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はじめに
ここでは、
『Cisco EnergyWise IOS コンフィギュレーション ガイド』の表記法および関連資料について
説明します。
このマニュアルには、ネットワーク デバイスの取り付け方法の説明はありません。詳細については、
お使いのデバイスのハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

Cisco IOS Release コマンドの詳細については、Cisco.com にある Cisco IOS マニュアル セットを参照
してください。
このマニュアルには、ドメイン メンバーの管理に使用できる組み込みデバイス マネージャまたは
Cisco Network Assistant（以降、Network Assistant）の GUI の詳細情報は記載されていません。ただ
し、このマニュアルの概念は、GUI ユーザに適用できます。デバイス マネージャについては、ドメイ
ン メンバーのオンライン ヘルプを参照してください。Network Assistant の詳細については、
Cisco.com から入手できる『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。
このマニュアルには、管理アプリケーション プログラミング インターフェイス（MAPI）およびエン
ドポイントのソフトウェア開発キット（SDK）に関する特定の情報は記載されていません。詳細につ
いては、次のサイトにある Cisco Developer Network で、『Cisco EnergyWise Documentation
Roadmap』、『Cisco EnergyWise Partner Development Guide』、『Cisco EnergyWise Programmer
Reference Guide for the Management API』、および『Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide
for the End Point SDK』を参照してください。

http://developer.cisco.com/web/esdk/home.

サポートされているデバイスのリストについては、Cisco.com でリリース ノートを参照してください。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。
コマンドの説明

• コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。
• ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
• 角カッコ（[ ]）の中の要素は、省略可能です。
• 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない要素は、波カッコ（{ }）で囲み、縦棒（|）で区切っ
て示しています。

• 任意で選択する要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、角カッコと波カッ
コで囲み、縦棒で区切って（[{ | }]）示しています。
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対話形式の例

• 端末セッションおよびシステムの表示は、screen フォントで示しています。
• ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。
• パスワードやタブのように、出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで示しています。

show コマンド出力のフィルタリング
show コマンドには、コマンド出力をフィルタするためのオプションの出力修飾子があります。
• | begin：expression と一致する行から表示を開始します。
• | exclude：expression と一致する行を表示から除外します。
• | include：expression と一致する行を表示に含めます。
• expression：参照ポイントとして使用する出力内の文字列です。
文字列では、大文字と小文字が区別されます。| exclude output と入力した場合、output を含む行は表
示されませんが、Output を含む行は表示されます。

通知の規則
（注）、注意、および警告には、次の表記法および記号を使用しています。

（注） 「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

警告

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作
業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告
の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属してい
る各国語で記述された安全上の警告を参照してください。ステートメント 1071
これらの注意事項を保存しておいてください。
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関連資料
Cisco EnergyWise およびシスコ ネットワーク デバイスの詳細については、次を参照してください
• Cisco EnergyWise をサポートするシスコ ネットワーク デバイスのリスト：Cisco.com の『Cisco
IOS Release Notes for Cisco EnergyWise, EnergyWise Version 2.8』
• Cisco EnergyWise について：
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/tsd_products_support_series_home.html.
• Cisco Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型ルータ）につい
ては、『Configuring Cisco EnergyWise Feature for Branch Routers』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1900/software/configuration/guide/enrgyz_artg.ht
ml
• Cisco.com のお使いのデバイスで実行しているソフトウェア リリースのマニュアル：
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html.
• 『IP-Enabled Energy Management』：
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470607254,miniSiteCd-SYBEX.html

Cisco EnergyWise パートナーのマニュアルについては、Cisco Developer Network
（http://developer.cisco.com/web/esdk/home）にアクセスしてください。
• 『Cisco EnergyWise Documentation Roadmap』
• 『Cisco EnergyWise Partner Development Guide 』
• 『Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide for the EndPoint SDK』
• 『Cisco EnergyWise Programmer Reference Guide for the Management API 』
• 『Cisco IOS Release Notes for the Cisco EnergyWise Configuration Guide, EnergyWise Version 2.8』

（注）

スイッチ、ルータ、または他のシスコ デバイスの取り付け、設定、アップグレードを行う前に、次の
マニュアルを参照してください。

• 初期設定の情報については、スタートアップ ガイドの「Using Express Setup」、またはハードウェ
ア インストレーション ガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program」
を参照してください。

• デバイス マネージャの要件については、リリース ノート（発注できませんが、Cisco.com で入手
可能）の「System Requirements」を参照してください。
• Network Assistant の要件については、『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照して
ください（発注はできませんが、Cisco.com から入手できます）。
• クラスタの要件については、『Release Notes for Cisco Network Assistant』（発注できませんが、
Cisco.com で入手可能）を参照してください。
• アップグレード情報については、リリース ノートの「Downloading Software」を参照してくださ
い。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
OL-26660-01-J

ix

はじめに

Cisco Developer Network でのマニュアルとサポートの入
手
シスコの EnergyWise 開発パートナーは、次のサイトにある Cisco Developer Network に参加すること
により、Cisco EnergyWise のマニュアル、MAPI および SDK ソフトウェア コード、および Cisco IOS
ソフトウェアにアクセスできます。

http://developer.cisco.com/web/esdk/home.
Cisco Developer Network および TAC の Cisco EnergyWise リソースにアクセスするには、サポート契
約およびライセンスが必要です。ライセンスを登録したビジネス開発マネージャは、適切なアクセス権
限を持つ Cisco.com アカウントを設定する必要があります。

Cisco Developer Network のフォーラム、Wiki、およびその他のリソースは、Cisco EnergyWise アプ
リケーション開発者およびプログラマを対象としたセルフヘルプ ナレッジ ベースおよびコミュニティ
を提供します。次のサイトにある TAC Service Request Tool で事例を開くと、追加のサポートを受け
ることができます。

http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do.

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation 』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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C H A P T E R

1

Cisco EnergyWise の概要
• 「Cisco EnergyWise ネットワーク」（P.1-2）
• 「EnergyWise ドメイン」（P.1-3）
• 「電力レベルのエネルギー管理」（P.1-3）
• 「属性」（P.1-4）
• 「繰り返し」（P.1-5）
• 「セキュリティ」（P.1-5）
• 「MIB」（P.1-6）

（注）

警告

スイッチがスタック可能である場合（Catalyst 3750-X、3750-E、または 3750 スイッチなど）、特に記
述がない限り、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチとスイッチ スタックを意味しています。

Voice over IP（VoIP）サービスおよび緊急コール サービスは、電源障害や停電が発生している場合
は機能しません。電源が復旧した後、VoIP および緊急コール サービスへ再びアクセスできるように
機器のリセットまたは再設定をする必要がある場合があります。米国では、この緊急番号は 911 で
す。国内の緊急番号を確認しておく必要があります。ステートメント 361。
この警告に関する詳細については、付録「重要な通知」を参照してください。
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第1章

Cisco EnergyWise の概要

Cisco EnergyWise ネットワーク

Cisco EnergyWise ネットワーク
Cisco EnergyWise はネットワーク内で、ネットワーク デバイスとネットワークに接続しているデバイ
スの電力消費量のモニタと管理を行います。
図 1-1

Cisco EnergyWise ネットワーク
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• 管理ステーション：EnergyWise を使用してドメイン メンバーおよびエンドポイントの電力消費量
のモニタと管理を行うアプリケーションとデバイスを制御します。また、管理ステーションでは、
ドメイン メンバーにクエリーを送信します。

• ドメイン メンバー：Cisco スイッチ、ルータ、およびネットワーク デバイス。ドメイン メンバー
は、EnergyWise ドメインを介してエンドポイントにメッセージを転送します。また、管理ステー
ション、および他のドメイン メンバーに対してクエリーの転送とクエリーへの応答を行い、エン
ドポイントから電力消費量情報を集約します。

• エンドポイント：ドメイン メンバーに接続し、電力を消費するデバイス。エンドポイントはクエ
リーに応答しますが、クエリーの送信や転送は行いません。IP エンドポイントに SDK ライブラリ
をインストールできます。Cisco EnergyWise ドメイン メンバーもエンドポイント デバイスと通信
するために SNMP を使用できます。
ドメイン メンバーおよびエンドポイントは、AC 電源、DC 電源、または電源モジュールから電力を受
け取ることができます。

PoE ドメイン メンバーおよびエンドポイントは、PoE スイッチまたは Cisco EtherSwitch サービス モ
ジュールからも電力を受け取ることができます。たとえば、PoE スイッチに接続している IP Phone と
アクセス ポイントは、スイッチから電力を受け取ります。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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Cisco EnergyWise の概要
EnergyWise ドメイン

EnergyWise ドメイン
Cisco EnergyWise ドメインは、電源管理の 1 つの単位と見なされます。ドメインは、シスコ ネット
ワーキング デバイス、Power over Ethernet（PoE）のエンドポイント、およびソフトウェア開発キット
（SDK）ライブラリを使用して構築されたエージェントを実行するエンドポイントで構成されます。こ
のドメインは、VLAN トランキング プロトコル（VTP）ドメインのようなネットワーク管理コミュニ
ティに似ています。
たとえば、コア ルータ、10 台のアクセス スイッチ、および電話機、アクセス ポイント、PC などの
400 台のエンドポイントを備えた建物があるとすると、ルータとスイッチをドメイン メンバーとする
MyBuilding という EnergyWise ドメインを作成できます。
管理ステーションとエンドポイントに電力管理アプリケーションを実装する場合、すべてのドメイン
メンバーで Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降が実行されている必要があります。
コア ルータおよびアクセス スイッチで EnergyWise をイネーブルにして設定した後は、MyBuilding ド
メイン自体を設定します。ドメイン メンバー間には、ネイバー関係が設定されます。

• ドメイン メンバーは、CDP がイネーブルの場合は CDP を使用して、それ以外の場合は
EnergyWise UDP メッセージを使用して、ネイバーを自動的に検出します。
• スタティック ネイバーは手動で設定できます。
各ドメイン メンバーは、接続しているエンドポイントと親子関係を持ちます。たとえば、IP Phone
（子）は PoE スイッチ（親）に接続し、PC（子）はルータ（親）に接続します。
ドメインが設定されると、ドメイン メンバーは他のドメイン メンバーとエンドポイントにクエリーお
よびコントロール メッセージを転送できます。
次の作業を実行できます。

• SNMP または管理ステーションを使用して、すべてのドメイン メンバーまたはエンドポイントに
クエリーを送信します。

• ドメイン メンバーの CLI を使用して EnergyWise クエリーを実行し、電力消費量情報の受信や設
定を行います。

• 管理アプリケーション、サーバ、またはドメイン メンバーの CLI を使用して、電力消費量ポリ
シーを定義したり、電力消費量情報を受信したりします。

電力レベルのエネルギー管理
Cisco EnergyWise は電力レベルのセットを使用して、電力消費量を一貫して管理します。電力レベル
は、EnergyWise ネットワーク内のデバイスによって消費されるエネルギーを測定したものです。
指定できる範囲は 0 ～ 10 です。デフォルトは 10 です。
表 1-1

電力レベル

カテゴリ

レベル

説明

動作可能

10

フル

9

高

8

減

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
OL-26660-01-J

1-3

第1章

Cisco EnergyWise の概要

属性

表 1-1

電力レベル （続き）

カテゴリ

レベル

説明

スタンバイ

7

中

6

節電

5

低

4

準備

3

スタンバイ

2

スリープ

1

休止

0

電源切断

動作不可能

EnergyWise ネットワーク内のデバイスは、製造元が異なる場合があります。
（注）

Cisco スイッチでは、レベル 0 をサポートしていません。スイッチの電源を切ることはできません。
IP Phone などの PoE エンドポイントは、PoE スイッチ ポートから電力を受け取ります。PoE エンドポ
イントの電力の特性は次のとおりです。
• 電力レベルはポートに適用されます。
• ポートは、レベル 0 ～ 10 をサポートします。
• ポートの電力レベルが 0 の場合、ポートは接続されたエンドポイントに電力を供給しません。
• 電力レベルが 1 ～ 10 であると、ポートが動作可能になります。

属性
表 1-2

Importance

Cisco EnergyWise の属性

定義

デフォルト

事業または導入の状況に基づ
いたデバイス定格。

範囲は 1（最も重要度が低い）～ 100（最も重要度が
高い）に設定します。
デフォルトは、1 です。
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繰り返し

表 1-2

Cisco EnergyWise の属性 （続き）

定義

デフォルト

Keywords

クエリーの結果がフィルタリ
ングされるデバイスの（名前
またはロール以外の）説明。

なし。

Name

クエリーの結果がフィルタリ
ングされるデバイスの識別情
報。

PoE ポートの場合は、ポート名の短縮バージョンにな
ります。たとえば、Gigabit Ethernet 0/2 は Gi0.2 とな
ります。
ドメイン メンバーの場合はホスト名になります。
エンドポイントの場合は、エンドポイントのマニュア
ルを参照してください。ホスト名を使用することを推
奨します。

Role

事業または導入の状況に基づ
いたデバイスの機能。

PoE ポートの場合、デフォルトは interface です
ドメイン メンバーの場合、デフォルトにはモデル番号
またはスーパーバイザーのモデル番号を使用できます。
エンドポイントの場合は、エンドポイントのマニュア
ルを参照してください。

繰り返し
繰り返しは定期的なスケジュールで繰り返されるイベントです。この機能を使用すると、定期的に実行
するか、または特定の日時に実行するようにジョブをスケジューリングできます。たとえば、エンドポ
イントまたはインターフェイスの電源を、日時に基づいて投入および切断するようにドメイン メン
バーを設定できます。
繰り返しにはドメイン メンバーの時間が使用されます。
繰り返しを設定する場合は、時間を CRON 形式（24 時間形式）で指定します。Cron は UNIX 系のコ
ンピュータのオペレーティング システムの時間ベースのジョブ スケジューラです。
繰り返しイベントが発生すると、Cisco EnergyWise の電力レベルの変更は実行コンフィギュレーショ
ンにのみ存在し、スタートアップ コンフィギュレーションには保存されません。ドメイン メンバーに
障害が発生し、再起動した場合は、保存されたスタートアップ コンフィギュレーションの電力レベル
が使用されます。

セキュリティ
Cisco EnergyWise ネットワークには、無許可の通信を回避する 3 つのセキュリティ レベルがあります。
• 管理の秘密キーは、ドメイン メンバーと管理ステーション間の通信を認証します。
• ドメインの秘密キーは、ドメイン メンバー間の通信を認証します。
• エンドポイントの秘密キーは、ドメイン メンバーとエンドポイント間の通信を認証します。
ネットワークは、パスワードとも呼ばれる共有秘密キーを使用してセキュリティを強化しています。
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MIB

図 1-2

Cisco EnergyWise のセキュリティ レベル
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MIB
Cisco EnergyWise ドメイン メンバーは、CISCO-ENERGYWISE-MIB をサポートしています。
特定のシスコ製品およびリリースに対する MIB の検索とダウンロードには、次の場所にある Cisco
MIB Locator を使用します。

http://cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml.
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EnergyWise の設定
• 「設定時の注意事項」（P.2-2）
• 「手動による電力の管理」（P.2-4）
• 「繰り返し」（P.2-13）
• 「クエリー」（P.2-16）
• 「アクティビティ チェック」（P.2-24）
• 「Wake on LAN」（P.2-27）
• 「SNMP エンドポイント プロキシ」（P.2-30）
• 「EnergyWise のディセーブル化」（P.2-34）
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設定時の注意事項
• 「Cisco EnergyWise のイネーブル化およびデバイスの電源投入」（P.2-2）
• 「PoE および EnergyWise の相互作用」（P.2-2）
• 「CLI の互換性」（P.2-3）

Cisco EnergyWise のイネーブル化およびデバイスの電源投入
デフォルトでは、Cisco EnergyWise はドメイン メンバーでディセーブルになっています。

no energywise level インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、ドメイン メン
バーは電力レベルをすぐにデフォルトに変更しません。電力レベルは、ドメイン メンバーの再起動時、
または energywise level level コマンドを入力したときに変更されます。
PoE 対応スイッチなど、PoE ポートが搭載されたドメイン メンバーについて：
• EnergyWise ドメインにエンドポイントを追加すると、EnergyWise ドメイン メンバーになり、
EnergyWise は新しいドメイン メンバーとすべての PoE ポートでイネーブルになります。
• energywise level 0 インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、ポートは接
続されたエンドポイントに電力を供給しません。

• energywise level 0 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ドメイン メンバー
の電源を切断することはできません。

energywise level level グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して親エンティティの電力
レベルを設定する場合、設定できる電力レベルは 10 のみです。他の電力レベルを設定しても、親エン
ティティに影響を与えません。
ポートが error-disabled の場合：

• そのポートは、show コマンド出力と collect クエリー結果に EnergyWise のドメイン メンバーまた
はエンドポイントとして表示されます。クエリー結果には、ポートの電力消費量が 0 ワットである
ことが示されます。

• ポートは、set クエリーに応答しません。

PoE および EnergyWise の相互作用
ポートに EnergyWise を設定し、ポートの電力レベルを設定できます。
表 2-1 に、ドメイン メンバーのポートが Cisco EnergyWise に参加しているかどうかを調べる方法を示
します。ポートおよび PoE モード チェックの各組み合わせで、マトリクス エントリが Yes の場合は、
ポートは、Cisco EnergyWise に参加しています。No の場合、ポートは EnergyWise に参加していませ
ん。
たとえば、ポートが PoE で、PoE モードが never であり、テーブルのマトリクス エントリが No の場
合、ポートの電力がオフの場合でも Cisco EnergyWise がディセーブルにならないことを示していま
す。
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表 2-1

Cisco EnergyWise のドメイン メンバー ポートの参加

auto

PoE モード
never static

PoE

Yes

No

Yes

PoE 以外

No

No

No

ポート

power inline auto または power inline static インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用して、ポート モードを変更すると、その変更はすぐに有効になります。ドメイン メンバーを再起動
する必要はありません。
Cisco EnergyWise がディセーブルである場合、ドメイン メンバーは PoE を使用してポートの電力消費
量を管理できます。

PoE インターフェイスの繰り返しを設定すると、EnergyWise は、power inline および no power
inline インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが実行された場合と同様に機能します。イ
ベント時にアップおよびダウンしたインターフェイスを示すメッセージが表示されることがあります。

