールオーバーケーブルを使用します。起動
後のシステムメッセージに注意してください。

•電源装置がシステムに電力を供給している

電源装置の LEDが緑に点灯するはずです。電源装置の動作を表示するには、Cisco IOSコ
マンド show environmentを使用します。

•システムファンアセンブリが作動している

ファンの作動音を聞きます。作動中はファントレイ LEDが緑に点灯するはずです。ファ
ントレイ動作を表示するには、Cisco IOSコマンド show environmentを使用します。

•スーパーバイザおよびすべてのラインカードが各スロットに正しく搭載され、問題なく初
期化されている

これらの条件がすべて満たされ、ハードウェアの設置が完了していることを確認したら、各ス

イッチのソフトウェアコンフィギュレーションガイドおよびコマンドリファレンスを参照し

て、ソフトウェアのトラブルシューティングを行ってください。

これらの条件のいずれかに問題がある場合は、この章に記載されている手順に従って原因を特

定し、可能な場合は解決してください。

LEDによる起動問題の特定
システムのトラブルシューティングで重要なのは、問題を特定のシステムコンポーネントに絞

り込むことです。まず、システムの「現在の状態」と「本来の正常な状態」を比較します。起

動シーケンスでのシステムの状態がすべてLEDに表示されます。LEDを確認すれば、起動シー
ケンスのどの時点で、どこに障害が発生したかを判断できます。スイッチの電源を入れたあと

で問題が起きた場合は、次のサブシステムトラブルシューティング情報、および各スイッチの

ソフトウェアコンフィギュレーションガイドに記載されているコンフィギュレーション手順

を参照してください。

スイッチに電源コードを接続してから、次の手順でシステムが正常に動作しているかどうかを

確認します。
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手順

ステップ 1 電源装置の LEDを確認します。

電源装置に電力が供給されると、INPUT LEDが緑に点灯するはずです。この LEDは、システ
ムが正常に稼働している間、点灯し続けます。

INPUT LEDが点灯しない場合、または FAIL LEDが点灯している場合は、「電源ユニットの
トラブルシューティング」セクションを参照してください。

電源装置が搭載されていても、電源に接続されていなければ、電源装置の LEDは点
灯しません。

（注）

ステップ 2 システムファンアセンブリの作動音を聞きます。システムファンアセンブリは、システムの
電源が入っている間、常に作動していなければなりません。スイッチの電源が入っているとき

に作動音が聞こえない場合は、「ファンアセンブリのトラブルシューティング」セクションを

参照してください。

ステップ 3 スーパーバイザモジュールの LEDが次のように点灯するのを確認します。

• STATUS LEDがオレンジで 1回点滅し、診断ブートテスト中はオレンジで点灯し続けま
す。

•モジュールが動作するようになった（オンライン）時点で緑色になります。

•システムソフトウェアが起動しなかった場合、この LEDは赤に変わります。

LEDが赤の場合、コンソールを管理ポートに接続し、show environmentコマンドを
使用して、発生する可能性のある問題をチェックします。

•モジュールが動作状態（オンライン）になり別のネットワークデバイスとリンクを確立す
ると、MANAGEMENT LEDが緑に点灯します。信号が検出されない場合、LEDは消灯し
ます。

•スーパーバイザモジュールに問題がある場合は、シャーシにスーパーバイザモジュール
を装着し直して、スイッチを再起動してください。トラブルシューティングの詳細につい

ては、「スーパーバイザモジュールのトラブルシューティング」セクションを参照してく

ださい。

•スーパーバイザモジュールの初期化が完了したら、各ラインカードの STATUS LEDが緑
に点灯していることを確認します。

この LEDは、スーパーバイザモジュールおよびラインカードに電力が投入されているこ
と、両モジュールがスーパーバイザモジュールに認識されていること、有効なバージョン

のフラッシュコードが搭載されていることを示します。ただし、この LEDでは、ライン
カード上の各インターフェイスのステータスの確認はできません。STATUSLEDが赤また
はオレンジに点灯した場合は、ラインカードまたはスーパーバイザモジュールを装着し直

