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第1章 コンソールメッセージ一覧 

1.1 ログインに関するコンソールメッセージ 

1.1.1. ログイン失敗 

 

【メッセージ】 The system is busy. Please login after waiting for a while 

【意味】  ファームアップ中、システム初期化中、saveコマンド実行中などによりログイン出来

なかったことを示します。 

 

【メッセージ】 <ERROR> No Fabric License. 

【意味】  C-Fabricライセンスがないため、ログイン出来なかったことを示します。(CFX200のみ) 

 

1.1.2. 強制ログアウト 

 

【メッセージ】 force logout by other user. bye! 

【意味】  装置再起動時、C-Fabric構築時などにより強制ログアウトされたことを示します。 
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1.2 操作コマンドに関するコンソールメッセージ 

 

1.2.1. configureコマンドエラー 

 

【メッセージ】 <ERROR> configure cannot be executed during rolling-reset. 

【意味】  ローリング再起動中のため、Global Configモードに変更が出来なかったことを示しま

す。 

 

1.2.2. saveコマンドエラー 

 

【メッセージ】 <ERROR> save cannot be executed during rolling-reset. 

【意味】  ローリング再起動中のため、ファイルの上書き保存が出来なかったことを示します。 

 

【メッセージ】 <ERROR> Waiting for CFAB construct. 

【意味】  C-Fabric構築中のため、ファイルの上書き保存が出来なかったことを示します。 

 

1.2.3. commitコマンドエラー 

 

【メッセージ】 <ERROR> commit cannot be executed during rolling-reset. 

【意味】 ローリング再起動中のため、構成定義情報の動的反映が出来なかったことを示します。 
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1.3 制御コマンドに関するコンソールメッセージ 

 

1.3.1. goコマンドエラー 

 

【メッセージ】 <ERROR> Multiple movement is prohibited. Please execute 'exit' command. 

【意味】 RootドメインMasterスイッチへ移動出来なかったことを示します。(telnetコマンド、

goコマンドによりRootドメインMasterスイッチからC-Fabricを構成する他のスイッチ

に移動し、移動先のスイッチからgo fabricコマンドまたはgo masterコマンドを実行し

た場合) 

 

【メッセージ】 <ERROR> Unable to connect to switch <fabric id>/<domain id>/<switch id> 

【意味】 指定スイッチに移動出来なかったことを示します。 

【パラメタの意味】 <fabric id> 

  ファブリック ID 

  <domain id> 

  ドメイン ID 

  <switch id> 

  スイッチ ID 
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1.4 クリアコマンドに関するコンソールメッセージ 

 

1.4.1. clear cfab rolling-resetコマンドエラー 

 

【メッセージ】 <ERROR> cannot clear the information. 

【意味】  ローリング再起動中のため、ローリング再起動制御情報をクリア出来なかったことを

示します。 

 

 

 

1.5 その他コンソールメッセージ 

 

1.5.1. 他の操作の完了待ち 

 

【メッセージ】 Waiting for completion of the other operation... 

【意味】  他の操作の完了待ちであることを示します。 
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