CLI の互換性
EnergyWise を正しく機能させるには、次のガイドラインに従ってください。
• すべてのドメイン メンバーで Cisco EnergyWise バージョン 1 または Cisco EnergyWise バージョ
ン 2.6 以降を実行する必要があります。
• すべてのドメイン メンバーのドメイン名とセキュリティ モードが同一である必要があります。
• スイッチがスタック可能であり（Catalyst 3750-X、3750-E、または 3750 スイッチなど）、スイッ
チ スタックのメンバーである場合は、スタック メンバーすべてが同じ Cisco EnergyWise バージョ
ンを実行する必要があります。

• ドメイン メンバーで Cisco EnergyWise バージョン 1 を実行しており、Cisco EnergyWise バージョ
ン 2.6 以降をサポートするリリースにソフトウェアをアップグレードする場合：
– 実行コンフィギュレーションの EnergyWise 設定が更新されます。ドメイン メンバーにより、
energywise domain コマンド内の同一ドメイン パスワードとして管理パスワードが設定され
ます。

– copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを入力して、コンフィギュレーショ
ン ファイルに EnergyWise 設定を保存します。
• ドメイン メンバーで Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降を実行し、ドメイン メンバーの互換性
の問題によって Cisco EnergyWise バージョン 1.0 にダウングレード必要がある場合は、no
energywise domain グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して EnergyWise をディ
セーブルにしてから、EnergyWise バージョン 1 をサポートするリリースにソフトウェアをダウン
グレードします。
ドメイン メンバーで実行中の Cisco EnergyWise バージョンを表示するには、show energywise
version 特権 EXEC コマンドを使用します。Cisco EnergyWise バージョンは、コマンド出力で、
EnergyWise specification と示されます。
ドメイン メンバーで実行中のソフトウェア バージョンを表示するには、show version 特権 EXEC コマ
ンドを使用します。
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Cisco EnergyWise バージョン 1 では、次のコマンドが変更されました。
• energywise domain domain-name secret [0 | 7] password グローバル コンフィギュレーション コ
マンド

energywise domain domain-name security {ntp-shared-secret | shared-secret} [0 | 7]
shared-secret [protocol udp port udp-port-number [interface interface-id | ip ip-address]] グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して、EnergyWise ドメインを再設定することを推奨
します。
ドメインを再設定しないと、ドメイン メンバーは管理パスワードとドメイン パスワードを同期化
します。

• energywise management tcp-port-number グローバル コンフィギュレーション コマンド

energywise management security shared-secret [0 | 7] shared-secret port tcp-port-number グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ドメインの管理パスワードを再設定すること
を推奨します。
Catalyst 4500 に固有の問題については、Appendix A, “Cisco EnergyWise and Catalyst 4500 Switches.”
を参照してください。

Catalyst 6500 に固有の問題については、Appendix B, “Cisco EnergyWise and Catalyst 6500 Switches.”
を参照してください。

手動による電力の管理
• 「Cisco EnergyWise のイネーブル化」（P.2-4）
• 「ドメイン メンバーまたはエンドポイントの属性の設定」（P.2-6）
• 「PoE ポートの電源投入」（P.2-8）
• 「ポートの属性の設定」（P.2-8）
• 「Cisco EnergyWise のイネーブル化およびデバイスの電源投入の例」（P.2-10）

Cisco EnergyWise のイネーブル化
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

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

service password-encryption

（任意）パスワードの暗号化をイネーブルにします。
ステップ 3 で非表示のパスワードを設定した場合は、このコマ
ンドを入力します。
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ステップ 3

コマンド

目的

energywise domain domain-name security
{ntp-shared-secret | shared-secret} [0 | 7]
domain-password [protocol udp port
udp-port-number [interface interface-id | ip
ip-address]]

ネットワーク デバイスで Cisco EnergyWise をイネーブルにし、
指定した domain-name のドメインにネットワーク デバイスを
割り当て、ドメインのセキュリティ モードを設定し、ドメイン
内のすべての通信を認証するドメイン パスワードを設定しま
す。

• ntp-shared-secret：NTP による強力なパスワードを使用し
ます。メンバー間に ± 30 秒の時間差があると、ドメイン
メンバーはイベントをドロップします。

• shared-secret：NTP を使用しない強力なパスワードを設定
します。

• （任意）0：プレーンテキストのパスワードを使用します。
これがデフォルトです。

• （任意）7：非表示のパスワードを使用します。

0 と 7 のいずれも入力しない場合は、デフォルト値 0 が使
用されます。

• （任意）port udp-port-number：ドメインと通信する UDP
ポートを指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 65000 です。デフォルトは 43440 で
す。

• （任意）interface interface-id：IP アドレスが動的に割り当
てられている場合、ドメインと通信するポートを指定しま
す。interface-id 値を指定することを推奨します。ブリッジ
型ネットワークでは、このコマンドを使用する必要があり
ます。

• （任意）ip ip-address：インターフェイスが Switched
Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）で
あり、VLAN トランキング プロトコル（VTP）プルーニン
グがイネーブルである場合に、ドメインと通信する IP アド
レスを指定します。ルーテッド ネットワークでは、このコ
マンドを使用してください。

domain-name および domain-password について
• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しな
いでください。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

show energywise

入力を確認します。

show energywise domain
ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ドメイン メンバーまたはエンドポイントの属性の設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

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

energywise importance importance

重要度を設定します。
範囲は 1 ～ 100 です。デフォルトは、1 です。

ステップ 3

energywise keywords word,word,...

少なくとも 1 つのキーワードを割り当てます。
複数のキーワードを割り当てる場合は、各キーワードをカンマで区
切ります。キーワードの区切り文字としてスペースを使用しないで
ください。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しない
でください。
デフォルトでは、キーワードは定義されません。
ステップ 4

service password-encryption

パスワードの暗号化をイネーブルにします。
ステップ 5 またはステップ 10 で非表示のパスワードを設定した場
合は、このコマンドを入力します。

ステップ 5

energywise management security
shared-secret [0 | 7] mgmt-password [port
tcp-port-number]

管理ステーションがドメインとの通信に使用するドメイン メン
バーに、管理パスワードを設定します。

• （任意）0：プレーンテキストのパスワードを使用します。
• （任意）7：非表示のパスワードを使用します。

0 と 7 のいずれも入力しない場合は、デフォルト値 0 が使用さ
れます。
• mgmt-password について
– 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
– 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力し
ないでください。

• （任意）port tcp-port-number：管理アクセス用の TCP ポート
を指定します。指定できる範囲は 1025 ～ 65535 です。デフォ
ルトは 43440 です。
デフォルトでは、管理パスワードは設定されていません。
ステップ 6

energywise name name

EnergyWise 固有の名前を指定します。
• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しない
でください。
デフォルトはホスト名です。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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コマンド
ステップ 7

目的

energywise neighbor {hostname | ip-address} スタティック ネイバーを割り当てます。
udp-port-number
• ドメイン ネーム システム（DNS）のホスト名（hostname）ま
たは IP アドレス（ip-address）。
• クエリーを送受信する UDP ポート（udp-port-number）。指定
できる範囲は 1 ～ 65000 です。
デフォルトでは、スタティック ネイバーは割り当てられていませ
ん。

ステップ 8

energywise role role

EnergyWise ドメインでのロールを指定します。たとえば、
lobby.b20 とします。
• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しない
でください。
デフォルトはモデル番号です。

ステップ 9

energywise allow query {save | set}

ドメイン メンバーを、管理ステーションまたは別のドメイン メン
バーからのクエリーに応答するように設定します。

• save：実行コンフィギュレーションを保存するクエリーに応答
します。

• set：電力レベルまたは EnergyWise 属性を変更するクエリー
に応答します。
デフォルトでは、ドメイン メンバーは set クエリーに応答します。
ステップ 10 energywise endpoint security {none |

shared-secret [0 | 7] shared-secret}

エンドポイントのセキュリティ モードを設定します。

• none：セキュリティをディセーブルにします。
• shared-secret：ドメイン メンバーとのセキュアな通信を確保
するためのパスワードを使用します。

• （任意）0：プレーンテキストのパスワードを使用します。
• （任意）7：非表示のパスワードを使用します。

0 と 7 のいずれも入力しない場合は、デフォルト値 0 が使用さ
れます。
• shared-secret について
– 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
– 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力し
ないでください。
デフォルトでは、パスワードは設定されていません。
ステップ 11 end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show energywise

入力を確認します。

show energywise domain
ステップ 13 copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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PoE ポートの電源投入
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

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

interface interface-id

設定するポートまたはポートの範囲を指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

energywise level level

ポートを手動で電源投入します。

• 接続している PoE エンドポイントには、電力レベル 10 を入力
します。

• PoE 非対応のエンドポイントには、電力レベル 1 ～ 10 を入力
します。エンドポイントで適切な処置が取られます。
ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5

show energywise domain

入力を確認します。

show energywise children
ステップ 6

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
（注）

ステップ 3 で設定した電力レベルは、ドメイン メンバーが
再起動するときのデフォルトの電力レベルになります。

ポートの属性の設定
（注）

energywise activitycheck コマンドをサポートするスイッチについては、「アクティビティ チェック」
（P.2-24）を参照してください。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド

目的

ステップ 1

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

interface interface-id

設定するポートまたはポートの範囲を指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3

energywise importance importance

ポートの重要度の値を設定します。

ステップ 4

energywise keywords word,word,...

範囲は 1 ～ 100 です。デフォルトは、1 です。
ポートに少なくとも 1 つのキーワードを割り当てます。
複数のキーワードを割り当てる場合は、各キーワードをカンマ
で区切ります。キーワードの区切り文字としてスペースを使用
しないでください。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しな
いでください。
デフォルトでは、キーワードは定義されません。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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ステップ 5

コマンド

目的

energywise name name

EnergyWise 固有のポート名を指定します。
• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しな
いでください。
デフォルトは、ポート名の短縮バージョンです。たとえば、
Gigabit Ethernet 1/0/2 の場合は Gi1.0.2 となります。

ステップ 6

energywise role role

ドメインでのポートのロールを指定します（例：lobbyport）。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しな
いでください。
デフォルトのロールは interface です。
ステップ 7

energywise activitycheck コマンドを入力する前
• ポートおよび接続された IP Phone で
Automatic Quality of Service（自動 QoS）が
イネーブルになっていることを確認します。

• ドメイン メンバーが複数のシスコ デバイス
を介して IP Phone に接続されている場合は、
デバイスで受信パケットの CoS 値を信頼し
ていることを確認します。
自動 QoS を設定するには、「アクティビティ
チェック」（P.2-24）および、お使いのシスコ
ネットワーク デバイスに付属しているソフト
ウェア マニュアルを参照してください。
ステップ 8

energywise activitycheck

ドメイン メンバーがポートの電源を切断する前に、接続してい
る IP Phone がトラフィックを送信中または受信中でないことを
確認します。
（注）

ステップ 9

energywise allow query set

ドメイン メンバーでは、IP Phone が保留状態であるか
どうかを判断できません。

インターフェイスが管理ステーションや別のドメイン メンバー
からクエリーを受信した場合に、電力レベルおよび
EnergyWise 属性を変更するクエリーに応答するようにイン
ターフェイスを設定します。
デフォルトでは、ドメイン メンバーはこのクエリーに応答しま
す。

ステップ 10 end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show running-config

入力を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Cisco EnergyWise のイネーブル化およびデバイスの電源投入の例
• 「ドメインの設定」（P.2-10）
• 「手動による電力の管理」（P.2-10）
• 「自動による電力の管理」（P.2-11）

（注）

ここで挙げる例では、interface-id の形式は、タイプ スロットまたはモジュール番号 / ポート番号です
（例：gigabitethernet 0/5）。インターフェイスを指定するには、お使いのデバイスのソフトウェア マ
ニュアルを参照してください。

ドメインの設定
ドメインを設定するには、次の手順を実行します。
DomainMember# show energywise
Interface
Role
Name
Usage
Lvl
Imp Type
----------------------- ---fanfare
jsmith
1009.0(W) 5
100 paren
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# energywise domain cisco security ntp-shared-secret cisco protocol
udp port 43440 ip 2.2.4.30
DomainMember(config)# energywise importance 50
DomainMember(config)# energywise keywords lab1,devlab
DomainMember(config)# energywise name LabSwitch
DomainMember(config)# energywise neighbor member1 43440
DomainMember(config)# energywise role role.labaccess
DomainMember(config)# energywise allow query save
DomainMember(config)# end
DomainMember# show energywise domain
Name
: member1
Domain
: cisco
Protocol : udp
IP
: 2.2.2.21
Port
: 43440
DomainMember# show energywise neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Id
Neighbor Name
Ip:Port
Prot
Capability
-------------------------------1
member-21
2.2.2.21:43440
udp
S I
2
member-31
2.2.4.31:43440
static S I
3
member-22
2.2.2.22:43440
cdp
S I

手動による電力の管理
ラボの IP Phone に電源を投入するには、次のように入力します。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.44
DomainMember(config)# interface gigabitethernet0/3
DomainMember(config-if)# energywise importance 65
DomainMember(config-if)# energywise name labphone.5
DomainMember(config-if)# energywise role role.labphone
DomainMember(config-if)# end

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド

2-10

OL-26660-01-J

第2章

EnergyWise の設定
手動による電力の管理

PoE ポートに接続された IP Phone の電源を切断するには、次のように入力します。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.44
DomainMember(config)# interface gigabitethernet0/2
DomainMember(config-if)# energywise importance 65
DomainMember(config-if)# energywise name labphone.5
DomainMember(config-if)# energywise role role.labphone
DomainMember(config-if)# energywise level 0
DomainMember(config-if)# end

ドメイン メンバーは、Cisco EnergyWise がイネーブルにされているかどうかにかかわらず、IP Phone
に電力を供給します。

自動による電力の管理
ラボの IP Phone を自動的に 08:00 に電源投入、20:00 に電源切断されるようにするには、次を実行し
ます。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.30
DomainMember(config)# interface gigabitethernet1/0/3
DomainMember(config-if)# energywise level 10 recurrence importance 90 at 0 8 * * *
DomainMember(config-if)# energywise level 0 recurrence importance 90 at 0 20 * * *
DomainMember(config-if)# energywise importance 50
DomainMember(config-if)# energywise name labInterface.3
DomainMember(config-if)# energywise role role.labphone
DomainMember(config-if)# end
DomainMember# show energywise recurrences
Id
Addr
Class Action Lvl Cron
--------- ------ --- ---1
Gi0/3
QUERY SET
10 minutes: 0 hour: 8 day: * month: * weekday: *
2
Gi0/3
QUERY SET
0 minutes: 0 hour: 20 day: * month: * weekday: *
DomainMember# show running-config
<output truncated>
interface GigabitEthernet0/3
energywise level 10 recurrence at 0 8 * * *
energywise level 0 recurrence at 0 20 *
energywise importance 50
energywise role role.labphone
energywise name labInterface.3
end
<output truncated>
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1 階の PC を自動的に 06:00 に電源投入、20:00 に電源切断されるようにするには、次を実行します。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.30
DomainMember(config)# time-range onfirstfloor
DomainMember(config-time-range)# absolute start 0:00 1 August 2009
DomainMember(config-time-range)# periodic weekdays 6:11
DomainMember(config-time-range)# periodic weekend 9:37
DomainMember(config)# time-range offfirstfloor
DomainMember(config-time-range)# absolute start 0:00 1 August 2009
DomainMember(config-time-range)# periodic weekdays 20:19
DomainMember(config-time-range)# periodic weekend 18:59
DomainMember(config)# interface gigabitethernet0/3
DomainMember(config-if)# energywise level 10 recurrence importance 70 time-range
onfirstfloor
DomainMember(config-if)# energywise level 0 recurrence importance 70 time offfirstfloor
DomainMember(config-if)# energywise name floor.1
DomainMember(config-if)# energywise role pc-mgr
DomainMember(config-if)# end
DomainMember# show energywise recurrences
Id
Addr
Class Action Lvl Cron
--------- ------ --- ---1
Gi0/3
QUERY SET
10 onfirstfloor
2
Gi0/3
QUERY SET
0 offfirstfloor
DomainMember# show running-config
<output truncated>
interface GigabitEthernet0/3
energywise level 10 recurrence importance 70 time-range onfirstfloor
energywise level 0 recurrence importance 70 time-range offfirstfloor
energywise role pc-mgr
energywise name floor.1
end
<output truncated>

終了日時の時間範囲を設定するには、次を実行します。
DomainMember(config)# time-range
DomainMember(config-time-range)#
2011
DomainMember(config-time-range)#
DomainMember(config-time-range)#

（注）

offfirstfloor
absolute start 0:00 1 August 2009 23:58 31 December
periodic monday 20:01 friday 23:55
periodic saturday 18:05 sunday 23:30

Cisco EnergyWise は、時間範囲内の開始時間だけを使用します。そのため、Cisco EnergyWise は設定
された終了時間を無視します。
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繰り返し
• 「時間形式と時間帯」（P.2-13）
• 「日付と曜日の繰り返し」（P.2-13）
• 「繰り返しの設定」（P.2-14）

時間形式と時間帯
時間形式には 24 時間を使用します。時間帯はドメイン メンバーに基づきます。

• 特定の時間に繰り返しを設定するには、energywise level level recurrence importance importance
at minute hour day_of_month month day_of_week インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを入力します。
たとえば、毎日 06:34 に発生する繰り返しを設定するには、energywise level level recurrence
importance at 34 6 * * * コマンドを入力します。

– minute には 34 を指定します。
– hour には 6 を指定します。
– day_of_month には、月の毎日のワイルドカード（*）を指定します。
– month には、毎月のワイルドカード（*）を指定します。
– day_of_week には、週の曜日のワイルドカード（*）を指定します。
• 時間帯に 06:34 を設定するには、absolute 06:34 * * 2009 および periodic 06:34 インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

（注）

繰り返しを設定する場合は、複数の繰り返しイベントが同時に開始されるようにスケジューリングしな
いでください。15 分以上離してイベントを設定することを推奨します。

日付と曜日の繰り返し
• day_of_month および day_of_week を energywise level level recurrence importance importance
at minute hour day_of_month month day_of_week インターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドで使用する場合。