して、スイッチを再起動してください。詳細については、「ラインカードのトラブルシュー

ティング」セクションを参照してください。ラインカードが動作していないと判断した場

合は、「問題と解決策」セクションに従って Cisco TACにお問い合わせください。
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•起動情報およびシステムバナーが表示されない場合には、端末が9600ボー、8データビッ
ト、パリティなし、1ストップビットに設定され、コンソールポートに正しく接続されて
いるかどうかを確認してください。

システムメッセージ
システムメッセージは、コンソールロギングを有効にした場合はコンソールに、syslogを有
効にした場合はsyslogに表示されます。メッセージの多くは、情報を伝えるだけの目的で表示
されており、エラー状態を示しているわけではありません。ログメッセージを表示するには、

show loggingコマンドを入力します。特定のシステムメッセージについて調べるには、ご使用
のソフトウェアリリースに対応したシステムメッセージガイドを参照してください。

ソフトウェアによるトラブルシューティング
CLIコマンドで特定できる多くの問題については、後述の該当セクションで説明します。

ハードウェアのサポートに必要な正しいソフトウェアを使用していないことが原因で、問題が

発生する場合があります。特定のシステムコンポーネントの推奨バージョンを入手するための

最新のソフトウェアリリースについては、次のURLにあるリリースノートを参照してくださ
い。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/
products-release-notes-list.html

電源モジュールのトラブルシューティング

便利な Cisco IOSコマンド：電源装置
特権EXECモードで次のCisco IOSコマンドを使用すると、電源装置モジュールの動作、状態、
負荷を監視できます。

• Switch# show power detail

FAIL LEDが赤の場合、show powerコマンドの出力で、電源モジュールに障害があると報
告されます。

• Switch# show idprom power-supply slot-number

• Switch# show module

show moduleコマンド出力に「モジュールの電力不足（not enough power for module）」と
いうメッセージが表示された場合は、電源仕様で、対応する電源装置の仕様を確認してく

ださい。電源自体に問題がある可能性があります。
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AC入力電源装置のトラブルシューティング
電源サブシステムの問題を切り分ける手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 正常に動作している場合は INPUTは緑に点灯します。INPUT LEDが消灯している場合は、以
下の手順を実行します。

a) 電源を奥に当たるまでゆっくり挿入し、シャーシの背面とぴったり重なるようにします。
右側の固定用金属製ラッチがカチッとはまるのを確認します。このラッチをユニットの方

向に押し下げないと、ユニットは取り出せません。

電源コードが完全に挿入され、コード保持具が取り付けられているときは、シス

テムから電源を取り外すことはできません。

（注）

b) コード保持具を緩めて電源コードを取り外し、物理的に電源を再度取り付け、電源ケーブ
ルを差し込み、その周りでコード保持具を締めます。

c) INPUT LEDが点灯しない場合は、AC電源または電源コードの接続に問題がある可能性が
あります。また AC電源の回路ブレーカーを確認します。電源コードを別の電源に接続し
てみてください（可能な場合）。ソース電源が、電源装置の許容される仕様の範囲である

ことを確認します。

d) 別の電源に接続しても LEDが点灯しない場合には、電源コードを交換します。
e) 新しい電源コードを使用してスイッチを別の電源に接続しても、LEDが点灯しない場合
は、電源装置に障害があると考えられます。電源装置の交換が必要な場合があります。

ステップ 2 正常に動作している場合はOUTPUTLEDは緑に点灯します。緑で点滅している場合は、ユニッ
トがスタンバイモードで休止中であることを示します。

ステップ 3 FAIL LEDが赤の場合は、以下の手順を実行します。

a) ベイから電源装置を取り外し、電源モジュールコネクタの背面を目視で確認します。損傷
がなければ、別の空の電源装置ベイに電源装置を取り付けてみます（可能な場合）。この

検査中は電源モジュールの背面に触れないでください。OUTPUT LEDが緑に変わった場
合、問題は電源モジュールではなく、最初の電源装置ベイにあります。詳細な手順につい

