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概要

このドキュメントでは、ソフトウェアが破損した場合の Cisco Catalyst スイッチの復旧方法につ
いて説明します。 このドキュメントでは、スーパーバイザ エンジンを搭載した、Catalyst
OS（CatOS）ソフトウェアが稼働する次の Catalyst モデルについて説明します。

Catalyst 4500/4000 シリーズ（2948G を、2980G、および 4912G 含む、ない -L3 シリーズ
）

●



Catalyst 5500/5000 シリーズ（2900 シリーズ モデル、ない XL シリーズの Catalyst 5500 含
まれている、5505、5509、およびいくつかが）

●

Catalyst 6500/6000 シリーズ●

この資料が取り扱っていないスイッチのための回復手順のためのこれらの文書を参照して下さい:

Cisco Catalyst 2900XL、および 3500XL シリーズ スイッチでのソフトウェア イメージの破損
または喪失からの回復

●

破損または欠落したイメージからのまたは Rommon モードの Cisco IOS Catalyst 4500/4000
シリーズ スイッチを回復 します

●

イメージの破損や損失、または ROMmon モードからの Catalyst 4000 レイヤ 3 モジュール
（WS-X4232-L3）の復旧

●

イメージの破損または喪失、ブート、または ROMmon モードからの Catalyst 5000 RSM の
復旧

●

Cisco IOS システム ソフトウェアが稼働している Catalyst 6500/6000 でのブート ローダー
イメージの破損や欠落あるいは ROMmon モードからの回復

●

スーパーバイザの show module コマンドに表示されない MSFC の回復方法●

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチ CatOS を実行する●

Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチ CatOS を実行する●

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチ CatOS を実行する●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

これらのスイッチは RAM からフラッシュデバイスからソフトウェア イメージをロードした後、
ソフトウェアを実行します。 すべてのフラッシュ イメージが壊れるか、または削除した場合、ス
イッチはきちんと起動することができません。 限られた 機能対応性があるこの条件では、スイッ
チは ROMモニタ （ROMMON） モードに再び一般に下ります。 この資料に新しいイメージをダ
ウンロードしこの状況からスイッチを回復 する方法を説明されています。

ソフトウェアアップグレードの間に、元のイメージをフラッシュするから削除し、新しいイメー

/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/24061-149.html
/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/24061-149.html
/content/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/20754-130.html
/content/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/20754-130.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_tech_note09186a00800a7ae7.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_tech_note09186a00800a7ae7.shtml
/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/17050-14.html
/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/17050-14.html
/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/19284-124.html
/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


ジをロードするために delete コマンドを発行できます。 新しい画像 転送は network/TFTP サー
バの問題が理由で失敗する場合があります。 またはフラッシュデバイスからの元のイメージの無
意識削除は見られる場合があります。 それにもかかわらず、イメージを回復 するために
undelete コマンドを発行できます。 ただし、このリカバリはこのような状態でだけ可能性のある
です:

イメージの削除の後でスイッチをリロードしませんでした。または●

フラッシュするから削除されたイメージを永久削除するために squeeze コマンドを使用しま
せんでした。

●

フラッシュするからイメージを削除するために delete コマンドを使用するときイメージはフラッ
シュするから永久に削除されます。 undelete コマンドの使用のイメージを回復できます。 これ
は Catalyst 4500/4000、5500/5000、および 6500/6000 シリーズ スイッチに適当です。

Catalyst 4500/4000 の場合には、イメージの削除の後でスイッチをリロードすれば、まだ
ROMmon モードの削除されたイメージを回復できます。 undelete rom monitor コマンドを発行し
て下さい。 このリストのコマンドは Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチだけ用の ROMmon モ
ードでその実行 CatOS リリース 6.1 および それ以降サポートされます:

del●

リストアして下さい●

squeeze●

これらのコマンドの詳細については、これらの文書を参照して下さい:

Catalyst 4500 シリーズ コマンドレファレンス、7.6●

スイッチおよび ROM Monitorコマンド—リリース 6.3 （Catalyst 5000 シリーズ）●

Catalyst 6000 ファミリ スイッチおよび ROM Monitorコマンド●

これらのオプションが Catalyst 4500/4000、5500/5000、および 6500/6000 シリーズ スイッチを
使用しなかったら、この資料の回復手順に従って下さい。

注: TFTP を使用して PC からデバイスにソフトウェア イメージ ファイルを転送できます。 この
資料は Cisco TFTP サーバ アプリケーションからの出力を使用します。 シスコではこのアプリケ
ーションをすでに打ち切っており、現在はサポートしておりません。 TFTP サーバがない場合は
、サードパーティの TFTP サーバ アプリケーションを他の供給元から入手してください。

Catalyst 4500/4000、Catalyst 2948G、Catalyst 2980G および
Catalyst 4912G を回復 して下さい

一般情報

Catalyst 4500/4000 はイメージ ファイルを保存するのに使用する内蔵ブートフラッシュ フラッシ
ュシステムを備えています。 正常なブートアップの間に、Supervisor Engine はフラッシュする
から一般的に ソフトウェア イメージをロードします。 フラッシュするはスイッチ オペレーショ
ンのためにもはやイメージが RAM でロードされた後必要とされません。 スイッチがアップし、
正常に動作している間、それからソフトウェアをアップグレードするために traditional copy tftp
flash コマンドを使用できます。 ただし、フラッシュするで現在 ソフトウェアにおける問題に直
面、ある十分にスイッチを起動することができない場合もあります。 またはスイッチは
ROMmon に行きつくことができ、どういうわけかスイッチ バックアップを得て下さい。 このよ
うな場合、回復手順の使用のネットワーク（TFTP）サーバからこの資料で今起動することができ
ます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst5000/catos/6.x/command/reference/cr_toc.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/catos/6.x/command/reference/cr_toc.html


