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グレースフル挿入と削除の制約事項
Cisco IOS XE Everest 16.6.1では、レイヤ 2インターフェイスのシャットダウンと ISISルーティ
ングプロトコルで GIRがサポートされます。これは、カスタマイズされたテンプレートを作
成するか、またはテンプレートなしで設定します。

グレースフル挿入と削除について

概要

デバッグやアップグレードを実行するために、グレースフル挿入と削除（GIR）はスイッチを
ネットワークから分離します。メンテナンスが完了したスイッチは、設定されたメンテナンス

タイムアウトに到達した時点で、または stopmaintenanceコマンドにより、通常モードに戻り
ます。

スイッチは、デフォルトのテンプレートまたはカスタムテンプレートを使用してメンテナンス

モードに移行させることができます。デフォルトのテンプレートには、ISISのすべてのインス
タンスとともに shut down l2が含まれています。カスタムテンプレートでは、必要な ISISイ
ンスタンスと shutdown l2オプションを設定できます。メンテナンスモードを開始すると、す
べての参加プロトコルが分離され、L2ポートがシャットダウンされます。通常モードに戻す
と、すべてのプロトコルおよび L2ポートが起動状態に戻ります。
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スイッチをメンテナンスモードに移行する前のメンテナンスモードテンプレートの作成は任

意です。デバイスのメンテナンスモードの目的は、ネットワークからの削除時および挿入時の

トラフィックの中断を最小限に抑えることです。3つの主要段階があります。

•ネットワークからのノードのグレースフル削除。

•デバイスでのメンテナンスの実行。

•ネットワークへのグレースフル挿入。

メンテナンスモードへの移行中と終了中にスナップショットが自動的に作成されます。snapshot
create snapshot-name snapshot-description コマンドを使用して、事前に選択した機能のスナップ
ショットをキャプチャし、保存することができます。スナップショットは、メンテナンスモー

ドになる前と通常モードに戻った後に、スイッチの状態を比較するのに便利です。スナップ

ショットプロセスは、次の 3つの部分で構成されます。

•事前に選択したスイッチの一部機能の状態のスナップショットを作成し、永続ストレージ
メディアに保存する。

•さまざまな時間間隔で取得したスナップショットを一覧にして、管理する。

•スナップショットを比較し、各機能の概要と詳細を表示する。

スイッチに保存できるスナップショットの最大数は 10です。snapshot delete snapshot-nameコ
マンドを使用して、特定のスナップショットをデバイスから削除できます。

レイヤ 2インターフェイスのシャットダウン
レイヤ2インターフェイスは、システムがメンテナンスモードに移行するときにシャットダウ
ンされます。レイヤ 2インターフェイスは、カスタムテンプレートで shutdown l2コマンドを
使用してシャットダウンします。

カスタムテンプレート

ネットワーク管理者は、システムがメンテナンスモードに移行するときに適用するテンプレー

トを作成できます。これによって、管理者は特定のプロトコルを分離できます。分離する必要

があるすべてのインスタンスを明示的に指定する必要があります。

管理者は異なる設定で複数のテンプレートを作成できます。ただし、メンテナンスモードCLI
に適用されるのは、単一のテンプレートのみです。適用すると、そのテンプレートは更新でき

ません。テンプレートを更新する必要がある場合は、そのテンプレートを削除し、変更を加え

てから、もう一度適用する必要があります。
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グレースフル挿入と削除の設定方法

メンテナンステンプレートの作成

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。プロンプトが表示されたら、パス

ワードを入力します。

enable

例：

Device> enable

ステップ 1

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 2

Device# config t

指定した名前でテンプレートを作成しま

す。例については、「例：カスタムプ

maintenance-template template_name

例：

ステップ 3

ロファイルの作成」を参照してくださ

い。
Device(config)# maintenance-template
gir1

このテンプレートに従って分離するイン

スタンスを作成します。

router routing_protocol instance_id |
shutdown l2

例：

ステップ 4

• router:ルーティングプロトコルと
関連のインスタンス IDを設定しま
す。

Device(config-maintenance-templ)#
router isis 1

Device(config-maintenance-templ)#
shutdown l2 • shutdown l2:レイヤ 2インターフェ

イスをシャットダウンします。

システムモードメンテナンスの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。プロンプトが表示されたら、パス

ワードを入力します。

enable

例：

Device> enable

ステップ 1

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 2
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目的コマンドまたはアクション