ては、Cisco Technical Assistance Center（シスコサポート）にお問い合わせください。
b) 電源装置をもう 1台使用する場合には、これを 2つ目の電源装置ベイに取り付けてくださ
い。

c) 2台目の電源装置の INPUT LEDが点灯するかどうかを確認します。FAIL LEDが消灯して
いることを確認します。

d) LEDが点灯しない場合は、2台目の電源装置をトラブルシュートするために、上記の手順
を繰り返してください

ステップ 4 Cisco Technical Assistance Centerに連絡します。
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問題を解決できない場合、または、電源装置とバックプレーンコネクタのいずれかに障害があ

ると判断した場合は、Cisco Technical Assistance Center（シスコサポート）にお問い合わせくだ
さい。

DC入力電源装置のトラブルシューティング
電源サブシステムの問題を切り分ける手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 正常に動作している場合は INPUT LEDは緑に点灯します。INPUT LEDが消灯している場合
は、次の手順を実行します。

a) DC電源を確認します。

1. DC電源の回路ブレーカーがオンになっていることを確認します。

2. ケーブルを別の電源に接続します（使用可能な場合）。ソース電源が、電源装置の許
容される仕様の範囲であることを確認します。

3. 両方の DC入力が適切な DC電源に接続されていることを確認します。電源モジュー
ルは、1つの DC入力だけで機能するようには設計されていません。

4. 単一の電源を使用している場合は、3500WのDC入力電力を供給できることを確認し
ます。2つの異なる電源の場合は、各電源が 1750 Wの DC入力電力を供給できること
を確認します。

5. DC電源から、少なくとも -40 Vを DC電源モジュールの入力端子に供給できることを
確認します。

b) DC入力ケーブルの接続を確認します。

1. ラグが 2.0～ 2.8 Nmのトルクで適切に締め付けられていることを確認します。

2. DC入力ケーブルの極性が逆になっていないことを確認します。詳細については、DC
電源システムの電源接続時の注意事項を参照してください。

3. DC入力ごとに別々の電源を使用している場合は、ケーブルどうしが交差していない
（プラスとマイナスの入力が逆になっていない）ことを確認します。

以上を確認しても INPUT LEDが点灯しない場合は、電源モジュールが故障している
可能性があります。交換する必要がある場合があります。

（注）

ステップ 2 正常に動作している場合はOUTPUTLEDは緑に点灯します。緑で点滅している場合は、ユニッ
トがスタンバイモードで休止中であることを示します。OUTPUTLEDが消灯している場合は、
次の手順を実行します。
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a) 電源ボタンを 2秒間押してモジュールをオンにしたことを確認します。
b) INPUT LEDが点灯しているかどうかを確認します。点灯していない場合は、先に INPUT

LEDのトラブルシューティングの手順（手順 1）を実行します。
c) リリースラッチが押し込まれてロックされているかどうかを確認します。

ステップ 3 正常に動作している場合は FAIL LEDは消灯しています。FAIL LEDが赤の場合は、次の手順
を実行します。

a) 電源ボタンを確認します。

DC入力を適用した後にモジュールの前面パネルの電源ボタンがオフになった場合は、電
源ボタンを 2秒間押して再度オンにするまで、FAIL LEDが赤色に点灯します。

b) モジュールを調べます。

ベイから電源モジュールを取り外し、電源モジュールコネクタの背面を目視で確認しま

す。損傷がなければ、別の空の電源装置ベイに電源装置を取り付けてみます（可能な場

合）。この検査中は電源モジュールの背面に触れないでください。OUTPUTLEDが緑に変
わった場合、問題は電源モジュールではなく、最初の電源装置ベイにあります。詳細な手

順については、Cisco Technical Assistance Center（シスコサポート）にお問い合わせくださ
い。

c) 別のスペアでテストします。

2台目の電源モジュールが使用できる場合は、それを 2つ目の電源装置ベイに取り付けま
す。

1. 2台目の電源装置の INPUT LEDが点灯し、FAIL LEDが消灯していることを確認しま
す。

2. この 2台目の電源装置の INPUT LEDが点灯しない場合は、2台目の電源装置について
INPUT LEDのトラブルシューティング手順（手順 1）を繰り返します。