回復手順に進む前に、bootflash:の有効なファイルを持っていないことを確かめて下さい。 dir
bootflash: コマンドを発行します。 bootflash:にファイルがあったかどうか確認するために
rommon> モードから命じて下さい。 存在 する 有効なファイルが boot bootflash を発行すれば:
filename コマンド スイッチを始動に試みるため。 Background Information セクション メモとし
て、これらのスイッチの ROMmon からの削除されたファイルをリストアできます。 リストア
bootflash:を発行できます filename コマンド ファイルをリストアするため。 ファイルがそれから
スイッチを起動するのに使用することができます。 ブートフラッシュで有効なファイルがない場
合、回復手順に進んで下さい。

注: スイッチ、また管理する方法およびアップグレー ソフトウェアにコンソールを接続する方法
に関する詳細についてはこの資料の「関連情報」セクションを参照して下さい。

回復手順

ネットワーク（TFTP）サーバからの起動は Supervisor Engine がイメージを実行できる RAM に
TFTPサーバからイメージを直接ダウンロードすることを可能にします。 このプロシージャはフ
ラッシュシステムのファイルを作成しません。 プロシージャは始動だけをスイッチ与え、正常な
ソフトウェアダウンロードを行います。

ネットワーク（TFTP）サーバからの起動は比較的簡単ですが、開始する前に知る必要がある幾つ
かの事柄があります。 スイッチが ROM にあるとき、コンソールに直接接続する必要があります
。 アクティブの唯一のネットワークポートはインターフェイス ME1 です。 このポートはコンソ
ール接続の隣に Catalyst 4500/4000 シリーズ Supervisor Engine のイーサネットポート、です。
ME1 インターフェイスの IP アドレスがあるおよび稼働しているようにして下さい。 TFTPサー
バが同じネットワークにない場合、またデフォルト ゲートウェイを設定 して下さい。 コマンド
の構文が IP ホスト アドレスを規定 することを可能にしないのでさらに、TFTPサーバ 環境変数
を設定 してもらわなければなりません。

すべての変数が設定 されること、そして TFTPサーバに達できることを確認して下さい。
rommon 1> show interface

me1: inet 172.20.58.227 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.20.58.255

!--- If you do not see an IP address on the ME1 interface, !--- issue this command in order

to set the IP address: !--- set interface me1 <ip_address> [netmask] !--- An example is set

interface me1 172.20.58.227 255.255.255.0.

rommon 2> show ip route

Destination             Gateway                 Interface

----------------------- ----------------------- ---------

default                 0.0.0.0                 me1

この例では、デフォルトゲートウェイセットがありません。 TFTPサーバが同じネットワー
クにない場合、デフォルト ルートを設定 する必要があります。

1.

デフォルト ゲートウェイを、必要ならば設定 して下さい。
rommon 3> set ip route default 172.20.58.1

コマンドは無応答を与えたもので、確認のための show ip route コマンドを再度発行できま
す。
rommon 4> show ip route

Destination             Gateway                 Interface

----------------------- ----------------------- ---------

 default                 172.20.58.1             me1

2.

TFTPサーバ 変数が正しく設定 されることを確認して下さい。set コマンドをそれ自体発行
する場合、コマンドは環境変数を表示するものです。
rommon 5> set

PS1=rommon ! >

3.



AutobootStatus=success

MemorySize=32

DiagBootMode=post

?=0

ROMVERSION=4.4(1)

WHICHBOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin

BOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin,1;

TFTPサーバ 変数が環境のここに一部ではないので、続行できる前に変数を設定 して下さい
。 変数を設定 し、環境に実際にある確認し、次に接続を検証するためにサーバをことを
ping して下さい。 サーバを ping できるために TFTPサーバ 環境変数を設定 してもらう必要
はありません。 ステップ 4 が示す boot コマンドの使用のサーバのファイルにアクセスして
下さい。
rommon 6> tftpserver=172.20.59.67

!--- This command sets the TFTP server variable. rommon 7> set

!--- This command verifies the setting. PS1=rommon ! > AutobootStatus=success MemorySize=32

DiagBootMode=post Tftpserver=172.20.59.67 ?=0 ROMVERSION=4.4(1)

WHICHBOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin BOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin,1;

ネットワーク（TFTP）サーバからのシステムを起動して下さい。
rommon 9> boot cat4000.4-4-1.bin

システムを起動した後、Switch Console を得ます。

4.

システムが再度完全に機能しているとき、フラッシュするに正しいイメージをコピーするた
めに copy tftp flash コマンドを発行して下さい。スイッチが次のリロードで正しいイメージ
と起動することを確かめるために、ブート変数およびコンフィギュレーションレジスタ値を
確認して下さい。 防を ROMmon モードのスイッチ ブートアップ参照して下さい: 確認 手順
のためのこの資料のブート変数およびコンフィギュレーションレジスタ値 セクションを確
認して下さい。

5.

