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はじめに
ここでは、このマニュアルの目的および構成について説明するとともに、関連製品およびサービス
に関する詳細情報の入手方法を説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。
•

目的（p.vi）

•

マニュアルの構成（p.vi）

•

関連資料（p.vii）

•

マニュアルの入手方法（p.viii）

•

テクニカル サポート（p.ix）
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はじめに
目的

目的
このマニュアルでは、SA-Comp/1 および SA-Comp/4 サービス アダプタ（以下、CSA）のインスト
レーションおよび設定手順について説明します。CSA は、次のプラットフォームで使用します。
•
•

Cisco 7200 シリーズ ルータ（2 スロット構成の Cisco 7202、4 スロット構成の Cisco 7204、
6 スロット構成の Cisco 7206）
7000 シリーズ Route Switch Processor（RSP7000）および 7000 シリーズ Chassis Interface
（RSP7000CI）を搭載している Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータに
搭載された Second-generation Versatile Interface Processor（VIP2）

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

vi

章

タイトル

内容

第1章

概要

CSA およびその LED ディスプレイについて説明
します。

第2章

インストレーションの準備

安全上の考慮事項、必要な工具、および実際のイ
ンストレーションに先立って行うべき作業につ
いて説明します。

第3章

サービス アダプタの取り外しおよび サポート対象プラットフォームにおける CSA の
取り付け
取り外しおよび取り付け手順を説明します。

第4章

SA-Comp/1 および SA-Comp/4 の設定 サポート対象プラットフォームで CSA を設定す
る手順を説明します。
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関連資料

関連資料
ご使用のルータ、およびその上で実行する Cisco IOS ソフトウェアには、さまざまな機能が統合さ
れています。これらの情報は、以下の資料に記載されています。
•

Cisco IOS ソフトウェア
設定情報およびサポートについては、ご使用のシスコ ハードウェア製品にインストールされて
いるソフトウェアリリースに対応した Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション マニュ
アル セットの、コンフィギュレーション ガイドおよびコマンドリファレンスを参照してくだ
さい。

（注） Cisco IOS ソフトウェアのコンフィギュレーション ガイド、ハードウェアのインスト
レーションおよびメンテナンス マニュアルは、WWW 上の URL、http://www.cisco.com、
http://www.cisco.com/jp、http://www-china.cisco.com、または http://www-europe.cisco.com
から入手することもできます。

•

Cisco 7000 シリーズ ルータ
ハードウェアのインストレーションおよびメンテナンスについては、次のマニュアルを参照し
てください。
− ルータに付属の『Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance』
− 『Second-Generation Versatile Interface Processor (VIP2) Installation and Configuration』
− 『Fourth-Generation Versatile Interface Processor (VIP4) Installation and Configuration』
− 『Versatile Interface Processor (VIP6-80) Installation and Configuration』

•

Cisco 7200 シリーズ ルータ
− ポート アダプタのハードウェアおよびメモリの構成については、『Cisco 7200 Series Port
Adapter Hardware Configuration Guidelines』を参照してください。
− ハードウェアのインストレーションおよびメンテナンス（Cisco AS5800 ユニバーサル アク
セス サーバのルータ シェルフとしての Cisco 7206 を含む）
については、ご使用の Cisco 7200
シリーズ ルータに付属のインストレーション コンフィギュレーション ガイドを参照して
ください。

•

Cisco 7500 シリーズ ルータ
ハードウェアのインストレーションおよびメンテナンスについては、次のマニュアルを参照し
てください。
− ルータに付属の『Cisco 7500 Installation and Configuration』またはクイック スタート ガイド
− 『Second-Generation Versatile Interface Processor (VIP2) Installation and Configuration』
− 『Fourth-Generation Versatile Interface Processor (VIP4) Installation and Configuration』
− 『Versatile Interface Processor (VIP6-80) Installation and Configuration』

•

WAN インターフェイス関連の国際適合規格、安全上の注意事項、および規制情報
− 『Site Preparation and Safety Guide』
− 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7000 Series Routers』
− 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7200 Series Routers』
− 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7500 Series Routers』