3. この2台目の電源装置のFAILLEDが点灯している場合は、FAILLEDのトラブルシュー
ティング手順（手順 3）を繰り返します。

ステップ 4 Cisco Technical Assistance Centerに連絡します。

問題を解決できない場合、または、電源装置とバックプレーンコネクタのいずれかに障害があ

ると判断した場合は、Cisco Technical Assistance Center（シスコサポート）にお問い合わせくだ
さい。

DC電源モジュール用電源ボタンのデフォルトモードの復元
DC入力電源モジュールの電源ボタンが自動オンモードになっているか保護モードになってい
るかわからない場合は、デフォルトモード（自動オン）に戻すことができます。まず、次のこ

とを確認します。

1. 現在設定されている電源モジュールの数

トラブルシューティング
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2. 3.3 VDCスタンバイ出力がアクティブ（適用されている）かどうか

次の表のように、該当する状態に応じて、電源ボタンのデフォルトモードを復元するために必

要な操作を実行します。

電源ボタンのデフォルトモードの復元に必要な操作状態

1. DC回路ブレーカーを少なくとも 3秒間オフにします。

2. DC回路ブレーカーのスイッチをオンにします。

FAIL LEDが 2～ 3秒間点灯します。

結果：電源モジュールの出力電力が自動的に有効になり、電源

ボタンが自動オンモードになります。

電源モジュールが1台だけ設
定されていて、DC入力電源
モジュールである。

1. 影響を受ける電源モジュールの DC回路ブレーカーを少な
くとも 3秒間オフにします。

2. 影響を受けるDC入力電源モジュールのDC回路ブレーカー
をオンにします。

FAIL LEDが 2～ 3秒間点灯します。

結果：電源ボタンが自動オンモードになります。

複数の電源モジュールを設定

している（ACおよび DC入
力）。

および

電源モジュールの 3.3 VDC
スタンバイ出力（ACおよび
DC入力）が非アクティブで
ある。

1. 影響を受ける DC入力電源モジュールの電源ボタンを 2秒
間押してオフにします。

2. 影響を受ける DC入力電源モジュールの回路ブレーカーを
オフにします。

3. DC入力電源モジュールを取り外し、少なくとも 3秒間、
DC入力を物理的に取り外すか無効にしてから、再度取り付
けます。

4. 影響を受けるDC入力電源モジュールのDC回路ブレーカー
をオンにします。

結果：電源ボタンが自動オンモードになります。

複数の電源モジュールを設定

している（ACおよび DC入
力）。

および

いずれか1個の電源モジュー
ルの 3.3 VDCスタンバイ出
力がアクティブである。1

1
システムのAC入力またはDC入力電源モジュールが 1個以上オフかオンかに関係なく、
AC入力または DC入力電力が適用された場合は、3.3 VDCスタンバイがアクティブにな
り、シャーシ内のすべての電源モジュールに分配されます。
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ファントレイアセンブリのトラブルシューティング

すべてのファンアセンブリが正常に作動していなければなりません。そうでない場合は、機器

に異常が生じます。

（注）

環境問題は最初にファントレイの問題として現れます。ファンアセンブリの問題を特定する

手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 ファントレイの STATUS LEDを確認します。

• LEDが消灯し、システムの他の部分が機能している場合、ファントレイに電力が供給さ
れていないかバックプレーンに正しく装着されていません。

• LEDが緑に点灯している場合、ファンは正常に作動しています。ファンのパフォーマンス
を低下させる状態にありますが、影響は最小限です。

• LEDがオレンジの場合、1つのファンに障害があります。

• LEDが赤の場合、2つ以上のファンに障害があります。LEDが赤で 1分以上点灯する場合
は、ファンはフルスピードで動作するようになり、ノイズレベルが高くなります。

• LEDがオフでファンがまったく動作していない場合は、ファントレイが奥まで挿入され
ていることと、ネジが締まっていることを確認します。

前面からファンの保守を行った場合は、背面の非脱落型ネジがしっかりと締まっているこ

とも確認します。背面からファンの保守を行った場合は、前面の非脱落型ネジがしっかり

と締まっていることも確認します。

ファンは、速度を上げ始めるのに数秒かかる場合があります。

ステップ 2 端末を接続して、show environment status特権 EXECコマンドで表示されるファントレイス
テータスを確認します。

ステータスとセンサー列の表示が good（良好） - STATUSが緑

ステータスとセンサー列の表示が marginal（限界） - STATUSがオレンジ。1つのファンに障
害があります。

ステータスとセンサー列の表示が bad（不良） - STATUSが赤。2つ以上のファンに障害があ
ります。

ステップ 3 空気の流れが制限されているかどうかを判断します。ラックの最小スペース要件が満たされて
いることを確認します。エアフローを参照してください。

ステップ 4 電源装置が正常に機能しているかどうかを確認します。

トラブルシューティング
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ステップ 5 非脱落型ネジを緩め、ファンアセンブリを取り外し、取り付け直します。ファントレイアセ
ンブリが正しく固定されているか確認します。