Supervisor Engine I が付いている Catalyst 5500/5000 を、II、
IIG、または IIIG および Catalyst 2926 回復 して下さい

一般情報

スーパバイザ エンジンは Catalyst 5500/5000 シリーズ用の I、II、IIG および IIIG 1 つのシステム
イメージしか保存なできるオンボード フラッシュを備えています。 スイッチは RAM からイメー
ジを実行します。 スイッチが正しく起動された後そうフラッシュするの妥当なソフトウェアイメ
ージのための必要がありません。

注: Catalyst 2926 は Supervisor Engine II を備え、Supervisor Engine II 回復手順に従います。

これらのスーパバイザ エンジンにおけるアップグレード手順は極めて安全です。 最初に、新しい
イメージはイメージ チェックサムが確認される Supervisor Engine RAM にコピーされます。 こ
のイメージが宣言された有効なである場合、イメージはフラッシュするにそれからプログラムさ
れます、前のイメージを上書きする。 エラーが TFTPサーバからダウンロードの間に、たとえば
発生すれば、フラッシュするの現在のイメージは修正されません。 これらのスーパバイザ エンジ
ンのイメージの破損はまれに起こりません。 破損は頻繁にフラッシュするの問題自体と関連して
います。 またはフラッシュ プログラミング プロセスの間に発生する問題により破損を引き起こ
す場合があります。

注: スイッチ、また管理する方法およびアップグレー ソフトウェアにコンソールを接続する方法
に関する詳細についてはこの資料の「関連情報」セクションを参照して下さい。



回復手順

イメージがブートアップにフラッシュするで利用できないケースに関しては、Supervisor Engine
にまた永久に ROMmon で保存される基本的なソフトウェア イメージが非常にあります。
Supervisor Engine のジャンパはこのイメージをアクティブにするために使用する必要があります
。 このイメージがロードされた後、スーパバイザ エンジンのポートを有効に します。 場合によ
っては、イメージはいくつかのラインカードを認識できます。 しかしこの能力はファームウェア
のバージョンによって決まります。

Supervisor Engine を取除き、ブート ジャンパを識別するためにこの表を使用して下さい:通
常、Supervisor Engine で利用可能 な ジャンパ コネクタがありません。 ピン間の連絡先を
確立するために 1 つを得て下さい。

1.

Supervisor Engine をシャーシに再び置き、スイッチを起動して下さい。実際に ROM （フ
ァームウェア）に焼き付けられる CatOS イメージであるブートモードに行きつきます。 場
合によっては、スイッチはこのファームウェアのレベルによって決まるいくつかのスイッチ
ラインカードを認識できます。
boot> show module

Mod Ports Module-Type           Model     Serial-Num Status

--- ----- --------------------- --------- ---------- -------

1   0     Supervisor IIG        WS-X5540  013447622  ok

2   12    100BaseFX MM Ethernet WS-X5111  003499884  ok

3   12    100BaseFX MM Ethernet WS-X5201  007499406  ok

Mod MAC-Address(es)                           Hw     Fw           Fw1

--- ----------------------------------------  ------ ------------ ------------

1   00-d0-63-6a-a8-00 thru 00-d0-63-6a-ab-ff  1.1    5.1(1)       0.5(1)

2   00-60-3e-8e-2b-48 thru 00-60-3e-8e-2b-53  1.0    1.3

3   00-e0-1e-b7-77-68 thru 00-e0-1e-b7-77-73  2.0    3.1(1)

この例では、ソフトウェアはスイッチの 2 つのラインカードを認識します。 Supervisor
Engine I か II を使うと、ソフトウェアは Supervisor Engine IIG より以前のファームウェア
のバージョンを備えるこれらのスーパバイザ エンジンが可能性が高いのに、2 アップリンク
を常に認識します。

2.

接続を TFTPサーバに確立し、通常アップグレードを行って利用可能であるインターフェイ
スを使用して下さい。

3.

ポートを手動で 有効に して下さい。注: デフォルトで、ポートは無効に なります。
boot> show port

Port   Status    Duplex  Speed  Type

-----  --------  ------  -----  ---------------

 2/1   disabled  half    100    100BaseFX MM

 2/2   disabled  half    100    100BaseFX MM

 2/3   disabled  half    100    100BaseFX MM

 2/4   disabled  half    100    100BaseFX MM

!--- Output suppressed. boot> set port enable 2/1

Port 2/1 enabled/

4.

TFTPサーバに接続をいつも通り確認して下さい。5.
フラッシュするに新しいイメージをダウンロードした後、これら二つのオプションの 1 つを
選択して下さい:Supervisor Engine が正しく再インストールされた後スイッチを消し、
Supervisor Engine を滑らせ、ジャンパを取除き、Catalyst を普通起動して下さい。ブート
モードからフラッシュするで直接ダウンロードしたイメージを起動して下さい。 execflash
コマンドを使用して下さい:
boot> execflash

uncompressing nmp image

This will take a minute...

!--- Output suppressed.

6.



注: スイッチをこのように起動する場合、ジャンパを取除くまで、スイッチはブートモード
で常に最初に再起動することを覚えて下さい。

コンソール ダウンロード

Kermit プロトコルを使用する場合コンソール接続によって TFTPサーバなしで Supervisor Engine
にイメージを、直接ダウンロードできます。 詳細についてはシステムソフトウェアイメージを使
用の Kermit セクションを使用してイメージをダウンロードすることを準備を参照して下さい。
この方式はポートを回復手順の間にスイッチで認識されるために得ることができない場合役立ち
ます。 ただし、この方式は回復手順 セクションの方式よりもっと遅いです。 Kermit 方式を、も
し可能なら避けて下さい。

Supervisor Engine III が付いている Catalyst 5500/5000 をか IIIF
および Catalyst 2926G 回復 して下さい

一般情報

Catalyst 5500/5000 Supervisor Engine IIIF は複数のイメージ ファイルを処理できるオンボード
フラッシュ ファイル システムを備えています。 このフラッシュするに加えて、Supervisor
Engine III はまたフラッシュ PC カード（PCMCIA）スロットを備えています。 これらのスーパ
バイザ エンジンは RAM からスイッチが正しく起動された後ソフトウェアを実行し、フラッシュ
システムを必要としません。

注: Catalyst 2926G はインストールされる Supervisor Engine III を備え、Supervisor Engine III 回
復手順に従います。