• Cisco EnergyWise バージョン 2.7 リリースよりも前のリリースで最初に day_of_month または
day_of_week が発生すると、繰り返しイベントが発生します。Cisco EnergyWise バージョン 2.7 の
ソフトウェア リリースについては、Cisco.com の『Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2.7』を参照してください。
• day_of_month および day_of_week を両方指定した場合は、day_of_month または day_of_week が
最初に発生するとイベントが発生します。

• day_of_month を指定して、day_of_week にワイルドカード（*）を指定すると、イベントは
day_of_month の日付に発生します。
• day_of_month にワイルドカードを指定して、day_of_week を指定すると、イベントは
day_of_week の日付に発生します。
• day_of_month および day_of_week の両方にワイルドカードを使用すると、イベントは任意の日に
発生します。
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繰り返しの設定
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

show energywise

EnergyWise がイネーブルであることを確認します。

ステップ 2

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 3

time-range time-range-name

時間範囲に名前を割り当て、時間範囲コンフィギュレーション
モードを開始します。時間範囲を設定しない場合は、ステップ
6 に進みます。
時間範囲は、システム クロックに基づきます。

• エンドポイント（PoE エンドポイントなど）で EnergyWise
を実行していない場合、指定する時間はドメイン メンバー
の時間帯に基づきます。

• エンドポイントでエージェントまたはクライアントを実行
している場合、指定する時間はエンドポイントの時間帯に
基づきます。

absolute および periodic 時間範囲コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して、繰り返しの日時を指定します。1 つの
absolute 条件と複数の periodic 条件を使用できます。
absolute または periodic 条件に終了日時が設定されている場
合、ドメイン メンバーはこれらの値を無視します。
ステップ 4

absolute start hh:mm day_of_month month year 繰り返しの開始日時を設定します。
• hh:mm：時および分単位で時間（24 時間形式）を指定しま
す。

• day month year：日付を指定します。
– day_of_month：指定できる範囲は 1 ～ 31 です。* をワ
イルドカードとして使用します。

– month：指定できる範囲は 1 月から 12 月です。* をワ
イルドカードとして使用します。

– year：最も小さい年値は 1993 です。
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ステップ 5

コマンド

目的

periodic days_of_the_week hh:mm

繰り返しの週単位の開始時間と曜日を設定します。

• days_of_the_week：有効な値：
– Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、
Friday、Saturday、または Sunday：1 つの曜日、開
始曜日から終了曜日の間にダッシュを使用した曜日の
範囲、またはカンマで区切った複数の曜日を入力しま
す。

– daily：繰り返しが月曜日から日曜日までの場合に入力
します。

– weekdays：繰り返しが月曜日から金曜日までの場合に
入力します。

– weekend：イベントが土曜日と日曜日に発生する場合
に入力します。

• hh:mm：時および分単位で時間（24 時間形式）を指定しま
す。
ステップ 6

interface interface-id

設定するポートまたはポートの範囲を指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
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コマンド
ステップ 7

目的

energywise level level recurrence importance 電源投入または電源切断のイベントをスケジューリングします。
importance {at minute hour day_of_month month
• level level：電力レベルを指定します。
day_of_week | time-range time-range-name}
– エンドポイントの電源を切断するには、0 を入力しま
す。

– エンドポイントの電源を投入するには、次のように入
力します。

PoE エンドポイントの場合は 10 を入力します。
別の受電デバイスの場合は、電力レベル 1 ～ 10 を入力
します。エンドポイントで適切な処置が取られます。

• importance importance：エンドポイントの重要度の値が重
要度の値以下である場合に、イベントが発生します。範囲
は 1 ～ 100 です。

• at minute hour day_of_month month day_of_week：繰り返
しの時間（24 時間形式）を cron 形式で指定します。
– minute：指定できる範囲は 0 ～ 59 です。* をワイルド
カードとして使用します。

– hour：指定できる範囲は 0 ～ 23 です。* をワイルド
カードとして使用します。

– day_of_month：指定できる範囲は 1 ～ 31 です。* をワ
イルドカードとして使用します。

– month：指定できる範囲は 1（1 月）～ 12（12 月）で
す。* をワイルドカードとして使用します。
– day_of_week：指定できる範囲は 0（日曜日）～ 6（土
曜日）です。* をワイルドカードとして使用します。
• time-range time-range-name：繰り返しの時間範囲を指定
します。
イベントにはドメイン メンバーの時間が使用されます。
別のイベントをスケジューリングするには、この手順を繰り返
します。
ステップ 8

end

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9

show energywise recurrence

入力を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

クエリー
• 「クエリーに関する情報」（P.2-17）
• 「ドメイン内の電力を管理するためのクエリーの使用」（P.2-18）
• 「クエリーを使用する例」（P.2-21）
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クエリーに関する情報
クエリーを送信する管理ステーションは、EnergyWise ドメインから電力使用量に関するすべての応答
を受信します。ドメイン メンバーは、ネイバー関係を使用してクエリーを送信します。
セキュアな通信を確保するため、ドメイン メンバーは共有秘密キーを使用し、認証済みのクエリーだ
けをエンドポイントに送信します。
図 2-1

クエリーの要求と応答

3
1
4

3
3

3

4
2

3

4

276241

4

1

管理ステーションがドメインにクエリーと 3 ドメイン メンバーは他のドメイン メンバーおよ
メッセージを送信します。
びエンドポイントにクエリーとメッセージを送信
します。

2

ドメイン メンバーは、管理ステーション
からのクエリーとメッセージに応答しま
す。

4 ドメイン メンバーは他のドメイン メンバーおよ
びエンドポイントからのクエリーとメッセージに
応答します。

EnergyWise は次のクエリー タイプをサポートします。
• Collect：ドメイン メンバーとエンドポイントからワット（W）単位の電力消費量情報を受信しま
す。

• Save：ドメイン メンバーの実行コンフィギュレーションを保存します。energywise allow query
save グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
• Set：実行コンフィギュレーションでドメイン メンバーまたはエンドポイントの電力レベルを変更
します。

• Sum：ドメイン メンバーとエンドポイントからの情報を要約します。
次に示す属性を使用して結果をフィルタリングできます。

• Importance：事業または導入コンテキストに基づいて、デバイスの優先順位を設定します。たとえ
ば、卓上電話はビジネスに不可欠な緊急電話よりも重要度が低くなります。範囲は 1（最も重要度
が低い）～ 100（最も重要度が高い）に設定します。デフォルトは、1 です。
• Keywords：デバイスについての説明です（名前またはロール以外）。
• Name：デバイスを識別します。
• Role：事業または導入の状況に基づいたデバイスの機能を指定します。
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• Usage：Cisco EnergyWise デバイスのエネルギー消費タイプを指定します。デフォルトは
consumer です。
– All：すべての消費タイプのデバイス。
– Consumer：スイッチのような電力を消費するデバイス。
– Meter：ソースから接続されたデバイスに電力を送信する配電ユニット（PDU）のような、パ
ススルー電力を測定するデバイス。

– Producer：ソーラー パネルのような電力を生成するデバイス。
クエリーの結果には、重要度の値がクエリーに指定された値以下であるドメイン メンバーおよびエン
ドポイントが表示されます。

ドメイン内の電力を管理するためのクエリーの使用
（注）

energywise query importance 特権 EXEC コマンドの timeout 値が短すぎると、ドメイン メンバーお
よびエンドポイントがクエリーに応答しても、管理ステーションはクエリー結果を受信しません。たと
えば、特定の電話機の電源を切断する場合、energywise query importance コマンド の timeout 値が短
すぎると、その電話機の電源は切断されません。timeout を設定するときは、正しい出力を表示するた
めに最小 6 秒を設定します。
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 1

コマンド

目的

energywise query analyze domain
domain-name

ドメインのサイズやメンバーとエンドポイントの数など、ドメイン
についての情報を分析して表示するためのクエリーを実行します。
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ステップ 2

コマンド

目的

energywise query importance importance
{keywords word,word,... | name name}
collect {delta | usage} [all [timeout timeout] |
consumer [timeout timeout] | meter [timeout
timeout] | producer [timeout timeout] |
timeout timeout]

ドメイン メンバーとエンドポイントの電力情報を表示するための
クエリーを実行します。電力レベルを変更し、ドメイン メンバー、
PoE ポート、またはエンドポイントの電源を投入および切断する
ためのクエリーを実行します。

または

• importance importance：重要度の値に基づいて結果をフィル
タリングします。重要度の値が、指定した値以下であるドメイ
ン メンバーおよびエンドポイントだけが、クエリーに応答し
ます。importance の範囲は 1 ～ 100 です。

energywise query importance importance
{keywords word,word,... | name name} sum
• keywords word,word：1 つ以上のキーワードに基づいて結果
{delta | usage} [all [timeout timeout] |
をフィルタリングします。
consumer [timeout timeout] | meter [timeout
（注） クエリーを keywords * を使用して実行しないでください。
timeout] | producer [timeout timeout] |
結果が生成されません。
timeout timeout]
• name name：名前に基づいて結果をフィルタリングします。
ワイルドカードを使用する場合は、* を使用するか、または
name* というように名前のフレーズの末尾にアスタリスクを
指定します。

• collect {delta | usage}：ドメイン メンバーとエンドポイント
からの電力消費量情報をワット（W）単位で表示します。
– delta：仮定（what-if）計算用に電力レベルごとの実際の
電力消費量と最大電力消費量の差と一緒に、デルタ ベク
トルを表示します。
– usage：実際の電力消費量を表示します。
• sum {delta | usage}：ドメイン メンバーとエンドポイントから
の電力消費量情報の要約を表示します。

– delta：デルタ ベクトルを表示します。
– usage：実際の電力消費量を表示します。
• （任意）all：すべての消費タイプの EnergyWise デバイスを表
示します。

• （任意）consumer：スイッチのような電力を消費するデバイス
を表示するように結果をフィルタリングします。これがデフォ
ルトの消費タイプです。

• （任意）meter：ソースから接続されたデバイスに電力を送信
する PDU のような、パススルー電力を測定するデバイスを表
示するように結果をフィルタリングします。

• （任意）producer：ソーラー パネルのような電力を生成するデ
バイスを表示するように結果をフィルタリングします。

• （任意）timeout timeout：管理ステーションがクエリーの結果
を待機する秒数を設定します。timeout を設定するときは、正
しい出力を表示するために最小 6 秒を設定します。
デフォルトの timeout 値は 6 秒です。指定できる範囲は 1 ～

180 です。
別のクエリーを実行するには、この手順を繰り返します。
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コマンド
ステップ 3

目的

energywise query importance importance
（任意）電力レベルを変更し、ドメイン メンバー、PoE ポート、ま
{keywords word,word,... | name name} set
たはエンドポイントの電源を投入および切断するためのクエリーを
level level [all [timeout timeout] | consumer 実行します。
[timeout timeout] | meter [timeout timeout] |
producer [timeout timeout] | timeout
timeout]
注意
このクエリーを使用する際は、十分注意してください。
このクエリーは、コマンドの入力対象のドメイン メン
バーと、クエリー条件に一致する他のドメイン メンバー
およびエンドポイントの両方に影響を及ぼします。

• importance importance：重要度の値に基づいて結果をフィル
タリングします。重要度の値が指定した値以下であるドメイン
メンバーおよびエンドポイントだけが表示されます。
importance の範囲は 1 ～ 100 です。

• keywords word,word,...：1 つ以上のキーワードに基づいて結
果をフィルタリングします。
（注）

クエリーを keywords * を使用して実行しないでください。
結果が生成されません。

• name name：名前に基づいて結果をフィルタリングします。
ワイルドカードを使用する場合は、* を使用するか、または
name* というように名前のフレーズの末尾にアスタリスクを
指定します。

• set level level：ドメイン メンバー、エンドポイント、または
PoE ポートの電力レベルを設定します。指定できる範囲は 0 ～
10 です。
• （任意）all：すべての消費タイプの EnergyWise デバイスを表
示します。

• （任意）consumer：スイッチのような電力を消費するデバイス
を表示するように結果をフィルタリングします。これがデフォ
ルトの消費タイプです。

• （任意）meter：ソースから接続されたデバイスに電力を送信
する PDU のような、パススルー電力を測定するデバイスを表
示するように結果をフィルタリングします。

• （任意）producer：ソーラー パネルのような電力を生成するデ
バイスを表示するように結果をフィルタリングします。

• （任意）timeout timeout：管理ステーションがクエリーの結果
を待機する秒数を設定します。timeout を設定するときは、正
しい出力を表示するために最小 6 秒を設定します。
デフォルト値は 6 秒です。指定できる範囲は 1 ～ 180 です。
別のクエリーを実行するには、この手順を繰り返します。
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クエリーを使用する例
• 「ドメイン分析のためのクエリー」（P.2-21）
• 「Name 属性を使用したクエリー」（P.2-21）
• 「キーワードを使用したクエリー」（P.2-22）
• 「電力レベルを設定するためのクエリー」（P.2-22）

ドメイン分析のためのクエリー
次の例では、メンバーやエンドポイントの数、ドメイン サイズのようなドメインに関する情報を表示
する方法を示します。
DomainMember# energywise query analyze domain
EnergyWise is currently analyzing the domain, please wait...
EnergyWise Domain Statistics
---------------------------Querying from HW Model: WS-C3560G-48PS
Number of Domain Members:
3
Number of Endpoints: 1

Name 属性を使用したクエリー
下記の例では、スイッチ 1 とスイッチ 2 が同じドメイン内にあります。shipping.1 はスイッチ 1 の PoE
ポートであり、shipping.2 はスイッチ 2 の PoE ポートです。
この例には、名前が shipping から始まり、重要度の値が 80 以下であるドメイン メンバーおよびエンド
ポイントの電力消費量が示されています。このクエリーをスイッチ 1 で実行します。
DomainMember# energywise query importance 80 name shipping.* collect usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
---192.168.20.1
192.168.20.2
Queried:

2

Name
---shipping.1
shipping.2
Responded:

2

Usage
----6.3
(W)
8.5
(W)
Time:

Level
----10
10

Imp
--1
1

0.4 seconds

最初の行（shipping.1）はスイッチ 1 の結果です。2 番めの行（shipping.2）は、スイッチ 1 のネイバー
であるスイッチ 2 の結果です。
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キーワードを使用したクエリー
下記の例では、スイッチ 1 とスイッチ 2 が同じドメイン内にあります。shipping.1 はスイッチ 1 の PoE
ポートであり、shipping.2 はスイッチ 2 の PoE ポートです。
次の例では、名前とロールが異なり、重要度の値が 80 以下であり、Admin キーワードが付くすべての
IP Phone の電力消費量が示されています。このクエリーをスイッチ 1 で実行します。
DomainMember# energywise query importance 80 keyword Admin collect usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
---192.168.40.2
192.168.50.2
192.168.60.3
Queried:

Name
---shipping.1
orders.1
pc.1

3

Responded:

Usage
----6.3
(W)
10.3
(W)
200.0
(W)

3

Time:

Level
----10
10
8

Imp
--1
1
75

0.5 seconds

スイッチ 1 は、スイッチ 1 のネイバーであるスイッチ 2 に接続する 2 台の電話機を報告します。

（注）

クエリーを keywords * を使用して実行しないでください。結果が生成されません。

電力レベルを設定するためのクエリー
スイッチ 1 で次に示すクエリーを実行します。

• shipping.2 の電力レベルを 0 に設定する。
DomainMember# energywise query importance 80 name shipping.2 set level 0

• shipping.1 および shipping.2 の電力レベルを手動で 0 に設定する。
DomainMember# energywise query importance 90 name shipping.* set level 0

• キーワード Admin を持つデバイスの電力レベルを 10 に設定する。
DomainMember# energywise query importance 60 keyword Admin set level 10
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
!!!!
Success rate is (2/2) setting entities
Queried:

2

Responded:

2

Time:

0.15 seconds

消費タイプに all を指定して、EnergyWise デバイスの電力消費量を表示する。
DomainMember# energywise query importance 100 name * collect usage all
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
Name
Usage
Level
Imp
----------------10.1.2.83
SEP5475d0db0dcb
3.8
(W)
10
5
10.1.2.71
SEP1C17D340834E
8.8
(W)
10
1
10.1.2.68
SEP3037A61748E2
8.8
(W)
10
1
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet1
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet2
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet3
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet4
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet5
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet6
34.0 (W)
0
50
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消費タイプに consumer を指定して、IP Phone の電力消費量を表示する。
DomainMember# energywise query importance 100 name * collect usage consumer
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
Name
Usage
Level
Imp
----------------10.1.2.83
SEP5475d0db0dcb
3.8
(W)
10
5
10.1.2.71
SEP1C17D340834E
8.8
(W)
10
1
10.1.2.68
SEP3037A61748E2
8.8
(W)
10
1

消費タイプに meter を指定して、PDU 電源コンセントの電力消費量を表示する。
Switch# energywise query importance 100 name * collect usage meter
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
Name
Usage
Level
Imp
----------------10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet1
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet2
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet3
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet4
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet5
0.0
(W)
0
50
10.1.2.211
Local_InfeedA_Outlet6
34.0 (W)
0
50
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アクティビティ チェック
• 「アクティビティ チェックに関する情報」（P.2-24）
• 「前提条件」（P.2-24）
• 「アクティビティ チェックの設定」（P.2-25）
• 「アクティビティ チェックのテスト」（P.2-25）
• 「アクティビティ チェックの例」（P.2-26）

アクティビティ チェックに関する情報
この機能を使用して、スイッチが使用中の電話機の電源を切断しないようにできます。たとえば、PoE
ポートに接続している Cisco IP Phone があり、アクティビティ チェックがイネーブルの場合、スイッ
チは、音声トラフィックを送信中または受信中の電話機の電源を切断しません。電話機が使用中でない
場合は、スイッチは約 1 分以内にその電話機の電源を切断します。電話機のスイッチ ポートに PC が接
続している場合、電話機の電源が切断されると、PC のネットワーク接続は失われます。
次のシスコ デバイスでアクティビティ チェックを設定できます。
『Cisco IOS Release Notes for Cisco
• Catalyst 6500 シリーズ スイッチ（特定のデバイスについては、
EnergyWise, EnergyWise Phase 2』を参照してください）。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチ。

（注）

PoE ポートの電源を切断する前に、Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチでは、インターフェイス統計を使用して、PoE ポートに接続された Cisco IP
Phone がトラフィックを送信または受信していないかを判断します。

