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はじめに

Catalyst スイッチを使うと、複数の記述式のシステム パラメータを設定して、インターネットワ
ーキング装置の管理を簡略化することができます。 ネットワーキング装置の文書化と識別機能に
よって、ネットワーク管理者はネットワークの維持と管理を簡単に行うことができます。 システ
ム情報の表示または使用には 2 つの方法があります。

Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プレトコル）管理ス
テーションを使った、SNMP の使用

1.

スイッチ上でのコマンド プロンプトの使用2.
この資料に MSFC のスーパバイザおよび Cisco IOS の CatOS またはスーパバイザおよび MSFC
の Cisco IOS® を経営できる Catalyst 6000 シリーズ スイッチ稼働している Catalyst スイッチの
システムパラメータを設定 する方法を記述されていますおよび CatOS が。 システム パラメータ
は、SNMP 管理ステーションによる問い合せが可能です。 この文書では、スイッチの日付、時刻
、およびコマンド プロンプトの設定方法についても説明します。 この文書で実行するタスクを次
に示します。

スイッチへの端末の接続1.
システム名の設定2.
システム プロンプトの設定3.
システム位置の設定4.
システム接点の設定5.
システムの日付と時刻の設定6.
システム情報の表示7.
日付と時刻の表示8.
スイッチ上の IP アドレスの設定9.

スイッチの IP 設定の表示10.

はじめに



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。

前提条件

このドキュメントに関する固有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。

Hyper Terminal Software を実行している PC●

Catalyst ソフトウェア バージョン 6.4(2) を実行している Catalyst 5509 スイッチ●

Cisco IOS ソフトウェア バージョン 12.1(11b) を実行している Catalyst 6000 スイッチ●

注: CatOS の場合、このシナリオでは、Catalyst 4000、5000 または Catalyst 6000 ファミリ メン
バを使っても、同じ結果が得られました。

このドキュメントの情報は、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。 これを怠ると、この文書のステップの一部またはすべてが失敗することがあります。 対象
のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につ
いて確実に理解しておく必要があります。

CatOS ソフトウェアを実行しているスイッチ上で clear config all コマンドを実行し、Cisco IOS
を実行しているスイッチ上で write erase コマンド実行すると、これらのスイッチはデフォルト設
定になります。

ステップバイステップ手順

MSFC のスーパバイザおよび Cisco IOS の CatOS またはスーパバイザおよび MSFC の Cisco
IOS® を経営することができるように CatOS および Catalyst 6000 シリーズ スイッチが稼働して
いる Catalyst スイッチのシステムパラメータを設定 するために次を行って下さい

端末をスイッチのコンソール ポートに接続します。 Catalyst スイッチのコンソール ポート
に接続する方法についての詳細は、『Catalyst スイッチのコンソール ポートに端末を接続す
る方法』を参照してください。

1.

CatOS では、set system name コマンドを使ってスイッチ名を設定します。 Cisco IOS では
、hostname コマンドを使ってスイッチ名を設定します。

CatOS:

Console> (enable) set system name Switch-A-SJ1

System name set.

Switch-A-SJ1> (enable)

Cisco IOS:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

注: CatOS のクリーン設定から始めた場合は、set system name コマンドを実行するときに

2.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
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自動的にプロンプトに ">" 記号が追加されます。 Cisco IOS では、ユーザ EXEC モードのと
きに自動的にプロンプトに "Router>" が追加されます。 ホスト名を変更するには、グローバ
ル コンフィギュレーション モードでなければなりません。 詳細については、『Cisco IOS
コマンド モード』を参照してください。
CatOS で set prompt コマンドを使用し、システム プロンプトを設定します。 Cisco IOS の
グローバル コンフィギュレーション モードから prompt コマンドを使って、プロンプトを設
定します。

CatOS:

Switch-A-SJ1> (enable) set prompt Switch-A>

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

注: CatOS の set prompt コマンドまたは Cisco IOS のグローバル コンフィギュレーション
モードの prompt コマンドでプロンプトを設定するときに、システム プロンプトの一部とし
て ">" が表示されることが望ましい場合にその記号を追加します。 Cisco IOS では、新しい
プロンプトを削除し、プロンプトをデフォルトに戻すには、no prompt コマンドを使います
。

3.

CatOS では、set system location コマンドを使ってスイッチの位置情報を設定します。
Cisco IOS では、これに相当するコマンドはありません。 ただし、banner motd グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使って、位置情報を設定できます。

CatOS:

Switch-A> (enable) set system location 170 West Tasman Drive, San Jose, CA

System location set.

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A(config)#banner motd ?

  LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

注: 文字「c」に挟まれたテキストは、次回のログイン時に表示されます。

4.

CatOS では、set system contact コマンドを使って、システム接点を設定します。 Cisco
IOS では、banner motd 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。

CatOS:

Switch-A> (enable) set system contact Tech Support 408 123 4567

System contact set.

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A(config)#banner motd ?

  LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

5.

CatOS では、set time コマンドを使って、システムの日付と時刻を設定します。 Cisco IOS6.