イメージがそれから破損または削除されす場合、標準のアップグレード手順は Supervisor Engine
が正しいイメージを実行する場合可能性のある常にです。 ROMmon から起動するべき正しいイ
メージがないので Supervisor Engine が起動しなければ回復手順を使用して下さい。

回復手順に進む前に、bootflash:の有効なファイルを持っていないことを確かめて下さい。 dir
bootflash: コマンドを発行します。 bootflash:にファイルがあったかどうか確認するために
rommon> モードから命じて下さい。 存在 する 有効なファイルが boot bootflash を発行すれば:
filename コマンド スイッチを始動に試みるため。 Background Information セクション メモとし
て、これらのスイッチの ROMmon からの削除されたファイルをリストアできます。 boot
bootflash を発行できます: filename コマンド ファイルをリストアし、スイッチを起動するため。
ブートフラッシュで有効なファイルがない場合、回復手順に進んで下さい。

注: スイッチ、また管理する方法およびアップグレー ソフトウェアにコンソールを接続する方法
に関する詳細についてはこの資料の「関連情報」セクションを参照して下さい。

回復手順

起動して下さいからフラッシュ PC カード（PCMCIA）

フラッシュ PC カード（PCMCIA）スロットが付いている Supervisor Engine III がある場合、
Supervisor Engine を回復 する最もよい方法はフラッシュ PC カード（PCMCIA）から起動するこ
とです。 ブート slot0:を発行して下さいROMmon モードの image_name コマンド。 それの
Supervisor Engine III イメージのフラッシュ PC カード（PCMCIA）を得ることを試みて下さい。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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フラッシュカードでイメージを書く別の操作上 Supervisor Engine III がない場合互換性のある フ
ォーマットがある別の Ciscoデバイスを使用できます。 詳細については PCMCIA ファイルシステ
ム互換性マトリックスおよびファイルシステム情報を参照して下さい。

コンソール ダウンロード

Supervisor Engine IIIF があるか、またはフラッシュ PC カード（PCMCIA）が利用できなければ
、唯一の代替回復手順はコンソールポートによって Xmodemダウンロードです。 この機能は
ROMMONバージョン 5.1(1) またはそれ以降がある場合その時だけ利用できます。 コンソール ダ
ウンロードを使用できない場合残っている唯一の可能性は Supervisor Engine を取り替えること
です。

正確な ROMMONバージョンはコンソールでスイッチが ROMmon で開始するとき表示する。 次
に例を示します。

boot> execflash

uncompressing nmp image

This will take a minute...

!--- Output suppressed.

このバージョンはまた show module コマンド出力が Supervisor Engine のために示したものです
ファームウェアリリースです。 ただし、show module コマンドを発行できればおそらく回復手順
を必要としません。

Console> (enable) show module

!--- Output suppressed. Mod MAC-Address(es) Hw Fw Sw --- --------------------------------------

------ ---------- ----------------- 1 00-50-0f-43-cc-00 to 00-50-0f-43-cf-ff 3.3 5.1(2) 4.5(7)

!--- Output suppressed.

このコンソール ダウンロード 手順があなたに利用できるかどうかチェックするほとんどの単純な
方法はダウンロードを試みることです。 機能は現在 文書化されていますが、ROMmon にある
Ciscoルータのためにするように同じようにはたらきます。

この例は Supervisor Engine III のコンソール ダウンロードの間にコンソール セッションのログで
す。 コンソールのスピードは 38,400 ビット/秒（ビット/秒）です。 コマンドはオプションの
xmodem、- s です。 コマンドは自ら明らかです。 ただし利用可能 な オプションに関する詳細が
ほしいと思う場合、この資料の Xmodem オプション Summary セクションを参照して下さい。

rommon 5> xmodem -s 38400

Do not start the sending program yet...

Invoke this application only for disaster recovery.

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Note, if the console port is attached to a modem, both the console port and the modem

must be operating at the same baud rate. Use console speed 38400 bps for

download? (y/n)   [n]:  y

この段階では XMODEMプロトコルの使用のファイルを送信 する前に、38,400 ビット/秒にター
ミナル エミュレーションソフトウェアの速度を変更して下さい。 この例は PC の Microsoft ハイ
パーターミナルを使用します。 ハイパーターミナルはターミナル速度の変更を実施されてもらう
ために再起動します。

/c/ja_jp/support/docs/routers/7200-series-routers/6145-pcmciamatrix.html
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rommon 5> xmodem -s 38400

Do not start the sending program yet...

Invoke this application only for disaster recovery.

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Note, if the console port is attached to a modem, both the console port and the modem

must be operating at the same baud rate. Use console speed 38400 bps for

download? (y/n)   [n]:  y

ターミナル速度はハイパーターミナルの 9600 ビット/秒に戻り、ハイパーターミナルは再度再起
動します。 ボーレートはリセットされたことを確認した後、スイッチはすぐにスイッチがメモリ
でイメージを圧縮解除し保存した始め、イメージを実行します。 次に例を示します。

Baud rate is correctly set now. Enter y to continue (y/n)   [n]:

Baud rate is correctly set now. Enter y to continue (y/n)   [n]:

Baud rate is correctly set now. Enter y to continue (y/n)   [n]:  y

Download Complete!

received file size=3473280

Loading Network Management Processor image

Uncompressing file:  ###########################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

####################################################################

System Power On Diagnostics

NVRAM Size ....................512KB

ID Prom Test ..................Passed

!--- Output suppressed. Cisco Systems Console Enter password: 2000 May 14 15:45:06 %MLS-5-

MLSENABLED:IP Multilayer switching is enabled 2000 May 14 15:45:06 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow

Data Export disabled 2000 May 14 15:45:06 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online 2000 May 14 15:45:18

%SYS-5-MOD_OK:Module 2 is online 2000 May 14 15:45:25 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online 2000 May