電源が入ったシステムでファントレイを取り外したり交換したりする場合は、時間の

制約があります。システムは、2分間だけファントレイなしでも安全に実行できま
す。電源が入っていないシステムでは時間の制約はありません。

（注）

ステップ 6 システムを再起動します。

ステップ 7 すべてのファンが作動しているかどうか確認します。システム起動時のファン作動音を聞きま
す。

次のタスク

それでもファン障害が検出される場合は、Cisco IOSコマンドを使用して詳細を確認し、ログ
を保存して Cisco TACにお問い合わせください。

便利な Cisco IOSコマンド：ファントレイアセンブリ
特権 EXECモードで次の Cisco IOSコマンドを使用して、ファントレイの問題を診断できま
す。

•青色ビーコンをオンにするには
Switch# hw-module beacon fan-tray on

青色ビーコンをオフにするには

Switch# hw-module beacon fan-tray off

•ファントレイの速度を表示するには
Switch# configure terminal
Switch(config)# service internal
Switch(config)# end
Switch# test platform hardware chassis fantray {nebs-mode | service-mode | write }

•ファントレイのステータスを表示するには
Switch# show environment status

•手動で NEBSモードを開始するには
Switch# configure terminal
Switch(config)# service internal
Switch(config)# end
Switch# test platform hardware chassis fantray nebs-mode on

NEBSモードをオフにするには
Switch# configure terminal
Switch(config)# service internal
Switch(config)# end
Switch# test platform hardware chassis fantray nebs-mode off

トラブルシューティング
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高温アラームのトラブルシューティング
詰まったエアーフィルタを使用すると、スイッチが過熱する原因となります。詰まったエアー

フィルタが原因で過熱が起きると、複数のボード温度センサーがアラームを発します。

過熱アラームが消えたらエアーフィルタを点検してください。

エアーフィルターの洗浄と交換

エアーフィルタは、冷却ファンによってスイッチに吸入された室内空気から塵を除去します。

エアーフィルタは 1ヶ月に 1度の（多くの環境ではそれより高頻度の）検査が必要です。フィ
ルタが汚れているように見える場合は、吸引または交換してください。フィルタが磨耗または

破れている場合は、責任を持って廃棄し、交換用のエアーフィルタを取り付けてください。

エアーフィルタは 3ヶ月ごとに交換することをお勧めします。ただし、1ヶ月に 1度（粉塵の
多い環境ではより高頻度で）エアーフィルタを検査し、汚れがひどい場合や損傷している場合

は交換してください。NEBS規格を満たし、Telecordia GR-63-Core標準エアーフィルタ要件に
準拠するには、エアーフィルタを（洗浄ではなく）交換する必要があります

（注）

ラインカードのトラブルシューティング
各ラインカードには、モジュール情報を提供する STATUS LEDが 1つと、モジュールのポー
トごとに番号の付いた PORT LINK LEDが 1つあります。LEDの色の意味を確認するには、
Cisco Catalyst 9400シリーズラインカードの LEDを参照してください。

便利な Cisco IOSコマンド -ラインカード
show moduleコマンドは、個々のモジュールのポートの問題を解決する上で役に立つ情報を提
供します。

問題のいくつかは、ラインカードをリセットすることで解決できます。シャーシの電源の再投

入：これはラインカードのリセット、再起動、および電源の再投入を行います。

スーパーバイザモジュールのトラブルシューティング
ここでは、ハードウェアの問題についてのみ取り扱います。機能または設定の問題について

は、ここでは取り扱いません。機能設定または既知の問題の識別に関する情報については、対

応するソフトウェアコンフィギュレーションガイドおよびリリースノートを参照してくださ

い。
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スーパーバイザモジュールの LED
•ご使用のスーパーバイザエンジンのLEDをチェックして、この表のLED動作と比較して
ください。Cisco Catalyst 9400シリーズスーパーバイザモジュールの LEDを参照してくだ
さい。