• Catalyst 3750-X、3750-E、3750、3560-X、3650-E、3560、および 2960 スイッチ。
• Cisco EtherSwitch サービス モジュール（NME-16ES-1G、NME-16ES-1G-P、NME-X-23ES-1G、
NME-X-23ES-1G-P、NME-XD-24ES-1S-P、NME-XD-48ES-2S-P）。
• 拡張 Cisco EtherSwitch サービス モジュール（SM-D-ES2-48、SM-D-ES3-48-P、
SM-D-ES3G-48-P、SM-ES2-16-P、SM-ES2-24、SM-ES2-24-P、SM-ES3-16-P、SM-ES3-24-P、
SM-ES3G-16-P、SM-ES3G-24-P）。

前提条件
（注）

これらの前提条件は Catalyst 6500 シリーズ スイッチには適用されません。
次の設定を実行しました。

• IP Phone からのパケットにはすべてサービス クラス（CoS）値 5 が割り当てられています。show
mls qos maps cos-output-q 特権 EXEC コマンドを使用して、CoS 出力キューしきい値マップを表
示します。

• VoIP の Automatic Quality of Service（自動 QoS）がイネーブルになっています。auto qos voip イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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• 自動 QoS が IP Phone でイネーブルになっています。IP Phone からのパケットの CoS 値はスイッ
チによって変更されません。auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

• 複数のシスコ デバイスを介してスイッチが IP Phone に接続されている場合は、デバイスで受信パ
ケットの CoS 値を信頼して、変更しないことを確認してください。auto qos voip trust インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

アクティビティ チェックの設定

ステップ 1

コマンド

目的

energywise activity check

ポートの電源を切断する前に、PoE ポートに接続している Cisco IP
Phone がトラフィックを送信または受信しなくなるまで待機するように
ドメイン メンバーを設定します。
（注）

ドメイン メンバーでは、IP Phone が保留状態であるかどうかを
判断できません。

アクティビティ チェックのテスト
アクティビティ チェックをイネーブルにした後は、アクティビティ チェックをテストして、接続され
た Cisco IP Phone が音声トラフィックを送信中または受信中でない場合のみスイッチがポートの電源
を切断することを確認します。通話中：

• ポートの電力レベルを 0 に設定します。スイッチによって IP Phone の電源が切断されません。電
力レベルを設定することにより、次のことが可能になります。

– クエリーの実行（CLI または管理用のアプリケーション プログラミング インターフェイス
（MAPI）を使用）：スイッチは電源を切断する前にアクティビティ チェックを実行します。
– 繰り返しの使用：スイッチは電源を切断する前にアクティビティ チェックを実行します。
– CLI の使用：スイッチはアクティビティ チェックを実行せずに、PoE ポートの電源をただち
に切断します。
電力レベルの設定と繰り返しの使用については、「電力レベルを設定するためのクエリー」
（P.2-22）および「繰り返しの設定」（P.2-14）を参照してください。

• show mls qos interface statistics 特権 EXEC コマンドを使用して、キュー 1 のパケット数を含む
ポート QoS 統計を表示します。
このコマンドは Catalyst 6500 スイッチには適用されません。
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アクティビティ チェックの例
次に、キューとしきい値にマッピングされた CoS 値の例を示します。この例では、Gigabit
Ethernet 0/1 ポートで CoS 値 5 がキュー 1 およびしきい値 3 にマッピングされています。
Cos-outputq-threshold map:
cos:
0
1
2
3
4
5
6
7
------------------------------------------------------------queue-threshold: 4-3 4-2 3-3 2-3 3-3 1-3 2-3 2-3

PoE ポートの設定です。
<output truncated>
interface GigabitEthernet0/1
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
queue-set 2
priority-queue out
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
auto qos voip cisco-phone
service-policy input AutoQoS-Police-CiscoPhone
<output truncated>

次に、アクティビティ チェックをテストする例を示します。この例では、いずれの出力キューと
しきい値が音声トラフィックの CoS 5 にマッピングされているかを表示するために、show mls
qos maps cos-output-q 特権 EXEC コマンドを使用しています。この例では、show mls qos
interface statistics 特権 EXEC コマンドを使用して出力キュー内のパケット数を表示し、ドメイン
メンバー（ここでは IP Phone）がパケットを送信中であるかどうかを判断しています。
DomainMember# show mls qos maps cos-output-q
Cos-outputq-threshold map:
cos: 0 1
2
3
4
5
6
7
---------------------------------------------------queue-threshold: 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1
<output truncated>

CoS 5 は、queue-threshold：1-1（キュー 1 およびしきい値 1）でマッピングされています。
DomainMember# show mls qos interface statistics
output queues enqueued:
queue:
threshold1
threshold2
threshold3
----------------------------------------------queue 0:
0
0
0
queue 1:
0
0
0
queue 2:
0
0
0
queue 3:
0
0
0
<output truncated>

キュー 1 およびしきい値 1 の出力キューは 0 です。これは、電話機がパケットを送信中ではなく、
スイッチがその電話機の電源を切断できることを意味しています。通話が進行中の場合は、出力
キュー内のパケットの数はゼロ以外になります。
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Wake on LAN
• 「Wake on LAN に関する情報」（P.2-27）
• 「Cisco EnergyWise での WoL の使用」（P.2-27）
• 「前提条件」（P.2-27）
• 「WoL の使用方法」（P.2-28）

Wake on LAN に関する情報
Wake on LAN（WoL）は、エンドポイント デバイスを起動するためにマジック パケットと呼ばれる
ネットワーク メッセージを使用するイーサネット コンピュータ ネットワーキングの標準です。マジッ
ク パケットには、宛先エンドポイント デバイス（通常は PC）の MAC アドレスが含まれます。たとえ
ば、WoL のマジック パケットを PC に送信できます。リッスンする PC は、その PC 宛てのマジック
パケットを待ち、システムを開始して起動します。
WoL は、マザーボード（BIOS）とネットワーク インターフェイスに実装されています。WoL は、オ
ペレーティング システムに依存しませんん。WoL はデフォルトで複数の PC に表示できます。

Cisco EnergyWise での WoL の使用
EnergyWise ネットワーク内の特定のエンドポイント デバイスまたはすべてのエンドポイント デバイス
に WoL のマジック パケットを送信するように EnergyWise ドメイン メンバーを設定できます。
WoL-enabled PC がドメイン メンバーに接続されている場合は、ドメイン メンバーが WoL のマジック
パケットを受信し、その PC の電力レベルが動作不可能から動作可能に変化します。
一部のネットワーク インターフェイス カード（NIC）には、NIC 内に 16 進数のパスワードを格納する
ために使用できる SecureOn 機能が含まれています。SecureOn 機能を使用して WoL パケットを NIC
に送信すると、NIC はこのパスワードをパケットの一部として格納し、起動プロセスの安全性を確保
します。起動する PC に SecureOn 機能をサポートする NIC が備わっている場合、ドメイン メンバー
は 16 進数のパスワードのマジック パケットを送信して PC の電源を投入する必要があります。

前提条件
• 起動する PC の BIOS と NIC で、WoL がイネーブルになっていることを確認します。PC の BIOS
および NIC で WoL をイネーブルにする方法については、ご使用の PC のマニュアルを参照してく
ださい。

• WoL パケットはレイヤ 2 ブロードキャスト パケットとして送信されます。ブロードキャスト ス
トームを防止するには、スパニングツリー プロトコル（STP）を使用してループを削除します。
• EnergyWise WoL クエリーに、関連する name または keyword 属性が常に存在することを確認し
ます。WoL クエリー パケットの importance、name、および keyword フィールドは、PC に接続
しているインターフェイス上の属性セットを参照します。WoL パケットはブロードキャスト ス
トームを防止するために、name または key word の属性が設定されているインターフェイスから
のみ送信されます。たとえば、次のコマンドを入力します。
DomainMember# configure terminal
DomainMember(config)# interface gigabitethernet 0/1
DomainMember(config-if)# energywise name PC-1
DomainMember(config-if)# end
DomainMember(config)# end
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DomainMember# energywise query importance 100 name PC-1 wol mac <mac-address>

WoL の使用方法
• 「MAC アドレスを使用した WoL の使用」（P.2-28）
• 「MAC アドレスを使用しない WoL の使用」（P.2-29）

MAC アドレスを使用した WoL の使用
特権 EXEC モードで次の手順を実行します。
コマンド
ステップ 1

目的

energywise query importance importance
WoL のマジック パケットを、EnergyWise ネットワーク内の特
{keywords word,word,... | name name} wol mac 定のデバイスに、またはすべてのデバイスに送信します。
mac-address [password password | port
• importance importance：重要度の値が、指定した値以下
tcp-port-number [password password]]
であるドメイン メンバーおよびエンドポイントだけが、ク
エリーに応答します。範囲は 1 ～ 100 です。

• keywords word,word...：1 つ以上のキーワードに基づいて
結果をフィルタリングします。
（注）

電源を投入する PC が、キーワード PC を持つインター
フェイスに接続している場合は、energywise query
importance 100 keyword PC wol mac mac-address コ
マンドを使用します。名前修飾子を使用することも可能
です。

• name name：名前に基づいて結果をフィルタリングしま
す。ワイルドカードを使用する場合は、* を使用するか、
または name* というように名前のフレーズの末尾にアスタ
リスクを指定します。

• wol mac mac-address：MAC アドレスに基づいて結果を
フィルタリングし、一致した MAC アドレスを持つデバイ
スの電源のみを投入します。
（注）

デバイスの場所が不明である場合は、energywise
query importance 100 name * wol mac mac-address コ
マンドを使用して、WoL パケットをすべてのドメイン
メンバーに送信します。

• （任意）password password：WoL-enabled エンドポイント
のパスワードを設定します。

• （任意）port port-number：EnergyWise ドメインと通信す
るポート番号を指定します。
デフォルトは 7 です。
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MAC アドレスを使用しない WoL の使用
MAC アドレスを入力しないで WoL を使用するには、まずオフ状態のキャッシングと WoL が含まれる
ように EnergyWise エンドポイント デバイスを設定します。デバイスを起動し、電力レベルを設定する
には、energywise query 特権 EXEC コマンドを使用します。たとえば、このコマンドを次のように入
力します。
DomainMember# energywise query importance 100 keywords pc set level 10

デバイスの MAC アドレスはキーワードまたは名前とともにキャッシュされます。ドメイン メンバー
が、キャッシュされたキーワード、名前、および MAC アドレスと、入力したキーワードまたは名前を
照合し、一致するデバイスに WoL パケットを送信します。

WoL パケットは、デバイスの電源が切断されている場合にだけ送信されます。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
OL-26660-01-J

2-29

第2章

EnergyWise の設定

SNMP エンドポイント プロキシ

SNMP エンドポイント プロキシ
• 「SNMP について」（P.2-30）
• 「Cisco EnergyWise での SNMP エンドポイント プロキシ」（P.2-30）
• 「前提条件」（P.2-31）
• 「SNMP エンドポイント プロキシの設定」（P.2-32）
• 「SNMP エンドポイント プロキシの設定の例」（P.2-33）

SNMP について
SNMP は、マネージャとエージェント間の通信のメッセージ フォーマットを提供するアプリケーショ
ンレイヤ プロトコルです。SNMP は、ネットワーク内のデバイスのモニタリングおよび管理に使用す
る標準フレームワークと共通言語を提供します。

Cisco EnergyWise での SNMP エンドポイント プロキシ
Cisco EnergyWise エージェントがエンドポイント デバイスにインストールされていなくても、Cisco
ネットワークに接続されたエンドポイント デバイスのエネルギー使用量をモニタ、制御、および報告
することができます。EnergyWise ドメイン メンバーはこれらのエンドポイント デバイスと通信するた
めに SNMP を使用できます。

SNMP を使用するには、エンドポイント デバイスが接続されているドメイン メンバーで EnergyWise
SNMP プロキシを設定する必要があります。ドメイン メンバー（EnergyWise SNMP プロキシが設定
されている）から SNMP デバイスにクエリーを送信すると、クエリーは SNMP 要求に変換され、
SNMP 応答は EnergyWise 応答に変換されます。
EnergyWise は、ドメイン メンバーのフラッシュ ドライブに保存されている XML ファイルを使用して
クエリーを変換します。必要な XML ファイルの数は、使用するデバイスの数とタイプによって異なり
ます。たとえば、SNMP を使用するプリンタが 1 台以上ある場合、プリンタ タイプおよびモデルごと
に XML ファイルを 1 つロードする必要があります。プリンタごとに、EnergyWise SNMP プロキシを
1 つ設定する必要があります。
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図 2-2 に、EnergyWise SNMP プロキシを実行しているドメイン メンバーによって SNMP 対応プリン
タが EnergyWise ドメインに参加する仕組みを示します。
図 2-2

EnergyWise ドメインに参加する SNMP 対応プリンタ
ࢱࣉ
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SNMP プロキシを設定したすべてのデバイスを表示するには、show energywise proxies 特権 EXEC
コマンドを使用します。

EnergyWise プロキシ関連のデバッグには、debug energywise endpoint および debug energywise
query 特権 EXEC コマンドを使用します。
（注）

次のコマンドを使用する EnergyWise クエリーは、SNMP 要求に変換できません。energywise
queryimportance importance {keywords word,word,... | name name} collect delta 特権 EXEC コマン
ド。他の Energywise クエリー コマンドはすべて使用できます。EnergyWise クエリーに関する詳細に
ついては、「EnergyWise CLI コマンド」（P.3-1）を参照してください。

前提条件
• デバイスがスタック コンフィギュレーションの一部である場合は、スタック内のすべてのデバイ
スで同じ XML ファイルがインストールされている必要があります。
これにより、（マスター フェールオーバーの場合）マスターとして選択された任意のスタック メン
バーが、EnergyWise SNMP プロキシが変換に使用する XML ファイルを持ちます。

• 使用されている XML ファイルは削除できません。XML ファイルを削除する前に、プロキシがそ
のファイルを使用していないことを確認します。フラッシュ ディレクトリのすべての XML ファイ
ルを表示するには、dir 特権 EXEC コマンドを使用します。
• SNMP プロキシ用に設定するコミュニティ ストリングは、SNMP デバイスに設定されたコミュニ
ティ ストリングと一致する必要があります。SNMP デバイス コミュニティ ストリングについてシ
ステム管理者に問い合わせてください。
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SNMP エンドポイント プロキシの設定
コマンド
ステップ 1 TFTP サーバ上の XML ファイルを保存します。

目的
次の手順で XML ファイルをロードできるようにします。

XML ファイルの作成方法については、付録 C「SNMP エンド
ポイント プロキシの XML スキーマ」を参照するか、またはデ
バイス製造業者に問い合わせてください。
ステップ 2 copy tftp://IP address/XML file

TFTP を使用してドメイン メンバーに XML ファイルをロード
します。

• IP address：TFTP サーバの IP アドレス。
• XML file：XML ファイルのパス。
ステップ 3 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 4 snmp-server manager

SNMP サーバ マネージャをイネーブルにします。
これにより、ドメイン メンバーが SNMP マネージャとして機
能できます。ドメイン メンバーは、SNMP マネージャとして、
SNMP 要求をエージェントに送信し、SNMP 応答と通知をエー
ジェントから受信することができます。
デフォルトでは、SNMP マネージャはディセーブルです。

ステップ 5 energywise proxy mapping map_name word

XML ファイルのエイリアスを設定します。
• mapping map_name：XML ファイルのエイリアスを設定
します。

• word：スイッチのフラッシュ ディレクトリに保存されてい
る正確な XML ファイル名を示します。
ステップ 6 interface interface-id

設定するポートまたはポートの範囲を指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 energywise proxy mapping map_name protocol

XML ファイルを設定し、クレデンシャルを設定します。

protocol host host discovery-interval interval
port port

• mapping map_name：ステップ 5 で設定した XML ファイ
ルのエイリアス。

• protocol protocol：デバイスの変換プロトコルを指定しま
す。SNMP デバイスの場合、プロトコルは SNMP です。
• host host：SNMP デバイスの IP アドレスを指定します。
• discovery-interval：ホストおよびポートによって指定さ
れた SNMP デバイスからの検出更新のインターバルを秒単
位で設定します。
デフォルト インターバルは 180 秒です。

• port port：SNMP デバイスの TCP または UDP ポート番号
を指定します。
ステップ 8 energywise proxy protocol protocol version

version

1 つ以上のインターフェイスで SNMP プロキシを設定します。
• protocol protocol：デバイスの変換プロトコルを指定しま
す。SNMP デバイスの場合、プロトコルは SNMP です。
• version version：SNMP バージョンを指定します。バー
ジョン SNMPv2c を使用します。
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SNMP エンドポイント プロキシの設定の例
DomainMember# copy tftp://2.2.2.201/xyz/example1.xml
DomainMember# configure terminal
DomainMember# snmp-server manager
DomainMember(config)# energywise proxy mapping Xerox1 flash:/example1.xml
DomainMember(config)# interface gigabitethernet0/3
DomainMember(config-if)# energywise proxy mapping Xerox1 protocol snmp host 2.2.2.11 port
161
DomainMember(config-if)# energywise proxy snmp v2c community-string private
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EnergyWise のディセーブル化
EnergyWise をディセーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション コマンドに続けて
グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。表 2-2 および表 2-3 でこれらのコマンド
について説明します。
表 2-2

EnergyWise をディセーブルにするためのインターフェイス コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

no energywise

PoE ポートまたはエンドポイントで、EnergyWise をディセーブルにしま
す。

no energywise activitycheck

ポートの電源を切断する前に、PoE ポートに接続している Cisco IP Phone
が音声トラフィックを送信または受信しなくなるまで待機しないようにド
メイン メンバーを設定します。

no energywise allow query set

インターフェイスと子のすべての set クエリーをドロップするようにイン
ターフェイスを設定します。設定した場合は、インターフェイス上で接続
されたデバイスの電力レベルまたは EnergyWise 属性を変更することはで
きません。すべてのインターフェイス上の電力レベルが変更されないよう
にするには、すべてのインターフェイスにこのコマンドを適用します。

no energywise [importance | keywords
[word,word,... ] | level | name [name] | role
[role]]

ドメイン メンバーのポート上の EnergyWise 設定を削除します。

no energywise level level recurrence
importance importance {at minute hour
day_of_month month day_of_week | timerange
timerange-name}