14 15:45:27 %SYS-5-MOD_OK:Module 5 is online 2000 May 14 15:45:29 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is

online Console> enable

スイッチはイメージと今正しく起動されますコンソールによってダウンロードされた。

注意： この時点で、イメージはブートフラッシュでダウンロードされた保存されませんでした。
この出力は例を提供したものです。 4.5(7) ソフトウェアはコンソールによってダウンロードされ
、イメージがフラッシュするでまだ保存されていないことがわかります:

Enter password:

Console> (enable) show module

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

1                       0     Supervisor III        WS-X5530  013492250 ok

2                       12    10BaseFL Ethernet     WS-X5011  003375899 ok

3                       24    10/100BaseTX Ethernet WS-X5224  008688914 ok



4                       12    10/100BaseTX Ethernet WS-X5213  003549295 ok

5                       12    100BaseFX MM Ethernet WS-X5201  006596753 ok

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-50-0f-43-cc-00 to 00-50-0f-43-cf-ff 3.3    5.1(2)     4.5(7)

2   00-60-3e-c9-30-6c to 00-60-3e-c9-30-77 1.1    1.2        4.5(7)

3   00-10-7b-58-a6-c8 to 00-10-7b-58-a6-df 1.4    3.1(1)     4.5(7)

4   00-60-2f-96-6a-f8 to 00-60-2f-96-6b-03 1.2    1.4        4.5(7)

5   00-e0-1e-7a-18-48 to 00-e0-1e-7a-18-53 1.1    2.3(2)     4.5(7)

Mod Sub-Type Sub-Model Sub-Serial Sub-Hw

--- -------- --------- ---------- ------

1   NFFC II  WS-F5531  0013512332 2.0

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1    15708 Apr 19 1993 05:44:04 config

2  4864897 Apr 09 2000 15:26:06 cat5000-sup3.5-4-2.bin

2721312 bytes available (4880864 bytes used)

Console> (enable)

今完全に機能したスイッチがあります。 ただし、ブートフラッシュで正しいイメージを保存しな
いし、スイッチを再起動すれば、回復手順を再度試みて下さい。

注: フラッシュするに正しいイメージをコピーするために copy tftp flash コマンドを使用して下さ
い。 スイッチが次のリロードで正しいイメージと起動することを確かめるために、ブート変数お
よびコンフィギュレーションレジスタ値を確認して下さい。 防を ROMmon モードのスイッチ ブ
ートアップ参照して下さい: 確認 手順のためのこの資料のブート変数およびコンフィギュレーシ
ョンレジスタ値 セクションを確認して下さい。

Supervisor Engine I または II の Catalyst 6500/6000 を回復 して
下さい

一般情報

このセクションは Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine I および II.における回復手順を記述しま
す。 Catalyst 6500/6000 における回復手順は Supervisor Engine III 回復手順の Catalyst
5500/5000 に類似したです。 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine I および II モジュールは複数
のイメージ ファイルを処理できるオンボード フラッシュ ファイル システムを備えています。 こ
のフラッシュするに加えて、これらのスーパバイザ エンジンはフラッシュ PC カード
（PCMCIA）スロットを備えています。 これらのスーパバイザ エンジンは RAM からスイッチが
正しく起動された後ソフトウェアを実行し、フラッシュシステムを必要としません。 イメージが
それから破損または削除されす場合、標準のアップグレード手順は Supervisor Engine が正しい
イメージを実行する場合可能性のある常にです。 ROMmon から起動するべき正しいイメージが
ないので Supervisor Engine が起動しなければ回復手順を使用して下さい。

回復手順に進む前に、bootflash:の有効なファイルを持っていないことを確かめて下さい。 dir
bootflash: コマンドを発行します。 bootflash:にファイルがあったかどうか確認するために
rommon> モードから命じて下さい。 存在 する 有効なファイルが boot bootflash を発行すれば:
filename コマンド スイッチを始動に試みるため。 Background Information セクション メモとし
て、これらのスイッチの ROMmon からの削除されたファイルをリストアできます。 boot
bootflash を発行できます: filename コマンド ファイルをリストアし、スイッチを起動するため。
ブートフラッシュで有効なファイルがない場合、回復手順に進んで下さい。



注: スイッチ、また管理する方法およびアップグレー ソフトウェアにコンソールを接続する方法
に関する詳細についてはこの資料の「関連情報」セクションを参照して下さい。

回復手順

起動して下さいからフラッシュ PC カード（PCMCIA）

Supervisor Engine を回復 する最もよい方法はフラッシュ PC カード（PCMCIA）から起動するこ
とです。 ブート slot0:を発行して下さいROMmon モードからの image_name コマンド。 それの
正しいイメージのフラッシュ PC カード（PCMCIA）を得ることを試みて下さい。 フラッシュカ
ードでイメージを書く別の操作上 Supervisor Engine がない場合互換性のある フォーマットがあ
る別の Ciscoデバイスを使用できます。 詳細については PCMCIA ファイルシステム互換性マトリ
ックスおよびファイルシステム情報を参照して下さい。 PC カード（PCMCIA）ソース プラット
フォームの使用はでフォーマットされている場合によってははたらくことができます。 ただしフ
ァイル システムが互換性があって、スイッチのブートストラップバージョンがフォーマット済み
カードをサポートしないいくつかの状況があります。

フラッシュするにある撮り、PC カード（PCMCIA）にコピーして下さい複製コピーをイメージの
。 copy bootflash を発行して下さい: image_name slot0:command。 コピーはフラッシュするの
イメージがどういうわけかスイッチが ROMmon モードに動作すれば削除されか、または破損し
、持ってが役立ちます。 slot0:からのスイッチを起動することができます そしてスイッチを回復
して下さい。 PC カード コンソール ダウンロードか Xmodem 回復手順を完了しなさい
（PCMCIA）または PC カードの正しいイメージを持たない場合。