•スーパーバイザモジュールの STATUS LEDは、次の条件の下ではオレンジまたは赤にな
ります。

•電源装置の障害（電源装置の取り外しとは異なります）

•電源装置ファンの障害

•ファントレイの取り外しまたは障害

•シャーシの電源装置の不一致

スタンバイスーパーバイザエンジンの問題
• Switch# show module

スタンバイスーパーバイザモジュールがオンラインでない場合、または、show module
コマンドまたはオレンジのステータス LEDの出力で「その他（other）」または「障害
（faulty）」が示されている場合は、スタンバイスーパーバイザへのコンソール接続を実
行し、それが ROMmonモードまたは連続再起動状態になっていることを確認します。ス
タンバイスーパーバイザがこれらの 2つの状態のいずれかにある場合、『Software
Configuration Guide』の「システム管理（System Management）>ソフトウェア構成のトラ
ブルシューティング（Troubleshooting the Software Configuration）」セクションを参照して
ください

•スーパーバイザモジュールがバックプレーンコネクタに正しく取り付けられており、スー
パーバイザモジュールの非脱落型ネジが完全に締め付けられていることを確認してくださ

い。

• Switch# redundancy reload peer

スタンバイスーパーバイザモジュールに障害があるかどうかを確認するために、アクティ

ブスーパーバイザから、および、スタンバイスーパーバイザへのコンソールから、

redundancy reload peerコマンドを入力します。ハードウェア障害を識別するには、ブー
トアップシーケンスを確認します。現時点で、アクティブスーパーバイザモジュールは、

スタンバイスーパーバイザモジュールのパワーオン診断結果にアクセスできません。

•アクティブスーパーバイザモジュールと冗長スーパーバイザモジュールの間で、次のコ
ンフィギュレーションが同期していることを確認してください。

•スタートアップコンフィギュレーション

•ブート変数

•コンフィギュレーションレジスタ

トラブルシューティング
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•カレンダー

• VLANデータベース

アクティブスーパーバイザモジュールとスタンバイスーパーバイザモジュールの両方でソフ

トウェアアップグレードを実行した場合は、両方のスーパーバイザモジュールが同一の新し

いソフトウェアイメージを実行していることを確認します。ソフトウェアイメージが同じで

はない場合、ソフトウェアイメージをアップグレードします。ご使用のリリースのソフトウェ

アコンフィギュレーションガイドに記載された手順に従ってください。

それでもスタンバイスーパーバイザがオンラインにならない場合は、シスコテクニカルサポー

トへのサービスリクエストを作成します。過去のトラブルシューティング手順で収集したス

イッチ出力のログを使用してください。

スイッチの自己リセット

スイッチが自動的にリセットまたは再起動した場合は、スイッチの電源で障害が発生していな

いか確認してください。無停電電源装置（UPS）を使用している場合は、UPSで問題が発生し
ていないか確認してください。

スイッチでソフトウェアがクラッシュした可能性があります。more crashinfo:dataコマンドを
入力して、最後にスイッチがクラッシュした日時などのクラッシュ情報を表示します。スタン

バイスーパーバイザエンジンのクラッシュデータを表示するには、more slavecrashinfo:data
コマンドを入力します。スイッチが1度もクラッシュしていない場合は、クラッシュデータが
存在しません。

スイッチの再起動が疑われ、出力がソフトウェアクラッシュを示している場合は、ハードウェ

ア障害以外の問題の可能性があります。次のコマンドの出力を TACに知らせてください。

• show tech-support

• show logging

• more crashinfo:data

コンソールポート経由でスイッチに接続できない

正しいタイプのケーブルを使用していること、およびケーブルのピン配置がスーパーバイザモ

ジュールに対して正しいことを確認します。

端末の設定がスイッチのコンソールポートの設定と一致していることを確認してください。デ

フォルトのコンソールポートの設定値は9600ボー、8データビット、パリティなし、1ストッ
プビットです。

コンソールポートを通じてスイッチにアクセスするには、次の点が一致している必要がありま

す。

• ROMmonでの BAUD環境変数

•コンソールポートの速度

トラブルシューティング
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•起動設定

工場出荷時の BAUD環境変数は明示的な設定で、BAUD変数 =9600です。変数が明示的に設
定されていない場合でも、この変数は 9600にデフォルト設定されます（暗黙の設定）。