表 2-3

no energywise level コマンドを入力すると、ドメイン メンバーは、ドメ
イン メンバーの再起動時、または energywise level level コマンドの入力
時のみに電力レベルをデフォルトに変更します。
ドメイン メンバーのポート上の繰り返し設定を削除します。

EnergyWise をディセーブルにするためのグローバル コンフィギュレーション コマンド

コマンド

目的

no energywise allow query save

実行コンフィギュレーションを保存するクエリーに応答しないように、ド
メイン メンバーを設定します。

no energywise allow query set

親エンティティのすべての set クエリーをドロップするようにドメイン メ
ンバーを設定します。設定した場合は、ドメイン メンバーの電力レベルま
たは EnergyWise 属性を変更することはできません。この設定は、イン
ターフェイスに接続したインターフェイスまたはエンドポイントには適用
されません。

no energywise domain

ドメイン メンバーで EnergyWise をディセーブルにします。

no energywise endpoint

接続している EnergyWise 互換のエンドポイントとの親子関係を確立しな
いように、ドメイン メンバーを設定します。エンドポイントはドメイン
メンバーからクエリーやメッセージを受信できません。

no energywise {importance | keywords
[word,word,...] | name | neighbor [hostname |
ip-address] udp-port-number | role}

ドメイン メンバーの EnergyWise 設定を削除します。

no energywise management

クエリーを送信する、接続している管理ステーションと通信しないように
ドメイン メンバーを設定します。
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EnergyWise CLI コマンド
• 「clear energywise」（P.3-2）
• 「debug energywise」（P.3-4）
• 「energywise（グローバル コンフィギュレーション）」（P.3-6）
• 「energywise（インターフェイス コンフィギュレーション）」（P.3-10）
• 「energywise domain」（P.3-15）
• 「energywise query」（P.3-18）
• 「show energywise」（P.3-23）
• 「snmp-server enable traps energywise」（P.3-30）

（注）

ここで挙げる例では、interface-id の形式は、タイプ スロットまたはモジュール番号 / ポート番号です
（例：gigabitethernet 0/5）。インターフェイスを指定するには、お使いのデバイスのソフトウェア マ
ニュアルを参照してください。
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clear energywise

clear energywise
検出されたドメイン メンバーのネイバーと IP エンドポイントを EnergyWise データベースから削除す
るには、clear energywise neighbors 特権 EXEC コマンドを使用します。

clear energywise {endpoints [all | cached] | neighbors}

endpoints [all | cached] 接続された EnergyWise-capable IP エンドポイントをクリアします。エー
ジェントを実行していない PoE デバイスは削除されません。

構文の説明

• （任意）all：動作可能な、および動作不可能な（キャッシュされた）す
べての EnergyWise エンドポイントを削除します。
• （任意）cached：動作不可能な（キャッシュされた）EnergyWise エン
ドポイントのみを削除します。

neighbors

コマンド デフォルト

なし。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

検出されたドメイン メンバーのネイバーを EnergyWise データベースから
削除します。検出されたドメイン メンバーが削除されると、ローカル ドメ
イン メンバーは接続されたすべてのネイバーの再検出をただちに開始しま
す。

最初の

EW
リリース

バー
ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 ス
イッチで導入されました。

12.2(52)SG
12.2(53)SE2

2
2

このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。

12.2(58)SE

2.5

15.0(1)M2

2

このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。

endpoint [all | cached] キーワードは、Catalyst 3750-X、3750-E、3750、
3560-X、3560-E、3560、2960 スイッチに追加されました。
このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型
ルータ）で導入されました。

使用上のガイドライン

ネイバーとエンドポイントがデータベースから削除されたことを確認するには、show energywise
neighbors 特権 EXEC コマンドを使用します。
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clear energywise

（注）

例

ネイバーがスタティックに追加された場合は、clear energywise neighbors 特権 EXEC コマン
ドの影響を受けません。

次の例では、clear energywise endpoints 特権 EXEC コマンドの使用前と使用後の EnergyWise の子を
示します。
エンドポイントのクリア前：
DomainMember# show energywise
Module/
Interface
Role
-----------Switch
Gi0/12
Parent
endpoint
Gi0/14
IP Phone 7960
Gi0/15
IP Phone 7960

children
Name
---Switch
Endpoint

Usage
----94.0 (W)
12.0 (W)

Category
-------consumer
consumer

Lvl
--10
10

Imp
--100
50

Type
---module

SEP000E833CB4E3
SEP0011920E0A05

1.88 (W)
1.775 (W)

consumer
consumer

10
10

35
35

PoE
PoE

Usage
----94.0 (W)
1.88 (W)
1.775 (W)

Category
-------consumer
consumer
consumer

Lvl
--10
10
10

Imp
--100
35
35

Type
---module
PoE
PoE

エンドポイントのクリア：
DomainMember# clear energywise endpoints all
Cleared all energywise endpoints

エンドポイントのクリア後：
DomainMember# show energywise
Module/
Interface
Role
-----------Switch
Gi0/14
IP Phone 7960
Gi0/15
IP Phone 7960

関連コマンド

children
Name
---Switch
SEP000E833CB4E3
SEP0011920E0A05

コマンド

説明

show energywise neighbors

EnergyWise のネイバーを表示します。
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debug energywise
EnergyWise エンドポイントと管理ステーションをデバッグするには、debug energywise 特権 EXEC
コマンドを使用します。

debug energywise {debug | discovery | endpoint | ha | management | packet | query | trace | wol}

構文の説明

debug
discovery
endpoint

ドメイン上の無効なシーケンス番号や通信エラーなどのエラーを表示します。

ha

ハイアベイラビリティ（HA）機能を持つデバイスの EnergyWise HA 情報を表示し
ます。

management

認証失敗と、電力管理アプリケーションを実行する EnergyWise 管理ステーション
に関する情報を表示します。

packet
query
trace

EnergyWise パケットのトレース情報を表示します。

wol

すべての EnergyWise 検出情報を表示します。
クライアントまたはエージェントを実行する EnergyWise エンドポイントの情報を
表示します。接続されたエンドポイントの、一致しないドメイン名、秘密キー、お
よびシーケンス番号の検出に役立ちます。

クエリーが開始されるデバイスに関するクエリー情報を表示します。
クエリーが開始されるデバイスに関するすべての EnergyWise プロセスに関する情
報を表示します。
クエリーが開始されるデバイスに関する Wake on LAN（WoL）クエリー情報を表
示します。

コマンド デフォルト

EnergyWise のデバッグ機能はディセーブルです。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

最初の

EW
リリース

バー
ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、
『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise, EnergyWise
Phase 2』を参照してください。

12.2(53)SE1

2.5

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 ス
イッチで導入されました。

12.2(53)SE2

2

このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。

12.2(52)SG
12.2(58)SE

2
2.5

このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。
ha、packet、および trace キーワードは、Catalyst 3750-X、3750-E、
3750、3560-X、3560-E、3560、および 2960 スイッチに追加されました。
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debug energywise

最初の

EW
バー
ジョン

リリース

変更内容

15.0(1)M2

2

このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型
ルータ）で導入されました。

15.0(2)SE

2.8

discovery、query、および wol キーワードは、Catalyst 2900、3500、およ
び 3700 スイッチに追加されました。特定のデバイスについては、『Cisco
IOS Release Notes for Cisco EnergyWise, EnergyWise Version 2.8』を参照し
てください。

使用上のガイドライン

注意

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出
力を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debug コマンドを使
用するのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート
担当者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。debug コマンド
は、ネットワーク トラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用するのが最良です。デ
バッギングをこのような時間帯に行うと、debug コマンド処理のオーバーヘッドの増加によ
りシステムの使用に影響が及ぶ可能性が少なくなります。

undebug energywise コマンドは no debug energywise コマンドと同じです。
スタック可能スイッチでデバッグ機能をイネーブルにした場合、デバッグ機能はスタック マスタでの
みイネーブルになります。スタック メンバーのデバッグ機能をイネーブルにするには、session
switch-number 特権 EXEC コマンドを使用してセッションをスタック マスタから開始します。スタッ
ク メンバーのコマンドライン プロンプトに debug コマンドを入力します。また、スタック マスタで
remote command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマンドを使用して、セッションを開始す
る前にメンバー スイッチのデバッグ機能をイネーブルにすることもできます。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
OL-26660-01-J

3-5

第3章

EnergyWise CLI コマンド

energywise（グローバル コンフィギュレーション）

energywise（グローバル コンフィギュレーション）
ドメイン メンバーまたはエンドポイントに EnergyWise を設定する場合、energywise グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。EnergyWise をディセーブルにし、EnergyWise コンフィ
ギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

energywise allow query {save | set}
energywise endpoint security {none | shared-secret [0 | 7] password}
energywise {importance importance | keywords word,word,... | level level | name name | neighbor
{hostname| ip-address} udp-port-number | role role}
energywise management security shared-secret [0 | 7] mgmt-password [port tcp-port-number]
energywise proxy mapping map_name word
no energywise {allow query {save | set} | endpoint | importance | keywords | level | management
| name | neighbor | proxy | role}

構文の説明

allow query {save | set} ドメイン メンバーを、管理ステーションまたは別のドメイン メンバーから
のクエリーに応答するように設定します。

• save：実行コンフィギュレーションを保存するクエリーに応答します。
• set：電力レベルまたは EnergyWise 属性を変更するクエリーに応答し
ます。

endpoint security
{none | shared-secret
[0 | 7] password}

エンドポイントのセキュリティ モードを設定します。

• none：セキュリティをディセーブルにします。
• shared-secret：接続されているドメイン メンバーとのセキュアな通信
を確保するためのパスワードを使用します。

• （任意）0：プレーンテキストのパスワードを使用します。
• （任意）7：非表示のパスワードを使用します。

0 と 7 のいずれも入力しない場合は、デフォルト値 0 が使用されます。
• password について
– 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
– 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでく
ださい。

importance importance 重要度を設定します。
範囲は 1 ～ 100 です。
keywords word,word,... 少なくとも 1 つのキーワードを割り当てます。
複数のキーワードを割り当てる場合は、各キーワードをカンマで区切りま
す。キーワードの区切り文字としてスペースを使用しないでください。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

level level

電力レベルを設定します。
指定できる範囲は 0 ～ 10 です。
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name name

EnergyWise 固有の名前を指定します。
• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

neighbor {hostname |
ip-address}
udp-port-number

スタティック ネイバーを割り当てます。

• ドメイン ネーム システム（DNS）のホスト名（hostname）または IP
アドレス（ip-address）。
• クエリーを送受信する UDP ポート（udp-port-number）。
指定できる範囲は 1 ～ 65000 です。

proxy mapping
map_name word

role role

XML ファイルのエイリアスを割り当てます。
• mapping map_name：XML ファイルのエイリアスを指定します。
• word：スイッチのフラッシュ ディレクトリに保存されている正確な
XML ファイル名を指定します。
EnergyWise ドメインでのロールを指定します。たとえば、lobby.b20 とし
ます。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

management security
shared-secret [0 | 7]
mgmt-password [port
tcp-port-number]

ドメインと通信する管理ステーションの管理パスワードを設定します。

• （任意）0：プレーンテキストのパスワードを使用します。
• （任意）7：非表示のパスワードを使用します。

0 と 7 のいずれも入力しない場合は、デフォルト値 0 が使用されます。
• mgmt-password について
– 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
– 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでく
ださい。

• （任意）port tcp-port-number：管理アクセス用の TCP ポートを指定し
ます。指定できるポート番号の範囲は 1025 ～ 65535 です。

コマンド デフォルト

次に、さまざまなパラメータのデフォルトの設定または値を示します。

• EnergyWise はディセーブルになっています。
• ドメイン メンバーのインターフェイスは、save クエリーに応答しません。
• インターフェイスは、set クエリーに応答します。
• エンドポイントおよび管理パスワードは設定されません。
• 重要度は 1 です。
• キーワードは定義されません。
• 電力レベルは 10 です。
• tcp-port-number は 43440 です。
• 名前はホスト名です。
• ネイバーは割り当てられません。
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• ロールはモデル番号です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

最初の

EW バー
リリース

ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 ス
イッチで導入されました。

12.2(52)SE

2

Catalyst 3750-E 、3750、3560-E、3560、および 2960 スイッチ：
• management udp-port-number キーワードは management security
shared-secret [0 | 7] shared-secret port tcp-port-number キーワードに
替わりました。

12.2(53)SE2

2

12.2(52)SG
12.2(52)SG

2
2

• allow query {save | set} キーワードが追加されました。
このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。
このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。

Catalyst 4500 スイッチの出力：
• management udp-port-number キーワードは management security
shared-secret [0 | 7] shared-secret port tcp-port-number キーワードに
替わりました。

• allow query {save | set} キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

15.0(1)M2

2

このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型
ルータ）で導入されました。

15.0(2)SE

2.8

proxy mapping map_name word キーワードは、Catalyst 2900、3500、お
よび 3700 スイッチに追加されました。特定のデバイスについては、
『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise, EnergyWise Version 2.8』
を参照してください。

ドメインにドメイン メンバーを追加すると、そのドメイン メンバーで EnergyWise がイネーブルにな
ります。
ドメインに PoE スイッチを追加すると、そのスイッチと PoE ポート上で EnergyWise がイネーブルに
なります。
非表示の（暗号化された）パスワードを設定する場合は、energywise management security
shared-secret 7 mgmt-password [port tcp-port-number] グローバル コンフィギュレーション コマンド
を入力する前に、service password-encryption グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
します。

no energywise level コマンドを入力すると、ドメイン メンバーは電力レベルをすぐにデフォルトに変
更しません。電力レベルは、ドメイン メンバーの再起動時、または energywise level level コマンドを
入力したときに変更されます。
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energywise（グローバル コンフィギュレーション）

energywise proxy mapping map_name word コマンドを設定する場合は、使用する XML ファイルが、
各スタック メンバーにインストールされていることを確認します。

例

次の例では、EnergyWise をイネーブルにし、ドメインに IP Phone を割り当て、ドメイン パスワード
と管理パスワードを設定する方法を示します。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.30
DomainMember(config)# energywise importance 50
DomainMember(config)# energywise keywords lab1,devlab
DomainMember(config)# service password-encryption
DomainMember(config)# energywise management security shared-secret 7 cisco port 60500
DomainMember(config)# energywise name Device01
DomainMember(config)# energywise neighbor member-21 43440
DomainMember(config)# energywise role role.labaccess
DomainMember(config)# energywise allow query save
DomainMember(config)# end

関連コマンド

コマンド

説明

show energywise
show energywise domain

EnergyWise の設定とステータスを表示します。

show energywise recurrences

ドメイン メンバーまたはエンドポイントが属しているドメインを
表示します。
繰り返しイベントの設定とステータスを表示します。
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energywise（インターフェイス コンフィギュレーション）

energywise（インターフェイス コンフィギュレーショ

ン）

ドメイン メンバー ポートで EnergyWise を設定するには、energywise インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。EnergyWise をディセーブルにし、EnergyWise コンフィギュレー
ションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

energywise [activitycheck | allow query set | importance importance | keywords word,word,... |
level level [recurrence importance importance {at minute hour day_of_month month
day_of_week | time-range time-range-name}] | name name | role role]
energywise proxy mapping map_name protocol protocol host host discovery-interval interval
port port
energywise proxy protocol protocol version version
no energywise [activitycheck | allow query set | importance | keywords [word,word,... ] | level
[level recurrence [ importance importance {at minute hour day_of_month month day_of_week
| time-range time-range-name}]] | name name | role role]
no energywise proxy mapping map_name protocol protocol host host discovery-interval interval
port port
no energywise proxy protocol protocol version version

（注）

構文の説明

ここで挙げる例では、interface-id の形式は、タイプ スロットまたはモジュール番号 / ポート番号です
（例：gigabitethernet 0/5）。インターフェイスを指定するには、お使いのデバイスのソフトウェア マ
ニュアルを参照してください。

activitycheck

（任意）ポートの電源を切断する前に、PoE ポートに接続している Cisco IP
Phone がトラフィックを送信または受信しなくなるまで待機するようにド
メイン メンバーを設定します。
（注）

allow query set

ドメイン メンバーでは、IP Phone が保留状態であるかどうかを判断
できません。

（任意）このコマンドは、インターフェイスが管理ステーションや別のドメ
イン メンバーからクエリーを受信した場合に、電力レベルおよび
EnergyWise 属性を変更するクエリーに応答するようにインターフェイスを
設定します。

importance importance （任意）ポートの重要度を設定します。
範囲は 1 ～ 100 です。

keywords word,word

（任意）ポートに少なくとも 1 つのキーワードを割り当てます。
複数のキーワードを割り当てる場合は、各キーワードをカンマで区切りま
す。キーワードの区切り文字としてスペースを使用しないでください。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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level level

（任意）ポートの電力レベルを設定します。
範囲は 0 ～ 10 です。

• エンドポイントの電源を切断するには、0 を入力します。
• エンドポイントの電源を投入するには、次のように入力します。
– PoE エンドポイントの場合は 10 を入力します。
– PoE エンドポイントでない場合は、1 ～ 10 の電力レベルを入力し
ます。エンドポイントで適切な処置が取られます。

recurrence importance （任意）電源投入または電源切断のイベントをスケジューリングします。
importance {at minute
• importance importance：エンドポイントの重要度の値が、指定した重
hour day_of_month
要度の値以下である場合に、イベントが発生します。範囲は 1 ～ 100
month day_of_week |
です。
time-range
• at minute hour day_of_month month day_of_week：繰り返しイベントの
time-range-name}
時間（24 時間形式）を cron 形式で指定します。
– minute：指定できる範囲は 0 ～ 59 です。* をワイルドカードとし
て使用します。

– hour：指定できる範囲は 0 ～ 23 です。* をワイルドカードとして
使用します。

– day_of_month：指定できる範囲は 1 ～ 31 です。* をワイルドカー
ドとして使用します。

– month：指定できる範囲は 1（1 月）～ 12（12 月）です。* をワイ
ルドカードとして使用します。

– day_of_week：指定できる範囲は 0（日曜日）～ 7（日曜日）です。
* をワイルドカードとして使用します。
• time-range time-range-name：繰り返しイベントの時間範囲名を指定
します。
イベントにはドメイン メンバーの時間が使用されます。

name name

（任意）EnergyWise 固有のポート名を指定します。

• 英数字と、#、(、%、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

role role

（任意）ドメインでのポートのロールを指定します（例：lobbyport）。

• 英数字と、#、(、%、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

mapping map_name
protocol protocol
host host
discovery-interval
interval
port port
version version