コンソール ダウンロードまたは Xmodem リカバリ

このセクションの例は Supervisor Engine II のコンソール ダウンロードの間にコンソール セッシ
ョンのログです。 コンソールのスピードは 38,400 ビット/秒です。 コマンドはオプションの
xmodem、- s です。 コマンドは自ら明らかです。 ただし利用可能 な オプションに関する詳細が
ほしいと思う場合、この資料の Xmodem オプション Summary セクションを参照して下さい。

同じプロシージャは Cisco Software Center からターミナル エミュレーションソフトウェアを実
行する PC に Supervisor Engine I. Copy に正しいイメージを適用します。

注: Cisco Software Center からイメージをダウンロードするために Cisco が付いている
Cisco.com 有効なログオンおよび契約を持たなければなりません。

rommon 15> xmodem -s 38400

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Console port and Modem must operate at same baud rate.

Use console & modem at 38400 bps for download ? (y/n)   [n]:  y

この段階では XMODEMプロトコルの使用のファイルを送信 する前に、38,400 ビット/秒にター
ミナル エミュレーションソフトウェアの速度を変更して下さい。 この例は PC のハイパーターミ
ナルを使用します。 ハイパーターミナルはターミナル速度の変更を実施されてもらうために再起
動します。

rommon 15> xmodem -s 38400

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Console port and Modem must operate at same baud rate.

Use console & modem at 38400 bps for download ? (y/n)   [n]:  y

ハイパーターミナルのターミナル速度は 9600 ビット/秒に戻り、ハイパーターミナルは再度再起

/c/ja_jp/support/docs/routers/7200-series-routers/6145-pcmciamatrix.html
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動します。 ボーレートはリセットされたことを確認した後、スイッチはすぐにスイッチがメモリ
でイメージを圧縮解除し保存した始め、イメージを実行します。 次に例を示します。

rommon 15> xmodem -s 38400

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Console port and Modem must operate at same baud rate.

Use console & modem at 38400 bps for download ? (y/n)   [n]:  y

スイッチはイメージと今正しく起動されますコンソールによってダウンロードされた。

注意： この時点で、イメージはブートフラッシュでダウンロードされた保存されませんでした。
6.3(3) ソフトウェアはコンソールによってダウンロードされ、イメージがフラッシュするでまだ
保存されていないことがこの出力でわかります:

console>

console> enable

console> (enable)

console> (enable) dir bootflash:

No files on device

31981568 bytes available (0 bytes used)

console> (enable)

今完全に機能したスイッチがあります。 ただし、ブートフラッシュで正しいイメージを保存しな
いし、スイッチを再起動すれば、回復手順を再度試みて下さい。

注: フラッシュするに正しいイメージをコピーするために copy tftp flash コマンドを使用して下さ
い。 スイッチが次のリロードで正しいイメージと起動することを確かめるために、ブート変数お
よびコンフィギュレーションレジスタ値を確認して下さい。 防を ROMmon モードのスイッチ ブ
ートアップ参照して下さい: 確認 手順のためのこの資料のブート変数およびコンフィギュレーシ
ョンレジスタ値 セクションを確認して下さい。

Xmodem のオプションの要約

ROMmonプロンプトで xmodem コマンドを発行するとき、Xmodem を呼び出します。 次に例を
示します。

console>

console> enable

console> (enable)

console> (enable) dir bootflash:

No files on device

31981568 bytes available (0 bytes used)

console> (enable)

この表はオプションの詳細な説明を提供したものです:

オプシ
ョン 説明

- c オ
プショ
ン

エラー チェック 16 ビット CRC1 は各パケットの
ために実行された。 デフォルトは 8ビット チェ
ックサムを使用することです。

- y オ
プショ
ン

このオプションは Ymodem プロトコルを規定 し
ます。 デフォルトは XMODEMプロトコルです
。 Ymodem は一般的にファーストです。



- s オ
プショ
ン

これはデータ転送のボーレートです。

1 CRC = 巡回冗長検査。

この表は期待できるダウンロード時間の例を提供したものです。 この表は 3.2 MB イメージサイ
ズを仮定します:

プロトコル 速度（ビット/秒で） ダウンロード時間
Xmodem 9600 1 時間、10 最小値
Xmodem 38,400 20 分
Ymodem 9600 1 時間、10 最小値
Ymodem 38,400 15 最小値

Supervisor Engine 720 または Supervisor Engine 32 が付いてい
る Catalyst 6500/6000 を回復 して下さい

一般情報

このセクションはスーパバイザ 720 の CatOS しか実行しない Catalyst 6500/6000 Supervisor
Engine における回復手順を記述します。 この回復手順に Supervisor Engine I または II 回復手順
の Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチと比べて多くの類似およびいくつかの相違点が、ありま
す。

Supervisor Engine I/II vs Supervisor Engine 720

このリストは Supervisor Engine I/II と Supervisor Engine 720 の違いを提供します:

Supervisor Engine 720 は Supervisor Engine I および II.によってサポートされる Xmodem 回
復手順をサポートしません。

●

Supervisor Engine 720 はスーパーバイザ エンジンのブート フラッシュの 64 MB およびマル
チレイヤ スイッチ フィーチャ カード （MSFC） ブートフラッシュの 64 MB と出荷します。
CompactFlash 型 II カードのために利用可能の 2 つのスロットがあります（disk0 および
disk1）追加記憶装置を兼ね備える。 Supervisor Engine I および II の slot0 は Supervisor
Engine 720 の disk0 と言われます。 さらに、Supervisor Engine 720 は追加 CompactFlash
型 II カード disk1 がある場合があります。 disk0 および disk1 は両方 Supervisor Engine 720
ブートフラッシュからの CatOS イメージのコピーを保存できます。