•

シスコ製品のマニュアルの閲覧方法、またはマニュアル一般に関する情報の入手方法について
は、次の資料を参照してください。
− 「マニュアルの入手方法」（p.viii）
− 「テクニカル サポート」（p.ix）
− ルータに付属の『Cisco Information Packet』
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はじめに
マニュアルの入手方法

マニュアルの入手方法
ここでは、シスコ製品のマニュアルを入手する方法について説明します。

WWW
WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手できます。
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/jp
各国語版のマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Documentation CD-ROM
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Cisco Documentation CD-ROM パッ
ケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は毎月更新されるので、印刷資料よりも新
しい情報が得られます。この CD-ROM パッケージは、単独または年間契約で入手できます。

マニュアルの発注方法
シスコ製品のマニュアルは、次の方法でご発注いただけます。
•

Cisco.com （Cisco Direct Customer）に登録されている場合、Networking Products MarketPlace か
らシスコ製品のマニュアルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/cgi-bin/order/order_root.pl

•

Cisco.com 登録ユーザの場合、Subscription Store からオンラインで Documentation CD-ROM を発
注できます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/go/marketplace

•

viii

Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。
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テクニカル サポート

テクニカル サポート
シスコシステムズでは、技術上のあらゆる問題の支援窓口として Cisco.com を運営しています。お
客様およびパートナーは、Technical Assistance Center（TAC）Web サイトのオンライン ツールから
オンライン マニュアル、トラブルシューティングに関するヒント、およびコンフィギュレーション
例を入手できます。Cisco.com にご登録済みのお客様は、TAC Web サイトで提供するすべてのテク
ニカル サポート リソースをご利用いただけます。Cisco.com へのご登録については、製品を購入さ
れた代理店へお問い合わせください。

Cisco.com
Cisco.com は、いつでもどこからでも、シスコシステムズの情報、ネットワーキング ソリューショ
ン、サービス、プログラム、およびリソースにアクセスできる対話形式のネットワーク サービスで
す。
Cisco.com は統合インターネット アプリケーションであり、優れた使いやすいツールとして、広範
囲の機能やサービスを通してお客様に次のような利点を提供します。
•

業務の円滑化と生産性の向上

•

オンライン サポートによる技術上の問題の解決

•

ソフトウェア パッケージのダウンロードおよびテスト

•

シスコのトレーニング資料および製品の発注

•

スキル査定、トレーニング、認定プログラムへのオンライン登録

また、Cisco.com に登録することにより、各ユーザに合った情報やサービスをご利用いただくこと
ができます。Cisco.com には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/jp

TAC
シスコの製品、テクノロジー、またはソリューションについて技術的な支援が必要な場合には、TAC
をご利用いただくことができます。TAC では、2 種類のサポートを提供しています。TAC Web サ
イトと TAC Escalation Center です。
TAC への問い合わせは、問題の緊急性に応じて分類されます。
•

プライオリティ レベル 4（P4）― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィ
ギュレーションについて、情報または支援が必要な場合。

•

プライオリティ レベル 3（P3）― ネットワークのパフォーマンスが低下している。ネットワー
クが十分に機能していないが、ほとんどの業務運用を継続できる場合。

•

プライオリティ レベル 2（P2）― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下したため業務に
重大な影響があるにもかかわらず、対応策が見つからない場合。

•

プライオリティ レベル 1（P1）― ネットワークがダウンし、すぐにサービスを回復しなければ
業務に致命的な損害が発生するにもかかわらず、対応策が見つからない場合。

問題のプライオリティおよびサービス契約の内容に応じて、適切な TAC サービスを選択してくだ
さい。
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TAC Web サイト
P3 および P4 レベルの問題については、TAC Web サイトを利用して、お客様ご自身で問題を解決
し、コストと時間を節約することができます。このサイトでは各種のオンライン ツール、ナレッジ
ベース、およびソフトウェアを、いつでも必要なときに利用できます。TAC Web サイトには、次
の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/tac
シスコシステムズとサービス契約を結んでいるお客様、パートナー、リセラーは、TAC Web サイ
トのすべてのテクニカル サポート リソースをご利用いただけます。TAC Web サイトにアクセスす
るには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID
またはパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってくださ
い。
http://www.cisco.com/register/
Cisco.com 登録ユーザは、TAC Web サイトで技術上の問題を解決できなかった場合、TAC Case Open
ツールのオンライン サービスを利用できます。TAC Case Open ツールの URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/tac/caseopen
インターネットでアクセスする場合には、TAC Web サイトで P3 および P4 レベルの情報を参照す
ることを推奨します。