Device# config t

システムモードメンテナンス設定モー

ドを開始します。

system mode maintenance

例：

ステップ 3

メンテナンスモードパラメータを作成

するさまざまなサブコマンドは、この

モードで設定します。

Device(config)# system mode maintenance

メンテナンスモードパラメータを設定

します。

timeout timeout-value | template
template-name | failsafe
failsafe-timeout-value | on-reload
reset-reason MAINTENANCE

ステップ 4

• timeout:メンテナンスモードのタ
イムアウト時間を分単位で設定しま

す。この時間が経過すると、システ

ムは自動的に通常モードに戻りま

す。

• template:指定したテンプレートを
使用してメンテナンスモードを設

定します。

• failsafe:クライアント応答確認のタ
イムアウト値を設定します。

システムがメンテナンスモードに

移行する場合は、そのモードに到達

するまで続行されます。メンテナン

スモードを終了すると、通常モー

ドになります。

• on-reload reset-reason
MAINTENANCE:メンテナンスモー
ドでシステムをリロードします。

メンテナンスモードの開始と停止

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。プロンプトが表示されたら、パス

ワードを入力します。

enable

例：

Device> enable

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

システムをメンテナンスモードに移行

させます。

start maintenance

例：

ステップ 2

Device# start maintenance

システムを通常モードに戻します。stop maintenance

例：

ステップ 3

Device# stop maintenance

グレースフル削除と挿入の設定例
次に、メンテナンス時に GIRを有効にするために実行した手順の例を示します。

例：メンテナンステンプレートの設定

次に、ISISルーティングプロトコルインスタンスを使用してメンテナンステンプレート t1を
設定する例を示します。

Device# config terminal
Device (config)# maintenance-template t1
Device (config-maintenance-templ)# router isis 1

次に、shutdown l2を使用してメンテナンステンプレート t1を設定する例を示します。
Device# config terminal
Device (config)# maintenance-template t1
Device (config-maintenance-templ)# shutdown l2

例：システムモードメンテナンスの設定

次に、メンテナンステンプレートを作成し、メンテナンスモードパラメータを設定する例を

示します。

Device# config terminal
Device(config)# system mode maintenance
Device(config-maintenance)#timeout 20
Device(config-maintenance)#failsafe 30
Device(config-maintenance)#on-reload reset-reason MAINTENANCE
Device(config-maintenance)#template t1
Device(config-maintenance)#exit

例：メンテナンスモードの開始と停止

次に、システムをメンテナンスモードに移行する例を示します。

Device# start maintenance
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アクティビティが完了したら、システムをメンテナンスモードから戻すことができます。

次に、システムをメンテナンスモードから戻す例を示します。

Device# stop maintenance

例：システムモード設定の表示

次に、さまざまなオプションを使用して、システムモード設定を表示する例を示します。

Device#show system mode
System Mode: Normal

Device#show system mode maintenance
System Mode: Normal
Current Maintenance Parameters:
Maintenance Duration: 15(mins)
Failsafe Timeout: 30(mins)
Maintenance Template: t1
Reload in Maintenance: False

Device#show system mode maintenance clients
System Mode: Normal
Maintenance Clients:
CLASS-EGP

CLASS-IGP
router isis 1: Transition None

CLASS-MCAST

CLASS-L2

Device#show system mode maintenance template default
System Mode: Normal
default maintenance-template details:
router isis 1
router isis 2

Device#show system mode maintenance template t1
System Mode: Normal
Maintenance Template t1 details:

router isis 1

グレースフル挿入と削除のモニタリング
表 1 :特権 EXEC showコマンド

目的コマンド

システムモードに関する情報を表示します。show system mode [maintenance [clients |
template template-name]]
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目的コマンド

デバイスに存在するすべてのスナップショッ

トを表示します。キーワードにdumpを使用し
て、すべてのスナップショットをXML形式で
表示します。

show system snapshots [dump
<snapshot-file-name>]

メンテナンスモードに移行する前とメンテナ

ンスモードを終了した後に作成したスナップ

ショット間の相違を表示します。

show system snapshots compare snapshot-name1
snapshot-name2

表 2 :グローバルトラブルシューティングコマンド

目的コマンド

GIR機能をトラブルシューティングするため
の情報を表示します。

debug system mode maintenance

グレースフル挿入と削除に関するその他の関連資料

関連資料

参照先関連項目

『High Availability Command Reference, Cisco IOS
XE Everest 16.6.1.』

この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。

MIB

MIBリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィー
チャセットに関するMIBを探してダウンロードするには、次
の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするす

べてのMIB
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テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー
に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、

マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを

提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、

Product Alert Tool（Field Noticeからアクセス）、Cisco Technical
Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）フィードなど
の各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、
Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。
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