●

これらのスーパバイザ エンジンは RAM からスイッチが正しく起動された後ソフトウェアを実行
し、フラッシュシステムを必要としません。 イメージがそれから破損または削除されす場合、標
準のアップグレード手順は Supervisor Engine が正しいイメージを実行する場合可能性のある常
にです。 ROMmon から起動するべき正しいイメージがないので Supervisor Engine が起動しなけ
れば回復手順を使用して下さい。

回復手順に進む前に、bootflash:の有効なファイルを持っていないことを確かめて下さい。 dir
bootflash: コマンドを発行します。 bootflash:にファイルがあったかどうか確認するために
rommon> モードから命じて下さい。 存在 する 有効なファイルが boot bootflash を発行すれば:



filename コマンド スイッチを始動に試みるため。 Background Information セクション メモとし
て、これらのスイッチの ROMmon からの削除されたファイルをリストアできます。 boot
bootflash を発行できます: filename コマンド ファイルをリストアし、スイッチを起動するため。
ブートフラッシュで有効なファイルがない場合、回復手順に進んで下さい。

回復手順

回復手順を行う前提条件

CompactFlash にそれの正しいイメージの型 II カードを得ることを試みて下さい。 フラッシュカ
ードでイメージを書く別の操作上 Supervisor Engine がない場合互換性のある フォーマットがあ
る別の Ciscoデバイスを使用できます。 詳細については PCMCIA ファイルシステム互換性マトリ
ックスおよびファイルシステム情報を参照して下さい。 PC カード（PCMCIA）ソース プラット
フォームの使用はでフォーマットされている場合によってははたらくことができます。 ただしフ
ァイル システムが互換性があって、スイッチのブートストラップバージョンがフォーマット済み
カードをサポートしないいくつかの状況があります。

スーパーバイザ エンジンのブート フラッシュにある撮り、フラッシュカードにコピーして下さい
複製コピーをイメージの。 copy bootflash を発行して下さい: image_name
disk0/disk1:command。 コピーはフラッシュするのイメージがどういうわけかスイッチが
ROMmon モードに動作すれば削除されか、または破損し、持ってが役立ちます。 disk0 からのス
イッチを起動することができます: そしてスイッチを回復 して下さい。 フラッシュカードの正し
いイメージを持たない場合、Supervisor Engine 720 を回復 する唯一の方法は別のスイッチから
同じ Supervisor Engine 720 CatOS イメージを実行するフラッシュディスクのイメージをコピー
することです。

CompactFlash 型 II カードから起動して下さい（disk0 か disk1）

スイッチが ROMmon モードにブートプロセスおよび gets に失敗すると仮定して下さい。 次に例
を示します。

System Bootstrap, Version 8.1(3)

Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

!--- Output suppressed. rommon 1 >

どのディスクがによってコピーを保存するか） （決まるの CatOS イメージの有効なコピー
が disk0 または disk1 あることを確認して下さい。次に例を示します。

rommon 2 > dir disk0:

Directory of disk0:

2      17659732  -rw-     cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!--- This indicates that a valid image exists in disk0.

1.

この CompactFlash 型 II カード（disk0）からのスイッチを起動するために ROMmon モー
ドからのこのコマンドを発行して下さい:

rommon 3 > boot disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

Loading image, please wait ...

Self decompressing the image : #################################################

2.

/c/ja_jp/support/docs/routers/7200-series-routers/6145-pcmciamatrix.html
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################################################################################

#######################

!--- Output suppressed. Currently running ROMMON from S (Gold) region Boot image:

disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!--- Boot from the image in disk0. Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

!--- Output suppressed. Console>

!--- Now the switch has booted into the console.

イメージをコピーして下さい Supervisor Engine のブートフラッシュに disk0 にある。次に
例を示します。

Console> enable

Console> (enable) copy disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin bootflash:

32818412 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cc

!--- Output suppressed. File bootflash:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin checksum verified and is

Ok. File has been copied successfully.

3.

ブート変数の設定を確認するために show boot コマンドを発行して下さい。Catalyst
4500/4000、5500/5000、および 6500/6000 シリーズ スイッチ 使用 ブート変数を確認し、
コンフィギュレーションレジスタ値を設定 する同じプロシージャ。

4.

Catalyst スイッチが破損または欠落しているソフトウェア イメージから回復 された後、ブ
ート変数およびコンフィギュレーションレジスタ値が正しく設定 されることを確かめて下
さい。注: これは bootflash:で有効なファイルがあってもスイッチが ROMmon で起動しない
ようにして必要です、 または disk0 か disk1: デバイスを表示することもできます。ブート
フラッシュにあるこの正しいイメージを指すためにブート変数を設定 して下さい。 次に例
を示します。

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!--- This command has the switch choose the image that is present !--- in the bootflash for

boot. BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

!--- The boot variable is set as per the set boot system flash command.

5.

NVRAM にすべてのコンフィギュレーションを保存して下さい。

Console> (enable) write memory

!--- Output suppressed. Configuration has been copied successfully.

6.

ことをブートフラッシュで存在 する有効な CatOS イメージ観察して下さい。

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

  3 17659732 Apr 19 2006 15:34:10 cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

7.

スイッチの reset コマンドを発行して下さい。今では、スイッチはスーパーバイザ エンジン
のブート フラッシュで CatOS によってきちんと起動します。 これはまたブートフラッシュ
から起動するためにブート変数を設定 したので発生します。注: これらのデバイスでその他
のデバイスから、disk0 または disk1 のような、存在 する 正しいイメージ起動するためにブ

8.