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。
http://www.cisco.com/jp/go/tac
サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。
Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく
ださい。
http://www.cisco.com/jp/register/

TAC Escalation Center
TAC Escalation Center では、P1 および P2 レベルの問題に対応しています。このレベルに分類され
るのは、ネットワークの機能が著しく低下し、業務の運用に重大な影響がある場合です。TAC
Escalation Center にお問い合わせいただいた P1 または P2 の問題には、TAC エンジニアが対応しま
す。
TAC フリーダイヤルの国別電話番号は、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
ご連絡に先立って、お客様が契約しているシスコ サポート サービスがどのレベルの契約となって
いるか（たとえば、SMARTnet、SMARTnet Onsite、または Network Supported Accounts［NSA; ネッ
トワーク サポート アカウント］など）、お客様のネットワーク管理部門にご確認ください。また、
お客様のサービス契約番号およびご使用の製品のシリアル番号をお手元にご用意ください。

x
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概要
この章では、SA-Comp/1 サービス アダプタおよび SA-Comp/4 サービス アダプタ（以下、CSA）に
ついて説明します。具体的な内容は次のとおりです。
•

CSA の概要（p.1-2）

•

データ圧縮の概要（p.1-3）

•

LED（p.1-4）

•

サポート対象プラットフォームにおけるサービス アダプタおよびポート アダプタのスロット
位置（p.1-5）

•

インターフェイス アドレスの識別（p.1-7）
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CSA の概要

CSA の概要
CSA は、Cisco 7200 シリーズ ルータ、および Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ ルー
タに搭載された Second-generation Versatile Interface Processor（VIP2）に、ハードウェア ベースの高
性能なデータ圧縮機能を提供します。次の 2 つの CSA モデルがあります。

（注）

•

SA-Comp/1(=) ― メモリ構成 768 KB で、最大 64 の圧縮コンテキストに対応します（図 1-1 を
参照）。

•

SA-Comp/4(=) ― メモリ構成 3 MB で、最大 256 の圧縮コンテキストに対応します（図 1-2 を参
照）。

圧縮コンテキストは、PPP リンクごとに 1 つ、およびフレーム リレー リンク上の Virtual Circuit
（VC; 仮想回線）ごとに 1 つ存在します。

図 1-1

SA-Comp/1 — 前面プレート表示
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図 1-2

SA-Comp/4 — 前面プレート表示
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CSA の前面プレートには、メディア インターフェイスはありません。CSA は、ホスト シャーシに
搭載されたシリアル ポート アダプタ上のインターフェイスを通過するパケットの圧縮および圧縮
解除を行うことにより、圧縮および圧縮解除に関連するパケット処理の負荷をホスト プロセッサか
ら免除します。

（注）

CSA がサポートするシリアル ポート アダプタについては、
「ソフトウェアおよびハードウェア要
件」
（p.2-2）を参照してください。

CSA は、独立した全二重の圧縮および圧縮解除機能を備えた、同時スタッカ データ圧縮アルゴリ
ズムに対応しています。CSA がサポートしているのは、PPP およびフレーム リレーのカプセル化
だけです。

1-2

SA-Comp/1 & SA-Comp/4 データ コンプレッション サービス アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-3574-02-J

第1章

概要
データ圧縮の概要

（注）

VIP2 は活性挿抜（Online Insertion and Removal; OIR）に対応していますが、個々のポート アダプタ
およびサービス アダプタは活性挿抜対応ではありません。ポート アダプタやサービス アダプタを
交換する場合には、最初にルータから VIP2 を取り外し、そのあと必要に応じてアダプタの交換を
行う必要があります。
Cisco 7200 シリーズ ルータは、すべてのポート アダプタおよびサービス アダプタ タイプの活性挿
抜をサポートしています。