（注）

スイッチの初期設定中に、次の手順を実行します。

1. 端末の設定がスイッチのコンソールポートの設定と一致していることを確認します。次の
例は、コンソールとして Ciscoスイッチを使用し、コンソールポート番号は 8です。コン
ソールポートの速度を設定する場合は、適切なコンソールポート番号を入力します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line 8
Switch(config-line)# speed 9600

2. ROMmonプロンプトにアクセスして、スイッチの BAUD設定値を確認します。システム
にコンソールを接続し、システムが起動して、プロンプトが表示されたら、Ctrl+Cキーを
押して起動を停止し、ROMmonプロンプトにアクセスします。この例では、工場出荷時の
デフォルト設定は保持されます。

rommon 1> set
BAUD=9600
<output truncated>

この設定を変更する場合は、ここで行ってください。

rommon 2> set BAUD <enter new speed>

新しい速度を入力する場合、新しい速度を設定するとすぐに ROMmonアクセスが失われ
るので手順 1をやり直す必要があります。

3. イメージを起動します。

rommon 4> boot

起動中に、アクティブなスーパーバイザの BAUD ROMmon設定は、自動的にスタンバイ
に同期されます。

4. 実行コンフィギュレーションを保存します。

Switch# copy system:running-config nvram:startup-config

BAUD rommon変数をROMmonモードで設定すると、システムの再読み込み時に、この値
が実行中の設定のコンソール回線用に抽出されます。しかし、システムが起動設定を解析

するときに、起動設定の速度は BAUDから取得した値より優先されます。この手順は、
BAUDと、一致する起動設定のコンソールの回線速度を取得します。不一致の場合、コン
ソールポートへアクセスできません。

トラブルシューティング
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手動で ROMmonの BAUD速度を変更（明示的に新しい速度を設定）するたびに、再読み込み
後、またはスイッチの起動時に、BAUD速度および起動設定のコンソールポートの速度によ
り、コンソールポートへのアクセスを失う可能性があります。コンソールポートの速度は、

新しい速度の設定に合わせて変更する必要があります。コンソールへのアクセスが復元された

後は、BAUD ROMmon速度、起動設定、およびコンソールの回線速度を同期するように設定
を保存します。show bootvarコマンドを入力して、新しい BAUD variableの設定を確認しま
す。

（注）

考えられる BAUDの不一致：シナリオ 1

説明：起動時に、BAUD変数、起動設定およびコンソールポート速度はすべて 115200に設定
されていました。この後、いくつかの点で BAUDパラメータの設定を解除した場合…

1. これは BAUD変数の 9600への暗黙の変更であり、ROMmonでの明示的な設定ではありま
せん。さらに、現在のコンソールポートセッション速度は 115200に設定されたままなの
で、まだアクセスできます。

2. イメージを起動：Cisco IOSはイメージを正常に起動します。コンソールの回線速度は最初
に BAUD（9600）から取得されますが、Cisco IOSは起動設定を解析し、速度を 115200に
変更します。これは、現在のコンソールポートの速度と一致します。

3. 再読み込みまたはスイッチの電源の再投入：起動は ROMmonモードに戻り、デフォルト
の BAUD速度 9600は有効で、コンソールポートの速度と一致しないので、コンソールへ
のアクセスは失われます。アクセスを復元するには、コンソールポートの速度を 9600に
設定します。

4. イメージの起動：コンソールの回線速度は最初にBAUD（9600）から取得されるため、コ
ンソールポートへのアクセスは失われます。Cisco IOSは起動設定を解析しますが、そこ
では速度が 115200に設定され、コンソールポートの速度 9600と同期していないので、コ
ンソールポートへのアクセスが失われます。コンソールポートの速度を 115200に設定す
ると、アクセスは復元されます。