使用する XML ファイルのエイリアスを参照します。
デバイスの変換プロトコルを指定します。SNMP デバイスの場合、プロト
コルは SNMP です。

SNMP デバイスの IP アドレスを指定します。
ホストおよびポートによって指定された SNMP デバイスからの検出更新の
インターバルを秒単位で設定します。

SNMP デバイスの TCP または UDP ポート番号を指定します。
SNMP バージョンを指定します。バージョン SNMPv2c を使用します

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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コマンド デフォルト

次に、さまざまなパラメータのデフォルトの設定または値を示します。

• EnergyWise はディセーブルになっています。
• ドメイン メンバーは、ポートの電源を切断する前に、PoE ポートに接続している Cisco IP Phone
がトラフィックを送受信しなくなるまで待機します。

• ドメイン メンバーは、電力レベルと EnergyWise 属性を変更するクエリーに応答します。
• 重要度は 1 です。
• キーワードは定義されません。
• 電力レベルは 10 です。
• 繰り返しイベントは設定されません。
• 名前は、ポート名の短縮バージョンになります。たとえば、Gigabit Ethernet 1/0/2 の場合は
Gi1.0.2 となります。
• ロールはモデル番号です。
• 検出インターバルは 180 秒です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

最初の

EW
リリース

バー
ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、
『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise, EnergyWise
Phase 2』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 ス
イッチで導入されました。

12.2(52)SE

2

12.2(52)SG
12.2(53)SE2

2
2

activitycheck、allow query set、および recurrence time-range
time-range-name キーワードは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、
2960 スイッチに追加されました。
このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。
このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。

12.2(52)SG

2

15.0(1)M2

2

15.0(2)SE

2.8

activitycheck、allow query set、および recurrence time-range
time-range-name キーワードは、Catalyst 4500 スイッチに追加されました。
このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型
ルータ）で導入されました。

proxy target、host host、port port、mapping map_name、
discovery-interval interval、および protocol protocol キーワードが
Catalyst 2900、3500、および 3700 スイッチに追加されました。特定のデ
バイスについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Version 2.8』を参照してください。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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使用上のガイドライン

energywise activitycheck コマンドを使用する前に、「アクティビティ チェック」（P.2-24）を参照して
ください。

no energywise level コマンドを入力すると、ドメイン メンバーは電力レベルをすぐにデフォルトに変
更しません。電力レベルは、ドメイン メンバーの再起動時、または energywise level level コマンドを
入力したときに変更されます。
繰り返しイベントに対して、cron 形式（minute hour day_of_month month day_of_week ）を使用して複
数の日付と時間を設定するには、次の操作を行います。

• 値の間にスペースを入れず、1,3,4,7,8 のようにカンマ（,）を使用して値のリストを指定します。
• 1-6 のように、ダッシュ（-）を使用して値の範囲を指定します（1,2,3,4,5,6 と同じ）。
• ワイルドカードにアスタリスク（*）を使用します。
• 特定数の値をスキップするには、スラッシュ（/）を使用します。次に例を示します。
– 15 分おきに発生するイベントの場合は、*/15 * * * * と入力します。
– 20 分おきに発生するイベントの場合は、0-59/3 * * * * または 0,20,40 と入力します。
– 毎時間発生するイベントの場合は、*/61 * * * * と入力します。
– 3 時間おきに発生するイベントの場合は、* */3 * * * または 0,3,6,9,12,15,18,21 と入力します。

energywise level level recurrence importance importance at minute hour day_of_month month
day_of_week コマンドで、day_of_month および day_of_week を指定する方法については、「繰り返し」
（P.2-13）を参照してください。
energywise proxy インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを設定する前に、energywise
proxy mapping map_name word グローバル コンフィギュレーション コマンド設定する必要がありま
す。

SNMP プロキシ用に設定するコミュニティ ストリングは、SNMP デバイスに設定されたコミュニティ
ストリングと一致する必要があります。SNMP デバイス コミュニティ ストリングについてシステム管
理者に問い合わせてください。

例

この例では、EnergyWise をポートでイネーブルにして設定する方法と、繰り返しイベントを設定する
方法を示します。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# service password-encryption
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.30
DomainMember(config)# time-range onfirstfloor
DomainMember(config-time-range)# absolute start 0:00 1 August 2009
DomainMember(config-time-range)# periodic weekdays 6:00
DomainMember(config-time-range)# periodic weekend 9:00
DomainMember(config)# time-range offfirstfloor
DomainMember(config-time-range)# absolute start 0:00 1 August 2009
DomainMember(config-time-range)# periodic weekdays 20:00
DomainMember(config-time-range)# periodic weekend 18:00
DomainMember(config)# interface gigabitethernet0/3
DomainMember(config-if)# energywise level 10 recurrence importance 70 time-range
onfirstfloor
DomainMember(config-if)# energywise level 0 recurrence importance 70 time offfirstfloor
DomainMember(config-if)# energywise name floor.1
DomainMember(config-if)# energywise role pc-mgr
DomainMember(config-if)# end

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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energywise（インターフェイス コンフィギュレーション）

関連コマンド

コマンド

説明

absolute
periodic
show energywise
show energywise domain

繰り返しイベントに特定の日時を設定します。

show energywise recurrences
time-range

繰り返しイベントに週単位の日時を設定します。

EnergyWise の設定とステータスを表示します。
ドメイン メンバーまたはエンドポイントが属しているドメインを
表示します。
繰り返しイベントの設定とステータスを表示します。
繰り返しイベントの時間範囲に名前を割り当てます。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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energywise domain
ネットワーク デバイスまたはエンドポイントの Cisco EnergyWise をイネーブルにし、ドメインに割り
当てて、ドメインのセキュリティ モードを設定し、ドメイン パスワードを設定するには、energywise
domain グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。EnergyWise をディセーブルに
し、EnergyWise コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

energywise domain domain-name security {ntp-shared-secret | shared-secret} [0 | 7]
shared-secret [protocol udp port udp-port-number [interface interface-id | ip ip-address]]
no energywise domain

構文の説明

domain-name

指定した domain-name を持つドメインに、ネットワーク デバイスまたはエ
ンドポイントを割り当てます。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

security
{ntp-shared-secret |
shared-secret} [0 | 7]
shared-secret

ドメインのセキュリティ モードと、ドメイン内のすべての通信を認証する
ためのドメイン パスワードを設定します。

• ntp-shared-secret：ネットワーク タイム プロトコル（NTP）による強
力なパスワードを使用します。メンバー間に ± 30 秒の時間差がある
と、ドメイン メンバーまたはエンドポイントはイベントをドロップし
ます。

• shared-secret：NTP を使用しない強力なドメイン パスワードを設定し
ます。

• （任意）0：プレーンテキストのパスワードを使用します。
• （任意）7：非表示のパスワードを使用します。

0 と 7 のいずれも入力しない場合は、デフォルト値 0 が使用されます。
• shared-secret について
– 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
– 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでく
ださい。

protocol udp port
udp-port-number

（任意）通信プロトコルとして UDP を指定し、ドメインと通信する UDP
ポートを指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 65000 です。

interface interface-id

（任意）IP アドレスが動的に割り当てられている場合、ドメインと通信する
ポートを指定します。interface-id を指定することを推奨します。ブリッジ
型ネットワークでは、このコマンドを使用してください。

ip ip-address

（任意）インターフェイスが Switched Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想
インターフェイス）であり、VLAN トランキング プロトコル（VTP）プ
ルーニングがイネーブルである場合、ドメインと通信する IP アドレスを指
定します。ルーテッド ネットワークでは、このコマンドを使用してくださ
い。
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energywise domain

コマンド デフォルト

EnergyWise はディセーブルになっており、ネットワーク デバイスまたはエンドポイントはドメインに
割り当てられません。
ドメイン パスワードは設定されません。

udp-port-number は 43440 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

最初の

EW バー
リリース

ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバ
イスについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960
スイッチで導入されました。

12.2(52)SE

2

次のスイッチで、secret [0 | 7] password キーワードが security
{ntp-shared-secret | shared-secret} [0 | 7] shared secret キーワードに替
わりました。

12.2(52)SG
12.2(53)SE2

2
2

Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 スイッチ。
このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。
このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。

12.2(52)SG

2

15.0(1)M2

2

Catalyst 4500 スイッチで、secret [0 | 7] password キーワードが security
{ntp-shared-secret | shared-secret} [0 | 7] shared-secret キーワードに替
わりました。
このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2 （ISR G2; 第 2 世代サービス統合
型ルータ）で導入されました。

使用上のガイドライン

energywise domain domain-name security {ntp-shared-secret | shared-secret} [0 | 7] shared-secret コ
マンドを入力すると、ドメイン メンバーは管理ステーションとの通信用に使用可能な最初のポートを
選択します。
非表示の（暗号化された）パスワードを設定する場合は、energywise management security
shared-secret 7 mgmt-password [port tcp-port-number] グローバル コンフィギュレーション コマンド
を入力する前に、service password-encryption グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
します。
ドメインを設定する場合は、すべてのドメイン メンバーに対して同じセキュリティ モード
（ntp-shared-secret または shared-secret）を設定したことを確認します。
ドメインで ntp-share-secret を使用する場合は、クロックを同期させるためにドメイン メンバーが
NTP を実行していることを確認します。NTP を使用しない、あるいはクロックが同期していない場
合、一部のドメイン メンバーが検出されない場合があります。

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
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例

次の例では、EnergyWise をイネーブルにし、domain-name および shared-secret を設定し、IP アドレ
スを指定する方法を示します。
DomainMember# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DomainMember(config)# service password-encryption
DomainMember(config)# energywise domain cisco security shared-secret cisco protocol udp
port 43440 ip 2.2.4.30

関連コマンド

コマンド

説明

show energywise
show energywise domain

Cisco EnergyWise の設定とステータスを表示します。
ネットワーク デバイスまたはエンドポイントが属しているド
メインを表示します。
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energywise query
ドメイン メンバーの電源情報を表示し、電力レベルを設定するには、energywise query 特権 EXEC コ
マンドを使用します。

energywise query analyze domain domain-name
energywise query importance importance {keywords word,word,... | name name} collect {delta |
usage} [all [timeout timeout] | consumer [timeout timeout] | meter [timeout timeout] |
producer [timeout timeout] | timeout timeout]
energywise query importance importance {keywords word,word,... | name name} set level level
[all [timeout timeout] | consumer [timeout timeout] | meter [timeout timeout] | producer
[timeout timeout] | timeout timeout]
energywise query importance importance {keywords word,word,... | name name} sum {delta |
usage} [all [timeout timeout] | consumer [timeout timeout] | meter [timeout timeout] |
producer [timeout timeout] | timeout timeout]
energywise query importance importance {keywords word,word,... | name name} wol mac
mac-address [password password | port tcp-port-number [password password]

構文の説明

analyze domain
ドメインのサイズやメンバーとエンドポイントの数など、ドメインについ
domain-name
ての情報を分析して表示するためのクエリーを実行します。
importance importance 重要度の値が、指定した値以下であるドメイン メンバーまたはエンドポイ
ントだけが、クエリーに応答します。

importance の範囲は 1 ～ 100 です。
keywords word,word,... 1 つ以上のキーワードに基づいて結果をフィルタリングします。
複数のキーワードを指定するときは、各キーワードをカンマで区切ります。
キーワード間にスペースを使用しないでください。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

name name

名前に基づいて結果をフィルタリングします。ワイルドカードを使用する
場合は、* を使用するか、または name* のように名前のフレーズの末尾に
アスタリスクを指定します。

• 英数字と、#、(、$、!、& などの記号を入力できます。
• 文字または記号の間にアスタリスク（*）や空白を入力しないでくださ
い。

collect {delta | usage}

ドメイン メンバーとエンドポイントからの電力消費量情報をワット（W）
単位で表示します。

• delta：仮定（what-if）計算用に電力レベルごとの実際の電力消費量と
最大電力消費量の差と一緒に、デルタ ベクトルを表示します。

all
timeout timeout

• usage：実際の電力消費量を表示します。
（任意）すべての消費タイプの EnergyWise デバイスを表示します。
（任意）管理ステーションがクエリーの結果を待機する秒数を設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 180 です。timeout を設定するときは、正しい出力を
表示するために最小 6 秒を設定します。
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consumer

（任意）電力を消費するデバイス（スイッチなど）が表示されるように結果
をフィルタリングします。これがデフォルトの消費タイプです。

meter

（任意）パススルー電力を測定するデバイス（接続されたデバイスに電源か
ら電力を送信する PDU など）が表示されるように結果をフィルタリングし
ます。

producer

（任意）電力を生成するデバイス（ソーラー パネルなど）が表示されるよう
に結果をフィルタリングします。

set level level

PoE ポートを含む、ドメイン メンバーまたはエンドポイントの電力レベル
を設定します。
指定できる範囲は 0 ～ 10 です。

sum {delta | usage}

ドメイン メンバーおよびエンドポイントからの電力消費量情報の要約を表
示します。

• delta：デルタ ベクトルを表示します。

wol mac mac-address

• usage：実際の電力消費量を表示します。
MAC アドレスに基づいて結果をフィルタリングし、一致した MAC アドレ
スを持つデバイスの電源のみを投入します。

コマンド デフォルト

password password

（任意）WoL-enabled エンドポイントに設定される WoL パスワードを指定
します。パスワードの長さは、6 文字です。

port port-number

（任意）WoL-enabled エンド ポイントが WoL パケットをリッスンするポー
ト番号を指定します。

timeout 値は 6 秒です。
port-number は 7 です。
消費タイプは consumer です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

最初の

EW
リリース

バー
ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2 』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 ス
イッチで導入されました。

12.2(52)SE

2

timeout timeout キーワードは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、
および 2960 スイッチに追加されました。

12.2(52)SG
12.2(53)SE2

2
2

このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。

12.2(52)SG
12.2(55)SE

2
2.6

このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。

timeout timeout キーワードは、Catalyst 4500 スイッチに追加されました。
デフォルトの timeout 値が 3 秒から 6 秒に変更されました。
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energywise query

最初の

EW
バー
ジョン

リリース

12.2(58)SE

2.7

15.0(1)M2

2

変更内容

wol mac mac-address、port port-number、password password、analyze
domain domain-name キーワードは、Catalyst 3750-X、3750-E、3750、
3560-X、3560-E、3560、および 2960 スイッチに追加されました。
このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型
ルータ）で導入されました。

使用上のガイドライン

注意

このクエリーを使用する際は、十分注意してください。このクエリーは、コマンドの入力対
象のドメイン メンバーと、クエリー条件に一致する他のドメイン メンバーおよびエンドポ
イントに影響を及ぼします。

energywise query importance 特権 EXEC コマンドの timeout 値が短すぎると、ドメイン メンバーお
よびエンドポイントがクエリーに応答するとき、管理ステーションはクエリー結果を受信しません。た
とえば、特定の電話機の電源を切断する場合、energywise query importance コマンド の timeout 値が
短すぎると、その電話機の電源は切断されません。timeout を設定するときは、正しい出力を表示する
ために最小 6 秒を設定します。
クエリーを keywords * を使用して実行しないでください。結果が生成されません。

WoL マジック パケットの送信時にデバイスの場所が不明である場合は、energywise query
importance 100 name * wol mac mac-address コマンドを使用して、パケットをすべてのドメイン メ
ンバーに送信します。

例

次の例では、名前を基準にフィルタを適用する方法を示します。
DomainMember# energywise query importance 50 name phone* collect usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
---2.2.2.21
2.2.2.21
2.2.2.21
2.2.2.22
2.2.2.21
2.2.2.22
2.2.2.21
2.2.2.23
2.2.2.21
Queried:

9

Name
---phone
phone
phoneA
phone
phoneB
phoneC
phone
phoneD
phone
Responded:

9

Time:

Usage
----0.0 (W)
15.4 (W)
0.0 (W)
0.0 (W)
0.0 (W)
15.4 (W)
0.0 (W)
15.4 (W)
0.0 (W)
0.26 seconds

Level
----10
10
10
10
10
10
10
10
10

Imp
--1
1
1
1
1
1
1
1
1

DomainMember# energywise query importance 80 name * sum usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Total Usage
----------346.3 (W)
Queried: 147
Responded: 147
Time: 0.121 seconds
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DomainMember# energywise query importance 90 name lobby* collect usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
Name
Usage
Level
Imp
----------------2.2.4.30
lobbyInterface.17
10.0 (W)
10
1
2.2.6.20
lobbypc.17
200.0 (W)
8
90
Queried: 2
Responded: 2
Time: 0.7 seconds
DomainMember# energywise query importance 900 name Fa1.0.4* sum usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Total Usage
----------129.0 (W)
Queried: 10
Responded: 10
Time: 0.6 seconds

次の例では、ドメインでのデルタ値の要約および電力変化の可能性を示します。
DomainMember# energywise query importance 90 name * collect delta
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Level
Label
Delta Power (W)
------------------0
Shut
-12.9
1
Hibernate
+723.8
2
Sleep
+723.8
3
Standby
+723.8
4
Ready
+723.8
5
Low
+723.8
6
Frugal
+723.8
7
Medium
+723.8
8
Reduced
+723.8
9
High
+723.8
10
Full
+723.8
Queried:

48

Responded:

48

Time:

0.15 seconds

次の例では、すべてのドメイン メンバーおよびエンドポイントの電力レベルを変更する方法を示しま
す。
DomainMember# energywise query importance 90 name * set level 0
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is (48/48) setting entities
Queried:

48

Responded:

48

Time:

0.996 seconds

DomainMember# energywise query importance 90 name * set level 10
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is (48/48) setting entities
Queried: 48
Responded: 48
Time: 0.996 seconds

次の例は、キーワードを使用して結果をフィルタリングする方法を示します。
DomainMember(config)# interface gigabitethernet0/2
DomainMember(config-if)# energywise keywords lobby,sattelite
DomainMember(config-if)# energywise keywords public
DomainMember(config-if)# end
DomainMember# show running-config interface gigabitethernet0/2
interface GigabitEthernet0/2
energywise level 0 recurrence importance 90 at 0 8 * * *
energywise level 10 recurrence importance 90 at 0 20 * * *
energywise importance 50
energywise role role.lobbyaccess
energywise keywords lobby,sattelite,public
energywise name lobbyInterface.2
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end
DomainMember# energywise query importance 90 keyword lobby collect usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Host
---2.2.4.30
2.2.5.30
2.2.6.30
Queried:

Name
---lobbyInterface.17
pc.1
pc.2
3

Responded:

3

Time:

Usage
----15.4 (W)
200.0 (W)
200.0 (W)

Level
----10
8
8

Imp
--1
85
85

1.1 seconds

DomainMember# energywise query importance 90 keyword lobby sum usage
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Total Usage
----------415.4 (W)
Queried:

3

Responded:

3

Time:

0.11 seconds

次の例では、宛先指定された WoL マジック パケットを送信する方法を示します。
Queried: 148
Responded: 148
Time: 5.119 seconds
DomainMember# energywise query importance 100 keyword PC wol mac 0123.4567.89ab
EnergyWise query, timeout is 6 seconds:
Success rate is (1/1) setting entities
Queried: 1
Responded: 1
Time: 4.31 seconds

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド

3-22

OL-26660-01-J

第3章

EnergyWise CLI コマンド
show energywise

show energywise
EnergyWise の設定、ドメイン メンバーのステータス、およびドメイン メンバー ポートと接続してい
るエンド ポイントのステータスを表示するには、show energywise 特権 EXEC コマンドを使用します。
show energywise [categories | children [provisioned] | domain | events | level [children | current
[children] | delta [children] ] | neighbors | proxies | recurrences | statistics | usage [children]
| version]

構文の説明

categories
（任意）電力レベルを表示します。
children [provisioned] （任意）接続しているエンドポイントのステータスを表示します。

domain

• provisioned：ドメイン メンバーおよび接続しているエンドポイントに
関する EnergyWise 情報の要約を表示します。
（任意）ドメインの名前、ドメイン名、プロトコル、IP アドレス、および
UDP ポートを表示します。

events

（任意）ドメイン内の他のメンバーに送信されたイベント（メッセージ）の
うちの最新の 10 件を表示します。

level [children |
current [children] |
delta [children]

（任意）実際の電力レベルを表示します。

• children：ドメイン メンバーおよび接続しているエンドポイントの実
際の電力レベル。

• current：ドメイン メンバーの実際の電力レベル。
（任意）children：ドメイン メンバーおよび接続しているエンドポイン
トの実際の電力レベル。

• delta：ドメイン メンバーのデルタ ベクトル。
（任意）children：ドメイン メンバーおよび接続しているエンドポイン
トのデルタ ベクトル。

neighbors
proxies

（任意）ドメイン メンバーのネイバー テーブルを表示します。

recurrences

（任意）繰り返しイベントに関する EnergyWise の設定とステータスを表示
します。

statistics
usage [children]

（任意）イベントおよびエラーのカウンタを表示します。

（任意）SNMP プロキシを設定したすべてのインターフェイスを表示しま
す。

（任意）ドメイン メンバーの実際の電力を表示します。

• children：ドメイン メンバーおよび接続しているエンドポイントの実
際の電力を表示します。

version

コマンド モード

（任意）EnergyWise のバージョンを表示します。

特権 EXEC
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show energywise

コマンド履歴

最初の

EW
リリース

バー
ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960
スイッチで導入されました。

12.2(52)SE

2

12.2(52)SG
12.2(53)SE2

2
2

children provisioned キーワードは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、
3560、および 2960 スイッチに追加されました。
このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。
このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし

12.2(52)SG

2

た。

children provisioned キーワードは、Catalyst 4500 スイッチに追加されま
した。

例

15.0(1)M2

2

このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合
型ルータ）で導入されました。

15.0(2)SE

2.8

proxies キーワードは、Catalyst 2900、3500、および 3700 スイッチに追
加されました。特定のデバイスについては、
『Cisco IOS Release Notes for
』を参照してください。
Cisco EnergyWise, EnergyWise Version 2.8

DomainMember# show energywise
Module/Interface
Role
-----------WS-C3560G-48PS

表 3-1

Name
---NRGYZ-TB-09

Usage
----130.0 (W)

Category
-------consumer

Lvl
--10

Imp
--1

Type
---module

show energywise フィールドの説明

文字

説明

Module/ Interface

モジュールまたはインターフェイスの ID

Role

ドメイン メンバーのロール

Name

ドメイン メンバーの名前

Usage

ワット（W）単位の電力消費量

Category

ドメイン メンバーの消費タイプ

Lvl

ドメイン メンバーの電力レベル

Imp

ドメイン メンバーの重要度

Type

ドメイン メンバーのデバイス タイプ

DomainMember# show energywise children
Module/Interface
Role
Name
Usage
------------------WS-C3560G-48PS
NRGYZ-TB-11
130.0 (W)
Gi0/1
Endpoint
saturn-lnx1
100.0 (W)
Gi0/5
IP Phone 7960
SEP0003E3864795
6.3
(W)
Gi0/11
IP Phone 7970
SEP00192FB9CAA5
6.3
(W)
Gi0/12
Xerox WorkCentre Printer_Floor1_Lobby 300.0 (W)
Subtotals: (Consumer: 542.6 (W), Meter: 0.0 (W), Producer: 0.0 (W))

Category
-------consumer
consumer
consumer
consumer
consumer

Lvl
--10
10
10
10
10

Imp
--1
1
1
1
1

Type
---parent
endpoint
PoE
PoE
proxy
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Total: 542.6 (W), Count: 5
DomainMember# show energywise children provisioned
Module/Interface
Role
Name
--------------WS-C3560G-48PS
NRGYZ-TB-09
Gi0/1
interface
Gi0.1
Gi0/2
interface
Gi0.2
Gi0/3
interface
Gi0.3
Gi0/4
interface
Gi0.4
Gi0/5
interface
Gi0.5
Gi0/6
interface
Gi0.6
Gi0/7
interface
Gi0.7
Gi0/8
interface
Gi0.8
Gi0/9
interface
Gi0.9
<output truncated>
Total Displayed: 48
Usage: 145.3

Usage
----130.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)

Category
-------consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer

Lvl
--10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Imp
--1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Type
---module
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE
PoE

DomainMember# show energywise domain
Name
: Manager-1
Domain
: cisco
Protocol : udp
IP
: 2.2.2.21
Port
: 43440

表 3-2

show energywise domain フィールドの説明

文字

説明

Name

ドメイン メンバーの名前

Domain

ドメイン名

Protocol

通信プロトコル

IP

IP アドレス

Port

ドメインと通信するポート

DomainMember# show energywise events
-------------------------------------------Sequence: 343550446
Priority: 100
References: 0:1
Errors:
Class:
PN_CLASS_DISCOVERY
Action:
PN_ACTION_CPQR_POWERNET_DISCOVERY_DISCOVERY_UPDATE
Reply To: 2.2.2.10:43440
-------------------------------------------Sequence: 345394888
Priority: 100
References: 0:1
Errors:
Class:
PN_CLASS_DISCOVERY
Action:
PN_ACTION_CPQR_POWERNET_DISCOVERY_DISCOVERY_UPDATE
Reply To: 2.2.2.10:43440
-------------------------------------------Sequence: 343550449
Priority: 100
References: 0:1
Errors:
Class:
PN_CLASS_DISCOVERY
Action:
PN_ACTION_CPQR_POWERNET_DISCOVERY_DISCOVERY_UPDATE
Reply To: 2.2.2.10:43440
-------------------------------------------Sequence: 345394889
Priority: 100
References: 0:1
Errors:
Class:
PN_CLASS_DISCOVERY
Action:
PN_ACTION_CPQR_POWERNET_DISCOVERY_DISCOVERY_UPDATE
Reply To: 2.2.2.10:43440
-------------------------------------------Sequence: 343550450
Priority: 100
References: 0:1
Errors:
Class:
PN_CLASS_DISCOVERY
Action:
PN_ACTION_CPQR_POWERNET_DISCOVERY_DISCOVERY_UPDATE
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show energywise

<output truncated>

表 3-3

show energywise events フィールドの説明

文字

説明

Sequence

EnergyWise イベント シーケンス番号

Class

EnergyWise イベント クラス

Action

EnergyWise イベント アクション

Reply to

イベントが発信された IP アドレス

DomainMember# show energywise level
Interface
--------Gi0/27
Gi0/41

Name
---NRGYZ-TB-09
SEP001201D75BB9
ap

Levels (Watts)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-------------------------------------------------------------------------0.0
390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4

DomainMember# show energywise level children
Interface
---------

Name
---NRGYZ-TB-09
Gi0/1
Gi0.1
Gi0/2
Gi0.2
Gi0/3
Gi0.3
Gi0/4
Gi0.4
Gi0/5
Gi0.5
Gi0/6
Gi0.6
Gi0/7
Gi0.7
Gi0/8
Gi0.8
<output truncated>

Levels (Watts)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-----------------------------------------------------------------------0.0
390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 90.0
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4

DomainMember# show energywise level current
Interface
Name
Level Value
---------------- ----NRGYZ-TB-09
10
390.0 (W)
Gi0/27
SEP001201D75BB9
10
15.4 (W)
Gi0/41
ap
10
15.4 (W)
DomainMember# show energywise level current children
Interface
Name
Level Value
---------------- ----NRGYZ-TB-09
10
390.0 (W)
Gi0/1
Gi0.1
10
15.4 (W)
Gi0/2
Gi0.2
10
15.4 (W)
Gi0/3
Gi0.3
10
15.4 (W)
Gi0/4
Gi0.4
10
15.4 (W)
Gi0/5
Gi0.5
10
15.4 (W)
Gi0/6
Gi0.6
10
15.4 (W)
Gi0/7
Gi0.7
10
15.4 (W)
Gi0/8
Gi0.8
10
15.4 (W)
Gi0/9
Gi0.9
10
15.4 (W)
Gi0/10
Gi0.10
10
15.4 (W)
<output truncated>
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DomainMember# show energywise level delta
Levels (Watts)
Interface
Name
-----------NRGYZ-TB-09
Gi0/27
SEP001201D75BB9
Gi0/41
ap

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
------------------------------------------------------------------------130.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
-6.3
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
-9.0
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

DomainMember# show energywise level delta children
Interface
---------

Name
---NRGYZ-TB-09
Gi0/1
Gi0.1
Gi0/2
Gi0.2
Gi0/3
Gi0.3
Gi0/4
Gi0.4
Gi0/5
Gi0.5
Gi0/6
Gi0.6
Gi0/7
Gi0.7
Gi0/8
Gi0.8
<output truncated>

Levels (Watts)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--------------------------------------------------------------------------130.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4
0.0
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
15.4 15.4

DomainMember# show energywise neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, U - Unknown
Id
Neighbor Name
Ip:Port
Prot
Capability
-------------------------------1
Router A
10.0.0.11:43440
udp
R
2
Switch A
10.0.0.12:43440
cdp
S I
3
Router B
10.0.0.36:43440
cdp
U
4
IP_phone A
10.0.0.14:43440
udp
U
5
Switch B
10.0.0.4:43440
udp
R
6
Switch C
10.0.0.5:43440
udp
R
7
Router C
10.0.0.7:43440
udp
R

表 3-4

show energywise neighbors フィールドの説明

文字

説明

Id

ネイバー ID

Neighbor Name

隣接ドメイン メンバーの名前

Ip: Port

ネイバー IP アドレスおよびポート

Prot

ネイバーが検出されたプロトコル

Capability

デバイス機能コードを参照してください。

DomainMember# show energywise proxies
Interface Host
Role
--------- -------Gi0/12
2.2.2.11:161
Xerox Workcentre
Gi0/13
2.2.2.12:161
Xerox Workcentre
Gi0/14
2.2.2.20:161
Ricoh

Name
---Printer_Floor1_Lobby
Printer_Floor2_Lobby
Printer_Floor3_Lobby

Protocol
-------snmp v2c
snmp v2c
snmp v2c

Mapping
-----Xerox
Xerox
Ricoh
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show energywise

energywise level level recurrence importance importance at minute hour day_of_month month
day_of_week インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用する場合：
DomainMember# show energywise recurrences
Id
Interface Class Action Lvl Cron/Time-range
---------- ----- ------ --- --------------1
Gi0/1
QUERY SET
10 minutes: 34 hour: 6 day: * month: * weekday:*

energywise level level recurrence importance importance time-range time-range-name インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用する場合：
DomainMember# show energywise recurrences
Id
Addr
Class Action Lvl Cron/Time-range
--------- ------ --- --------------1
Gi0/1
QUERY SET
10 tt-range
2
Gi0/2
QUERY SET
10 periodicdaily
4
Gi0/3
QUERY SET
10 absolutestart06:34**2009

表 3-5

show energywise recurrences フィールドの説明

文字

説明

Id

繰り返し ID

Addr

繰り返し設定インターフェイス

Class

繰り返しイベント クラス

Action

繰り返しイベント アクション

Lvl

繰り返しイベントによって設定される EnergyWise レベル

Cron/ Time-range

cron 形式の繰り返しイベント / 繰り返しイベントの時間範囲名

DomainMember# show energywise statistics
Children: 2 Errors: 0 Drops: 3 Events:
DomainMember# show energywise usage
Interface
Name
-----------NRGYZ-TB-09
Gi0/27
SEP001201D75BB9
Gi0/41
ap
Total Displayed: 3

表 3-6

3256

Usage
----130.0(W)
6.3 (W)
9.0 (W)

Category
-------consumer
consumer
consumer

Caliber
------max
trusted
trusted

Usage: 145.3

show energywise usage フィールドの説明

文字

説明

Interface

インターフェイス ID

Name

ドメイン メンバーの名前

Usage

ワット（W）単位の電力消費量

Category

ドメイン メンバーの消費タイプ

Caliber

電力消費量の調整
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show energywise

DomainMember# show energywise usage child
Interface
Name
Usage
---------------NRGYZ-TB-09
130.0(W)
Gi0/1
Gi0.1
0.0 (W)
Gi0/2
Gi0.2
0.0 (W)
Gi0/3
Gi0.3
0.0 (W)
Gi0/4
Gi0.4
0.0 (W)
Gi0/5
Gi0.5
0.0 (W)
Gi0/6
Gi0.6
0.0 (W)
Gi0/7
Gi0.7
0.0 (W)
Gi0/8
Gi0.8
0.0 (W)
Gi0/9
Gi0.9
0.0 (W)
<output truncated>
Total Displayed: 48
Usage: 145.3

Category
-------consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer
consumer

Caliber
------max
presumed
presumed
presumed
presumed
presumed
presumed
presumed
presumed
presumed

DomainMember# show energywise version
EnergyWise is Enabled
IOS Version: 12.2(n)xx
EnergyWise Specification: (rel2_7)n.0.n

関連コマンド

コマンド

説明

energywise（グローバル コンフィギュレー

ドメイン メンバーで EnergyWise をイネーブルにして
設定します。

ション）

energywise（インターフェイス コンフィ
ギュレーション）

PoE ポート上で EnergyWise を設定します。
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snmp-server enable traps energywise

snmp-server enable traps energywise
ドメイン メンバーで EnergyWise トラップまたはネットワーク管理システム（NMS）に情報を要求す
る簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知を送信するには、snmp-server enable traps
energywise グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、
このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps energywise [event-occured] [level-change] [neighbor-added]
[neighbor-deleted]
no snmp-server enable traps energywise [event-occured] [level-change] [neighbor-added]
[neighbor-deleted]

構文の説明

event-occured
level-change
neighbor-added

（任意）EnergyWise のイベント トラップをイネーブルにします。

neighbor-deleted

（任意）ネイバーが削除されると EnergyWise のトラップをイネーブルにし
ます。

（任意）EnergyWise の電力レベル変化トラップをイネーブルにします。
（任意）ネイバーが追加されると EnergyWise のトラップをイネーブルにし
ます。

コマンド デフォルト

EnergyWise のトラップ送信はディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

最初の

EW
リリース

使用上のガイドライン

バー
ジョン

変更内容

12.2(33)SXI4

2

このコマンドは、Catalyst 6500 スイッチで導入されました。特定のデバイ
スについては、『Cisco IOS Release Notes for Cisco EnergyWise,
EnergyWise Phase 2』を参照してください。

12.2(50)SE

1

このコマンドは、Catalyst 3750-E、3750、3560-E、3560、および 2960 ス
イッチで導入されました。

12.2(52)SG
12.2(53)SE2

2
2

このコマンドは、Catalyst 4500 スイッチで導入されました。

15.0(1)M2

2

このコマンドは、Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチで導入されまし
た。
このコマンドは、Cisco 3900、2900、および 1900 ISR を含む Cisco
Integrated Service Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合
型ルータ）で導入されました。

トラップを受信するホスト（Network Management System（NMS; ネットワーク管理システム））を指
定するには、snmp-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
キーワードを指定しないと、EnergyWise のトラップすべてがイネーブルになります。

show energywise または show running-config 特権 EXEC コマンドを入力すると設定を確認できます。
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snmp-server enable traps energywise

例

EnergyWise ドメイン メンバーが NMS にトラップを送信できるようにするには、次を実行します。
DomainMember(config)# snmp-server enable traps energywise

EnergyWise ドメイン メンバーが NMS にイベント トラップのみを送信できるようにするには、次を実
行します。
DomainMember(config)# snmp-server enable traps energywise event-occured

関連コマンド

コマンド

説明

show energywise
show running-config

EnergyWise の設定とステータスを表示します。
動作設定を表示します。
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snmp-server enable traps energywise
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EnergyWise のトラブルシューティング
• 「CLI コマンドを使用した EnergyWise の問題の特定」（P.4-1）
• 「電力消費量の確認」（P.4-2）
• 「通信障害の検出」（P.4-2）

CLI コマンドを使用した EnergyWise の問題の特定
表 4-1

show 特権 EXEC コマンド

コマンド

目的

show energywise

ドメイン メンバーまたはエンドポイントの設定とステータ
スを表示します。

show energywise children

接続しているエンドポイントのステータスを表示します。

show energywise children provisioned ドメイン メンバーおよび接続しているエンドポイントに関
する EnergyWise 情報の要約を表示します。
show energywise domain
ドメイン メンバーまたはエンドポイントが属しているドメ
インを表示します。

show energywise events

ドメイン内の他のドメイン メンバーまたはエンドポイント
に送信されたイベント（メッセージ）のうち、最新の 10 件
を表示します。

show energywise neighbors

ドメイン メンバーのネイバー テーブルを表示します。

show energywise recurrences

EnergyWise 設定および繰り返しのステータスを表示しま
す。

show energywise statistics

イベントおよびエラーのカウンタを表示します。

show energywise usage

ドメイン メンバーまたはエンドポイントの実際の電力消費
量を表示します。

show energywise version

EnergyWise のバージョンを表示します。

show version

ソフトウェアのバージョンを表示します。

show power inline

PoE のステータスを表示します。

show cdp neighbors

Cisco Discovery Protocol（CDP）によって検出されたネイ
バーを表示します。
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電力消費量の確認