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.1E/native/configuration/guide/cli.html#wp1020373
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.1E/native/configuration/guide/cli.html#wp1020373


の場合、特権 EXEC モードで clock set コマンドを使用します。

CatOS:

Switch-A> (enable) set time Thursday 04/03/2003 17:32:40

Thu Apr 3 2003, 17:32:40

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

CatOS の場合、プロンプトで show system コマンドを入力してシステム情報を表示し、
System Name、System Location および System Contact の各フィールドの情報を書き留め
ます。 Cisco IOS には、これに相当するコマンドはありません。 show environment コマン
ドを使用してください。 Show run を使って、システム位置、システム接点などを確認でき
ます。

CatOS:

Switch-A> (enable) show system

PS1-Status PS2-Status Fan-Status Temp-Alarm Sys-Status Uptime d,h:m:s Logout

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

ok         none       OK         off        OK         14,04:32:32    20 min

PS1-Type   PS2-Type   Modem   Baud  Traffic Peak Peak-Time

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

WS-C5508   WS-C5518   disable  9600   0%      0% Thu Apr 3 2003, 00:25:07

System Name              System Location        System Contact             CC

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

Switch-A-SJ1             170 West Tasman Drive, S Tech Support 408 123 456

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#show environment status

backplane:

 operating clock count: 2

 operating VTT count: 3

fan-tray:

 fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed. Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

7.

CatOS のプロンプトで show time コマンドを入力して、システムの日付と時刻を表示させ
ます。 Cisco IOS の場合、show clock コマンドを使用します。

CatOS:

Switch-A> (enable) show timeThu Apr 3 2003, 17:52:44

Switch-A> (enable)

8.



Cisco IOS:

Switch-A#show clock20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

CatOS の場合、set interface sc0 コマンドと set ip route コマンドを使って、（管理目的の
ために）スイッチ上で IP アドレスとデフォルトのゲートウェイを設定します。 Cisco IOS
の場合、interface vlan、interface mod/port、switchport および ip route コマンドを使って、
スイッチへのアクセスをセットアップします。 グローバルおよびグローバル インターフェ
イスの両モードに入ります。

CatOS:

Switch-A> (enable) set interface sc0 172.16.80.83 255.255.255.0

Interface sc0 IP address and netmask set.

!--- Setting the default gateway on the switch Switch-A> (enable) set ip route 0.0.0.0

172.16.80.1

Route added.

Switch-A> (enable)

OR

 !--- Alternate command to set the default gateway on the switch Switch-A> (enable) set ip

route default 172.16.80.1

Route added.

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

これで、スイッチのデフォルト ゲートウェイが設定されました。 デフォルト ゲートウェイ
と一般的なルーティングの設定には、別の方式を使うこともできます。 次の例で 1 つの方
式を示します。
Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

9.

CatOS で show interface コマンドと show ip route コマンドを使って、スイッチ上の IP 情
報を確認します。 show ip interface brief コマンドと show ip route コマンドを使って、
Cisco IOS の IP 情報を確認します。

CatOS:

Switch-A> (enable) show interface

sl0: flags=50 <DOWN,POINTOPOINT ,RUNNING>

        slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP,BROADCAST ,RUNNING>

        vlan 1 inet 172.16.80.83 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Switch-A> (enable) show ip route

Fragmentation   Redirect   Unreachable

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

enabled         enabled    enabled

The primary gateway: 172.16.80.1

10.



Destination      Gateway          RouteMask    Flags   Use       Interface

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

default          172.16.80.1      0x0          UG      193         sc0

172.16.80.0      172.16.80.83     0xffffff00   U       690         sc0

Switch-A> (enable)

Cisco IOS:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed. Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

Catalyst スイッチ上の IP アドレスのセットアップ方法の詳細については、『CatOS が動作
する Catalyst スイッチでの IP アドレスの設定』文書を参照してください。

システム情報を確認するためのコマンド

システム情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

show system - 現在のシステム設定を表示します。●

show time - システムの日付と時刻を表示します。●

show interface - スイッチ上で設定されている IP アドレスを表示します。●

show ip route - スイッチ上で設定されているデフォルト ゲートウェイを表示します。●

コマンドの概要

この文書で参照されているさまざまなコマンドを次に示します。

CatOS（イネーブル
モードから）

Cisco IOS（グローバル コンフ
ィギュレーション モードから）

set system name hostname
set prompt prompt
set system location banner motd
set system contact banner motd
set time clock

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008010e9ca.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008010e9ca.shtml


   

set int sc0 interface vlan、interface
mod/port、switchport

set ip route ip route
CatOS（イネーブル
モードから）

Cisco IOS（イネーブル モード
から）

show system show environment、show run
show time show clock
show interface show ip interface brief
show ip route show ip route

関連情報

CatOS が動作する Catalyst スイッチでの IP アドレスの設定●

スイッチの初回設定 - Cisco IOS●

Catalyst スイッチにおけるコンフィギュレーション ファイルの操作●

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●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008010e9ca.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.1E/native/configuration/guide/supcfg.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008015bfab.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/web/psa/products/tsd_products_support_general_information.html?c=268438038&sc=278875285&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/web/psa/technologies/tsd_technology_support_technology_information.html?c=268435696&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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