データ圧縮の概要
データ圧縮の基本的な役割は、ネットワーク リンク上で伝送されるデータ フレームの容量を小さ
くすることです。フレームの容量を小さくすると、そのフレームをネットワークで伝送するための
所要時間が短縮されます。データ圧縮を実施するには、伝送リンクの両側に符号化方式を準備しま
す。この符号化方式によって、リンクの送信側でデータ フレームからキャラクタを取り除き、受信
側で正しく置き換えることが可能になります。圧縮されたフレームは帯域幅を少ししか使用しない
ので、単位時間あたりに伝送できるフレーム数が増えます。
インターネットワーキング デバイスで使用される圧縮方式は、ロスレス圧縮アルゴリズムと呼ばれ
ます。これらの方式では、劣化も損失もなく、正確に元のビット ストリームが再生されます。ネッ
トワーク経由でデータを転送するルータなどのデバイスには、このような機能が必要です。イン
ターネットワーキング デバイスで最もよく使用される圧縮アルゴリズムは、スタッカ圧縮アルゴリ
ズムおよびプレディクタ データ圧縮アルゴリズムの 2 つです。
スタッカ圧縮は、Lempel-Ziv 圧縮アルゴリズムに基づいて、STAC Electronics 社によって開発され
ました。スタッカ アルゴリズムは、連続するキャラクタのストリームをコードで置き換える、符号
化辞書を使用します。コードによって表されるシンボルは、辞書形式のリストとしてメモリに保存
されます。コードと元のシンボルとの関係は、データの種類によって異なるので、このアプローチ
はデータの違いに柔軟に対応します。LAN データの場合、このようなフレキシビリティは特に重要
です。多くの異なるアプリケーションが同時に WAN 上で伝送される可能性があるからです。さら
に、データの変化に応じて辞書を変えることにより、さまざまなトラフィックのニーズに対応でき
ます。
プレディクタ圧縮は、Novell 社によって開発されました。プレディクタ圧縮アルゴリズムは、圧縮
辞書でインデックスを使用してキャラクタ シーケンスを検索することにより、データ ストリーム
で次に現れるキャラクタ シーケンスを予測します。その後、データ ストリーム内の次のシーケン
スを調べ、予測と一致しているかどうかを確認します。一致していれば、そのシーケンスが辞書に
登録されている検索シーケンスと置き換えられます。一致しない場合、アルゴリズムはインデック
スで次のキャラクタ シーケンスを探し、同じプロセスを繰り返します。インデックスは、入力スト
リームから最も新しいキャラクタ シーケンスをいくつかハッシュすることにより、自動的に更新さ
れます。
シスコ製のインターネットワーキング デバイスでは、スタッカおよびプレディクタ データ圧縮ア
ルゴリズムが採用されています。CSA がサポートするのは、スタッカ アルゴリズムだけです。

SA-Comp/1 & SA-Comp/4 データ コンプレッション サービス アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-3574-02-J

1-3

第1章

概要

LED

LED
CSA には、すべてのサービス アダプタに標準装備されている ENABLED LED と、ACTIVE LED お
よび ERROR LED があります。システムの初期化後、CSA が動作できる状態になると、ENABLED
LED が点灯します（各 LED は図 1-3 を参照してください）。

CSA の LED（前面プレートの一部）
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図 1-3

ENABLED LED が点灯するには、次の条件が満たされていなければなりません。
•

データ圧縮インターフェイスがバックプレーンに正しく接続され、電力を供給されているこ
と。

•

CSA を装備した VIP2 に、有効なバージョンのマイクロコードが正常にダウンロードされてお
り、CSA を装備した VIP2 をバスが認識していること。

これらの条件のどちらかが満たされない場合、またはその他の理由によってルータが初期化に失敗
した場合には、ENABLED LED は点灯しません。
CSA の LED およびその意味は、次のとおりです。
表 1-1