5. 再読み込みまたはスイッチの電源の再投入：起動は ROMmonモードに戻りますが、コン
ソールへのアクセスは 9600の BAUDの不一致により、再度失われます。

上記のシナリオで、手順 1の BAUDの設定解除（暗黙の速度は 9600）と、set BAUD=9600コ
マンド（速度は、ROMmonで「set」コマンドを使用して明示的に設定）との違いに注意して
ください。BAUDの設定解除で暗黙的な速度は 9600ですが、実際に速度は 115200から変更さ
れなかったため、手順 4まではコンソールにアクセスできます。手順 5で再読み込みまたは電
源を入れ直すと、速度は 9600に設定されます。

解決策 1：手順 2で実行中の設定を起動設定に保存（copy system:running-config
nvram:startup-config）してから、BAUDと起動設定を速度 115200で同期することで、その後
の再読み込みではアクセスは中断されません。
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解決策2：（上記の手順を実行する代わりに）コンソールの回線速度を9600に設定して、コン
ソールポートの速度を 9600に変更し、実行中の設定を起動設定に保存してから ROMmonで
BAUDと起動設定を速度 9600で同期します。

考えられる BAUDの不一致：シナリオ 2

説明：起動時の、BAUD環境変数、起動設定の速度およびコンソールポート速度はすべて9600
でした（BAUDと起動設定の速度は明示的に設定されていません）。この後、いくつかの点で
明示的に BAUD変数を 115200に設定します...

1. すぐに、コンソールにアクセスできなくなります。アクセスを復元するには、コンソール
ポートの速度を 115200に設定します。

2. イメージの起動：コンソールの回線速度は最初はBAUDから取得されます（115200）。起
動中に、システムは起動設定を解析しますが、設定された速度は 9600であるにもかかわ
らず、これはシステムのデフォルト値であり、実際には「速度9600」の回線は起動設定に
存在しません。速度の設定が存在しないため、明示的に解析および適用されず、以前に

BAUDから取得した速度（115200）が使用されます。

この状態で、起動設定のコンソールの回線速度はデフォルト（9600）ですが、コンソール
の回線速度は 115200に設定され、BAUDと一致します。システムは、速度が 9600に変更
されていないので、BAUDと起動設定の不一致があっても使用可能です。実行中の設定を
起動設定に保存すると、BAUDと起動設定は、速度が明示的に 115200に設定されて同期
します。

起動の問題

ROMmonモードでブート変数MANUAL_BOOTを設定していない場合、スーパーバイザモ
ジュールはデフォルトで連続的なループで動作します。手動で起動するには、

MANUAL_BOOT=yesを設定し、自動起動するには、MANUAL_BOOT=noを設定します。

システムイメージが破損しているか、存在しない場合は、スーパーバイザモジュールが

ROMmonモードになります。

スーパーバイザモジュールにはオンボードシステムフラッシュメモリ（ブートフラッシュ）

が搭載されており、複数のシステムイメージを容易に格納できます。そのため、バックアップ

イメージを保持してください。ブートフラッシュに加えて、スーパーバイザモジュールは、

usbflash0: deviceでコンパクトフラッシュをサポートします。また、スーパーバイザはROMmon
モードからイメージの TFTP経由での転送にも備えており、それが、存在しないイメージや破
損したイメージの高速復旧を可能にします。

前述のストレージデバイスに加えて、disk0:として表示されるハードディスクをインストール
することができます。これを、システムイメージを保存するためではなく、usbflash0:のよう
に汎用ファイルストレージとして使用することをお勧めします。

トラブルシューティング
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TACへの問い合わせ
ここに記載されているトラブルシューティングを行っても起動時の問題を解決できない場合

は、TACにお問い合わせください。

連絡する前に、問題を迅速に解決できるように、あらかじめ次の情報を用意しておいてくださ

い。

•スイッチの受領日

•シャーシのシリアル番号

•ソフトウェアの種類とリリース番号

•メンテナンス契約書または保証情報

•問題の概要

•問題に関連するコンソールのキャプチャ

•問題を特定し、解決するためにすでに実施した手順の簡単な説明

トラブルシューティング
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