コマンドの詳細については、第 3 章「EnergyWise CLI コマンド」と、Cisco.com にあるプラット
フォーム固有のコマンド リファレンスを参照してください。

電力消費量の確認
この例は、Cisco 7960 IP Phone が 6.3 W を消費し、Cisco 7970G IP Phone が 10.3 W を消費している
ことを確認する方法を示しています。
Switch# show energywise usage children
Interface
Name
Usage
---------------Switch
144.0 (W)
Gi0/1
Gi0.1
6.3 (W)
Gi0/2
Gi0.2
10.3 (W)

Caliber
------max
trusted
trusted

通信障害の検出
通信障害を示す EnergyWise debug モード コマンドを使用します。
コマンド

目的

debug energywise debug

ドメイン上の無効なシーケンス番号や通信エラーなどのエラーを
表示します。

debug energywise discovery
debug energywise endpoint

すべての EnergyWise 検出情報を表示します。

debug energywise ha

ハイアベイラビリティ（HA）機能を持つデバイスの EnergyWise
HA 情報を表示します。

debug energywise management

認証失敗と、電力管理アプリケーションを実行する EnergyWise
管理ステーションに関する情報を表示します。

debug energywise packet
debug energywise query

EnergyWise パケットのトレース情報を表示します。

クライアントまたはエージェントを実行する EnergyWise エンド
ポイントの情報を表示します。接続されたエンドポイントの、一
致しないドメイン名、秘密キー、およびシーケンス番号の検出に
役立ちます。

クエリーが開始されるデバイスに関するクエリー情報を表示しま
す。

debug energywise trace

クエリーが開始されるデバイスに関するすべての EnergyWise プ
ロセスに関する情報を表示します。

debug energywise wol

クエリーが開始されるデバイスに関する Wake on LAN （WoL）
クエリー情報を表示します。
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A

Cisco EnergyWise および Catalyst 4500 ス
イッチの使用
Catalyst 4500 スイッチでは、このマニュアルで前述のとおり、Cisco EnergyWise 機能をサポートしま
す。この付録では、Catalyst 4500 スイッチ固有の EnergyWise 機能について説明します。
Catalyst 4500 は、Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降の実行を切り替えます。
• ハイ アベイラビリティ
– Cisco EnergyWise バージョン 2.6 をサポートする Cisco IOS リリースから EnergyWise をサ
ポートしない旧ソフトウェア リリースへの ISSU ダウングレードを実行する場合、最初にス
イッチの EnergyWise をディセーブルにします。
– Cisco EnergyWise バージョン 2.6 をサポートするソフトウェア リリースから EnergyWise バー
ジョン 1 をサポートするソフトウェア リリースに ISSU ダウングレードを実行する場合、最初
にスイッチの EnergyWise をディセーブルにします。これは、EnergyWise バージョン 1 と
EnergyWise バージョン 2.6 に CLI の互換性の問題があるためです。
– Cisco EnergyWise バージョン 2.6 をサポートする Cisco IOS リリースから EnergyWise をサ
ポートしない旧リリースに ISSU ダウングレードを実行する場合、スイッチ コンフィギュレー
ションから snmp-server enable traps energywise グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを削除してください。

– Cisco EnergyWise バージョン 1 をサポートするソフトウェア リリースから Cisco EnergyWise
バージョン 2.6 をサポートするソフトウェア リリースに ISSU アップグレードを実行する際、
実行されているコンフィギュレーション上の EnergyWise の設定がアップデートされます。ス
イッチにより、energywise domain コマンド内の同一ドメイン パスワードとして管理パス
ワードが設定されます。copy running-config startup-config 特権 EXEC コマンドを入力し
て、コンフィギュレーション ファイルに EnergyWise 設定を保存してください。
• ステートフル スイッチオーバー（SSO）モード
– SSO モードで稼働している冗長シャーシでは、energywise neighbor hostname
udp-port-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できません。ホストの
IP アドレスを指定するには、energywise neighbor ip-address udp-port-number グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用してください。

（注）

ドメイン メンバーで Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降を実行し、ドメイン メンバーの互換性の問
題によって Cisco EnergyWise バージョン 1.0 にダウングレード必要がある場合は、no energywise
domain グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して EnergyWise をディセーブルにしてか
ら、EnergyWise バージョン 1 をサポートするリリースにソフトウェアをダウングレードします。
詳細については、「CLI の互換性」（P.2-3）を参照してください。
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B

Cisco EnergyWise および Catalyst 6500 ス
イッチの使用
Catalyst 6500 スイッチでは、このマニュアルで前述のとおり、Cisco EnergyWise 機能をサポートしま
す。この付録では、Catalyst 6500 スイッチ固有の EnergyWise 機能について説明します。
Catalyst 6500 は、Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降の実行を切り替えます。
• ハイ アベイラビリティ
– Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降をサポートする Cisco IOS リリースから EnergyWise を
サポートしない旧ソフトウェア リリースに ISSU ダウングレードを実行する場合、最初にス
イッチの EnergyWise をディセーブルにします。
– Cisco EnergyWise バージョン 2.6 以降をサポートする Cisco IOS リリースから EnergyWise を
サポートしない旧リリースに ISSU ダウングレードを実行する場合、スイッチ コンフィギュ
レーションから snmp-server enable traps energywise グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを削除します。

• ステートフル スイッチオーバー（SSO）モード
– SSO モードで稼働している冗長シャーシでは、energywise neighbor hostname
udp-port-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できません。ホストの
IP アドレスを指定するには、energywise neighbor ip-address udp-port-number グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用してください。

Catalyst 6500 スイッチでは、Cisco EnergyWise バージョン 1 はサポートされません。詳細について
は、「CLI の互換性」（P.2-3）を参照してください。
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C

SNMP エンドポイント プロキシの XML ス
キーマ
この付録では、XML スキーマとこのスキーマから作成される XML ファイルのサンプルを提供します。
スキーマのルールを使用して、XML ファイルを作成します。作成した XML ファイルによって、
EnergyWise 属性に MIB オブジェクト ID（MIB OID）がマッピングされます。各 MIB の XML ファ
イルを 1 つにすることを推奨します。

• 「XML スキーマ」（P.C-1）
• 「XML ファイルのサンプル」（P.C-4）
「SNMP エンドポイント
SNMP エンドポイント プロキシでの XML ファイルの使用の詳細については、
プロキシ」（P.2-30）を参照してください。

XML スキーマ
SNMP エンドポイント プロキシを使用するには、次のスキーマを実装する必要があります :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- Definition of Simple Elements -->
<xs:element name="description" type="xs:string" />
<!-- Definiton of Attributes -->
<xs:attribute name="name" type="xs:string" />
<xs:attribute name="datatype" type="xs:string" />
<xs:attribute name="value" type="xs:string" />
<xs:attribute name="default" type="xs:string" />
<xs:attribute name="invalue" type="xs:integer" />
<xs:attribute name="outvalue" type="xs:integer" />
<xs:attribute name="lowerrange" type="xs:integer" />
<xs:attribute name="upperrange" type="xs:integer" />
<!-- Definition of Complex Elements -->
<xs:element name="mapping" >
<xs:complexType>
<xs:attribute ref="invalue" />
<xs:attribute ref="outvalue" />
<xs:attribute ref="lowerrange" />
<xs:attribute ref="upperrange" />
</xs:complexType>
</xs:element>
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XML スキーマ

<xs:element name="oid" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="mapping" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="name" />
<xs:attribute name="action" >
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="get" />
<xs:enumeration value="set" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute ref="datatype" />
<xs:attribute ref="value" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="constant" >
<xs:complexType>
<xs:attribute name="type" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="level" />
<xs:enumeration value="importance" />
<xs:enumeration value="string" />
<xs:enumeration value="watts" />
<xs:enumeration value="integer" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute ref="value" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="method">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="description" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:choice minOccurs="0">
<xs:element ref="oid" />
<xs:element ref="constant" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="fn_get_usage" />
<xs:enumeration value="fn_get_keywords" />
<xs:enumeration value="fn_set_keywords" />
<xs:enumeration value="fn_get_importance" />
<xs:enumeration value="fn_set_importance" />
<xs:enumeration value="fn_get_name" />
<xs:enumeration value="fn_set_name" />
<xs:enumeration value="fn_get_role" />
<xs:enumeration value="fn_set_role" />
<xs:enumeration value="fn_get_level" />
<xs:enumeration value="fn_set_level" />
<xs:enumeration value="fn_get_deviceType" />
<xs:enumeration value="fn_get_units" />
<xs:enumeration value="fn_get_usageCaliber" />
<xs:enumeration value="fn_get_entityCategory" />
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="action" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="cache" />
<xs:enumeration value="constant" />
<xs:enumeration value="nack" />
<xs:enumeration value="oid" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute ref="value" />
<xs:attribute ref="default" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="interface">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="method" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="protocol">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="snmp" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CiscoEnergyWise">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element ref="interface" />
</xs:all>
<xs:attribute name="version" default="1.0" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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XML ファイルのサンプル
次の XML コードのサンプルでは、EnergyWise MIB を使用します。
<?xml version="1.0" ?>
- <CiscoEnergyWise version="1.0">
- <interface protocol="snmp" version="v2c">
- <method name="fn_get_usage" action="oid">
<oid name="cewEntEnergyUsage" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.8.1001" />
</method>
- <method name="fn_get_units" action="oid">
<oid name="cewEntEnergyUnits" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.7.1001" />
</method>
- <method name="fn_set_keywords" action="oid">
<oid name="cewEntKeyword" action="set" datatype="string"
value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.3.1001" />
</method>
- <method name="fn_get_keywords" action="oid">
<oid name="cewEntKeyword" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.3.1001" />
</method>
- <method name="fn_set_importance" action="oid">
<oid name="cewEntImportanceInt" action="set" datatype="unsigned32"
value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.12.1001" />
</method>
- <method name="fn_get_importance" action="oid">
<oid name="cewEntImportanceInt" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.12.1001" />
</method>
- <method name="fn_set_name" action="oid">
<oid name="cewEntName" action="set" datatype="string"
value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.4.1001" />
</method>
- <method name="fn_get_name" action="oid">
<oid name="cewEntName" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.4.1001" />
</method>
- <method name="fn_set_role" action="oid">
<oid name="cewEntRoleDescription" action="set" datatype="string"
value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.5.1001" />
</method>
- <method name="fn_get_role" action="oid">
<oid name="cewEntRoleDescription" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.5.1001" />
</method>
- <method name="fn_set_level" action="oid">
- <oid name="cewEntEnergyLevel" action="set" datatype="integer"
value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.10.1001">
<mapping invalue="0" outvalue="1" />
<mapping invalue="1" outvalue="2" />
<mapping invalue="2" outvalue="3" />
<mapping invalue="3" outvalue="4" />
<mapping invalue="4" outvalue="5" />
<mapping invalue="5" outvalue="6" />
<mapping invalue="6" outvalue="7" />
<mapping invalue="7" outvalue="8" />
<mapping invalue="8" outvalue="9" />
<mapping invalue="9" outvalue="10" />
<mapping invalue="10" outvalue="11" />
</oid>
</method>
- <method name="fn_get_level" action="oid">
- <oid name="cewEntEnergyLevel" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.10.1001">
<mapping invalue="1" outvalue="0" />
<mapping invalue="2" outvalue="1" />
<mapping invalue="3" outvalue="2" />
<mapping invalue="4" outvalue="3" />
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<mapping invalue="5" outvalue="4" />
<mapping invalue="6" outvalue="5" />
<mapping invalue="7" outvalue="6" />
<mapping invalue="8" outvalue="7" />
<mapping invalue="9" outvalue="8" />
<mapping invalue="10" outvalue="9" />
<mapping invalue="11" outvalue="10" />
</oid>
</method>
- <method name="fn_get_usageCaliber" action="oid">
<oid name="cewEntEnergyUsageCaliber" action="get" value="1.3.6.1.4.1.9.9.683.1.6.1.9.1001"
/>
</method>
- <method name="fn_get_entityCategory" action="cache">
<description>Let the switch return cache the consumer category for this
device.</description>
</method>
- <method name="fn_get_deviceType" action="constant">
<constant type="string" value="Printer" />
</method>
</interface>
</CiscoEnergyWise>
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重要な通知
• 「Disclaimer」（P.D-1）
• 「Statement 361—VoIP and Emergency Calling Services do not Function if Power Fails」（P.D-1）
• 「Statement 1071—Warning Definition」（P.D-3）

Disclaimer
Cisco EnergyWise enables you to reduce energy consumption in your network by turning off the power
to devices when they are not in use. If IP phones are part of your network, they can also be turned off
through EnergyWise, in which case calls cannot be made or received, and the phones cannot be turned
on except by the network administrator or according to rules established in EnergyWise by the network
administrator. Laws in the location of your network might require phones to remain available for
emergencies. It is your responsibility to identify the laws which apply and to comply with them. Even in
the absence of a law, we strongly recommend that you designate certain phones which will always be on
and available to make and receive emergency calls. These phones should be clearly identified, and all
employees or others who might require emergency access to make or receive calls should be informed of
the availability of these phones.

Statement 361—VoIP and Emergency Calling Services do not
Function if Power Fails
Warning

Waarschuwing

Voice over IP (VoIP) service and the emergency calling service do not function if power fails or is
disrupted. After power is restored, you might have to reset or reconfigure equipment to regain
access to VoIP and the emergency calling service. In the USA, this emergency number is 911. You
need to be aware of the emergency number in your country.
Voice over IP (VoIP)-service en de service voor noodoproepen werken niet indien er een
stroomstoring is. Nadat de stroomtoevoer is hersteld, dient u wellicht de configuratie van uw
apparatuur opnieuw in te stellen om opnieuw toegang te krijgen tot VoIP en de noodoproepen. In de
VS is het nummer voor noodoproepen 911. U dient u zelf op de hoogte te stellen van het nummer voor
noodoproepen in uw land.
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Statement 361—VoIP and Emergency Calling Services do not Function if Power Fails

Varoitus

Voice over IP (VoIP) -palvelu ja hätäpuhelupalvelu eivät toimi, jos virta katkeaa tai sen syötössä
esiintyy häiriöitä. Kun virransyöttö on taas normaali, sinun täytyy mahdollisesti asettaa tai määrittää
laitteisto uudelleen, jotta voisit jälleen käyttää VoIP-palvelua ja hätäpuhelupalvelua.
Yhdysvalloissa hätänumero on 911. Selvitä, mikä on omassa kotimaassasi käytössä oleva
hätänumero.

Attention

Le service Voice over IP (VoIP) et le service d’appels d’urgence ne fonctionnent pas en cas de panne
de courant. Une fois que le courant est rétabli, vous devrez peut-être réinitialiser ou reconfigurer le
système pour accéder de nouveau au service VoIP et à celui des appels d’urgence. Aux États-Unis,
le numéro des services d’urgence est le 911. Vous devez connaître le numéro d’appel d'urgence en
vigueur dans votre pays.

Warnung

Bei einem Stromausfall oder eingeschränkter Stromversorgung funktionieren VoIP-Dienst und
Notruf nicht. Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist, müssen Sie möglicherweise die
Geräte zurücksetzen oder neu konfigurieren, um den Zugang zu VoIP und Notruf wieder herzustellen.
Die Notrufnummer in den USA lautet 911. Wählen Sie im Notfall die für Ihr Land vorgesehene
Notrufnummer.

Avvertenza

Il servizio Voice over IP (VoIP) e il servizio per le chiamate di emergenza non funzionano in caso di
interruzione dell'alimentazione. Ristabilita l'alimentazione, potrebbe essere necessario
reimpostare o riconfigurare l'attrezzatura per ottenere nuovamente l'accesso al servizio VoIP e al
servizio per le chiamate di emergenza. Negli Stati Uniti, il numero di emergenza è 911. Si consiglia
di individuare il numero di emergenza del proprio Paese.

Advarsel

Tjenesten Voice over IP (VoIP) og nødanropstjenesten fungerer ikke ved strømbrudd. Etter at
strømmen har kommet tilbake, må du kanskje nullstille eller konfigurere utstyret på nytt for å få
tilgang til VoIP og nødanropstjenesten. I USA er dette nødnummeret 911. Du må vite hva
nødnummeret er i ditt land.

Aviso

O serviço Voice over IP (VoIP) e o serviço de chamadas de emergência não funcionam se houver um
corte de energia. Depois do fornecimento de energia ser restabelecido, poderá ser necessário
reiniciar ou reconfigurar o equipamento para voltar a utilizar os serviços VoIP ou chamadas de
emergência. Nos EUA, o número de emergência é o 911. É importante que saiba qual o número de
emergência no seu país.

¡Advertencia!

El servicio de voz sobre IP (VoIP) y el de llamadas de emergencia no funcionan si se interrumpe el
suministro de energía. Tras recuperar el suministro es posible que deba que restablecer o volver a
configurar el equipo para tener acceso a los servicios de VoIP y de llamadas de emergencia. En
Estados Unidos el número de emergencia es el 911. Asegúrese de obtener el número de emergencia
en su país.

Varning!

Tjänsten Voice over IP (VoIP) och larmnummertjänsten fungerar inte vid strömavbrott. Efter att
strömmen kommit tillbaka måste du kanske återställa eller konfigurera om utrustningen för att få
tillgång till VoIP och larmnummertjänsten. I USA är det här larmnumret 911. Du bör ta reda på det
larmnummer som gäller i ditt land.
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Statement 1071—Warning Definition
Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this
device. Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt
raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Cisco EnergyWise コンフィギュレーション ガイド
OL-26660-01-J

D-3

付録 D

重要な通知

Statement 1071—Warning Definition

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien
lausuntonumeroiden avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil,
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti.
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne
enheten.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
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Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña
a este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada.
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna
anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.
GEM DISSE ANVISNINGER
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