1-4

CSA の LED

LED ラベル

カラー

状態

機能

ENABLED

グリーン

点灯

圧縮サービス アダプタは動作できる状態です。

ACTIVE

グリーン

点灯

CSA がアクティブであり、データを処理する準備が
整ったことを表します。サービス アダプタの起動プロ
セスが完了したときに、この LED が点灯します。正
常なシステム動作時は、この LED は消灯しています。

ERROR

オレンジ

点灯

エラーが検出されたことを表します。この LED が点
灯を続ける場合、エラーによって正確な圧縮が不可能
になる可能性があります。エラー コードがソフトウェ
アによって生成されます。正常なシステム動作時は、
この LED は消灯しています。
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サポート対象プラットフォームにおけるサービスアダプタおよびポート
アダプタのスロット位置
Cisco 7200 シリーズ ルータのスロット番号
図 1-4 に、ポート アダプタを搭載した Cisco 7206 を示します。Cisco 7206（Cisco AS5800 ユニバー
サル アクセス サーバのルータ シェルフとしての Cisco 7206 を含む）では、左下の位置がポート ア
ダプタ スロット 1、右上の位置がポート アダプタ スロット 6 です（ここでは Cisco 7204 は示しま
せんが、空いている任意のポート アダプタ スロットに SA-Comp/1 および SA/Comp/4 を搭載できま
す）。

（注）

I/O コントローラには、ファスト イーサネット ポート付きのタイプと、ファスト イーサネット ポー
トのないタイプがあります。Cisco 7204 および Cisco 7206 には、どちらの I/O コントローラ タイプ
をインストールすることもできます。

（注）

Cisco 7202、Cisco 7204VXR、および Cisco 7206VXR は、CSA をサポートしていません。CSA の要
件については、「ソフトウェアおよびハードウェア要件」（p.2-2）を参照してください。

図 1-4

Cisco 7206 のポート アダプタ スロット
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VIP2 のスロット番号
図 1-5 に、ポート アダプタまたはサービス アダプタを搭載した VIP マザーボードの一部分を示し
ます。マザーボードを図 1-5 の方向に置いた場合、左のポート アダプタはポート アダプタ スロッ
ト 0、右のポート アダプタはポート アダプタ スロット 1 に搭載されています。スロット番号は常
に 0 および 1 です。

図 1-5

2 つのポート アダプタを搭載した VIP マザーボード — 水平方向

0

29328

1

（注）

Cisco 7000、Cisco 7507、および Cisco 7513 シャーシでは、VIP マザーボードは垂直方向に取り付け
られています。Cisco 7010 および Cisco 7505 シャーシでは、VIP マザーボードは水平方向に取り付
けられています。

図 1-6

インターフェイス スロット番号 — Cisco 7505 の場合
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インターフェイス アドレスの識別
ここでは、サポート対象プラットフォームにおける SA-Comp/1 および SA-Comp/4 のインターフェ
イス アドレスの識別方法について説明します。インターフェイス アドレスは、ルータまたはスイッ
チにおける各インターフェイスの実際の物理的な位置を表します。
ルータに搭載した SA-Comp/1 および SA-Comp/4 上のインターフェイスは、他のポート アダプタの
取り付けまたは取り外しに関係なく、同じアドレスを保ちます。ただし、別のスロットにポート ア
ダプタを移すと、新しいポート アダプタ スロット番号を反映して、インターフェイス アドレスの
最初の数字が変わります。
VIP2 に搭載した SA-Comp/1 および SA-Comp/4 上のインターフェイスは、他のインターフェイス プ
ロセッサの取り付けまたは取り外しに関係なく、同じアドレスを保ちます。ただし、別のスロット
に VIP2 を移すと、新しいインターフェイス プロセッサ スロットを反映して、インターフェイス プ
ロセッサ スロット番号が変わります。