ート変数を設定できます。
注:  Supervisor Engine 32 における回復手順は Supervisor Engine 720 回復手順と同じです。 た
だし、Supervisor Engine 32 で使用する違いはいくつかの用語および機能にあります。 いくつか
の違いはここにあります:

Supervisor Engine 720 が Xmodem 回復手順をサポートしない一方、Supervisor Engine 32
は Xmodem 回復手順をサポートします。

●

Supervisor Engine 720 のブート フラッシュ領域はブートフラッシュと言われます。
Supervisor Engine 32 では、ブート フラッシュ領域は bootdisk と言われます。

●

Supervisor Engine 720 のブートフラッシュが Supervisor Engine 32 の bootdisk と同等であ
るので、いくつかの Supervisor Engine ブート フラッシュ領域に関連する Rommon コマンド
は異なっています。 Supervisor Engine 32 では、これらのコマンドは次のとおりです:

dir bootdisk:

copy disk0:image_name bootdisk:

set boot system flash bootdisk:image_name

●

注: 他の違いは Supervisor Engine 32 および Supervisor Engine 720 の回復手順にありません。

ROMmon モードのスイッチ ブートアップを防いで下さい: ブー
ト変数およびコンフィギュレーションレジスタ値を確認して下さ
い

show boot コマンドの使用の設定を確認できます。 Catalyst 4500/4000、5500/5000、および
6500/6000 シリーズ スイッチ 使用 ブート変数を確認し、コンフィギュレーションレジスタ値を
設定 する同じプロシージャ。 このセクションのコマンド 出力は Catalyst 6000 スイッチにありま
す。

Catalyst スイッチが破損または欠落しているソフトウェア イメージから回復 された後、ブート変
数およびコンフィギュレーションレジスタ値が正しく設定 されることを確かめて下さい。 これは
bootflash:で有効なファイルがあってもスイッチが ROMmon で起動しないようにして必要です、
slot0: デバイスを表示することもできます。

注: このコマンドは Catalyst 5500/5000 Supervisor Engine III か Catalyst 4500/4000 シリーズおよ
び 2948G スイッチ スーパバイザエンジンモジュールにだけ適用されます。 Catalyst 5500/5000
Supervisor Engine I または II のこのコマンドを使用するように試みる場合エラーメッセージを受
け取ります。

show boot コマンドの出力例はここにあります:

Switch (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin,1;

!--- The switch boots from the valid image that is present in bootflash. CONFIG_FILE variable =

slot0:switch.cfg Configuration register is 0x2102 !--- The configuration register values are set

correctly. ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled console

baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands Switch (enable)

この例では、コンフィギュレーション レジスタは適切な設定（0x2102）に設定 されます。 「 

0x0" ことがわかれば、0x2102 に設定を変更して下さい。 さもなければ、スイッチがリセットさ
れるか、またはリブートされるとき、ROMmon モードおよびあなたへのスイッチ戻りはスイッチ
がそのイメージを実行することができるようにイメージを手動で起動する必要があります。 この



例では、ブート変数は設定 されないし、コンフィギュレーション レジスタは 0x0 に設定 されま
す。

Switch (enable) show boot

BOOT variable =

!--- The boot variable is not set to boot the switch from a valid image. CONFIG_FILE variable =

slot0:switch.cfg Configuration register is 0x0 !--- Note that the configuration register value

is set to 0x0. ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600 boot: the ROM monitor Switch (enable)

このスイッチがリセットされるか、またはリブートされる場合、ROMmon に行きます。 boot
bootflash を発行して下さい: ROMmon モードからイメージを手動で起動するために命じて下さい
。 ブート変数およびコンフィギュレーションレジスタ値は設定 することができます。 次に例を
示します。

Switch (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin,1;

Switch (enable) set boot config-register 0x2102

   Configuration register is 0x2102

   ignore-config: disabled

   auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

   console baud: 9600

   boot: image specified by the boot system commands

Switch (enable)

Switch (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin,1;

!--- The switch boots from the valid image that is present in bootflash. CONFIG_FILE variable =

slot0:switch.cfg !--- The configuration register values are set correctly. Configuration

register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands Switch (enable)

回復の後で、スイッチが ROMmon モードに行っても、ROMmon モードのコンフィギュレーショ
ンレジスタ値を設定できます。 リロードの後で、スイッチはこの例が示すのでスイッチを手動で
起動する必要がないように正しいイメージをロードします:

rommon 1> confreg 0x2102

You must reset or power cycle for new config to take effect.

rommon 2> reset

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"

Uncompressing file:  ###########################################################

System Power On Diagnostics

DRAM Size ....................64 MB

Testing DRAM..................Passed

NVRAM Size ...................512 KB

Level2 Cache .................Present

System Power On Diagnostics Complete



Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

..

..

Switch (enable)

関連情報

Catalyst スイッチのコンソール ポートに端末を接続する方法●

システムソフトウェアイメージを使用する TFTP を使用してスイッチにシステムソフトウェ
アイメージのダウンロード

●

Catalyst スイッチにおけるソフトウェア イメージの管理とコンフィギュレーション ファイル
の操作

●

Cisco IOS システム ソフトウェアが稼働している Catalyst 6500/6000 でのブート ローダー
イメージの破損や欠落あるいは ROMmon モードからの回復

●

LAN 製品に関するサポート ページ●

LAN スイッチングに関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/10600-9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_installation_and_configuration_guides_list.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_installation_and_configuration_guides_list.html?referring_site=bodynav
/content/en/us/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/12012-manage-images-catswitches.html
/content/en/us/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/12012-manage-images-catswitches.html
/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/17050-14.html?referring_site=bodynav
/c/ja_jp/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/17050-14.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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