（注）

インターフェイス ポートは、左から右に 0 から順に番号が振られています。

表 1-2 に、インターフェイス アドレスの識別方法を示します。
表 1-2

インターフェイス アドレスの識別

インターフェイス アドレスの
フォーマット

プラットフォーム
Cisco 7200 シリーズ ルータ

ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号

番号

構文

ポ ー ト ア ダ プ タ ス ロ ッ ト ― 0 〜 6 1/0
（ルータのスロット数による）1
インターフェイス ポート ― 0 〜 7

Cisco 7000 シ リ ー ズ ま た は インターフェイス プロセッサ スロッ インターフェイス プロセッサ スロッ 3/1/0
Cisco 7500 シリーズ ルータ ト番号 / ポート アダプタ スロット番号 ト ― 0 〜 12（ルータのスロット数によ
に搭載の VIP2
/ インターフェイス ポート番号
る）
ポート アダプタ スロット ― 常に 0
または 1
インターフェイス ポート ― 0 〜 7
1. ポート アダプタ スロット 0 は、I/O コントローラ（使用時）のファスト イーサネット ポート用に予約されています。

Cisco 7200 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス
ここでは、Cisco 7200 シリーズ ルータにおける SA-Comp/1 および SA-Comp/4 のインターフェイス
アドレスの識別方法について説明します。インターフェイス アドレスは、2 つの数字で構成され、
フォーマットはポート アダプタ スロット番号 / インターフェイス ポート番号です。インターフェ
イス アドレスのフォーマットについては、表 1-2 を参照してください。
Cisco 7200 シリーズ ルータでは、ポート アダプタ スロットは左下から右上への順序で番号が付け
られています。番号はポート アダプタ スロット 1 から始まり、Cisco 7202 の場合はポート アダプ
タ スロット 2、Cisco 7204 の場合はスロット 4、Cisco 7206 の場合はスロット 6 までです（ポート
アダプタ スロット 0 は、I/O コントローラ［使用時］のファスト イーサネット ポート用です）。
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ポート アダプタ スロット 1 に搭載した SA-Comp/1 または SA-Comp/4 のインターフェイス アドレ
スは、1/0 〜 1/7 です（ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス 0 〜 7）。ポート アダプタ ス
ロット 4 に SA-Comp/1 または SA-Comp/4 を搭載した場合には、同じインターフェイスが 4/0 〜 4/7
というアドレスになります（ポート アダプタ スロット 4、インターフェイス 0 〜 7）。

VIP2 のインターフェイス アドレス
ここでは、Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ ルータに搭載の VIP2 上での SA-Comp/1
および SA-Comp/4 のインターフェイス アドレスの識別方法について説明します。

（注）

Cisco 7202、Cisco 7204VXR、および Cisco 7206VXR は、CSA をサポートしていません。CSA の要
件については、「ソフトウェアおよびハードウェア要件」（p.2-2）を参照してください。

（注）

プロセッサ スロットは、7 スロットの Cisco 7000 および Cisco 7507、13 スロットの Cisco 7513 およ
び Cisco 7576 では垂直方向であり、
5 スロットの Cisco 7010 および Cisco 7505 では水平方向ですが、
スロットおよびポートの番号の付け方は、Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズのすべて
のルータで共通です。

（注）

I/O コントローラには、ファスト イーサネット ポート付きのタイプと、ファスト イーサネット ポー
トのないタイプがあります。どちらのタイプの I/O コントローラでも、すべての Cisco 7200 シリー
ズ ルータに搭載できます。ただし、Cisco 7202 にファスト イーサネット ポート付きの I/O コント
ローラを搭載すると、このポートはシステム ソフトウェアによって自動的にディセーブルになり
ます。

インターフェイス アドレスのフォーマットについては、表 1-2 を参照してください。インターフェ
イス アドレスは 3 つの数字で構成され、フォーマットはインターフェイス プロセッサ スロット番
号 / ポート アダプタ スロット番号 / インターフェイス ポート番号です。
インターフェイス プロセッサ スロット 3 に VIP2 を搭載している場合、SA-Comp/1 および SA-Comp/4
のインターフェイス アドレスは、3/1/0 〜 3/1/7 です（インターフェイス プロセッサ スロット 3、
ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス 0 〜 7）。VIP2 のポート アダプタ スロット 0 にポー
ト アダプタを搭載した場合には、同じインターフェイスのアドレスは、3/0/0 〜 3/0/7 という番号に
なります。

（注）

1-8

インターフェイス プロセッサ スロット 3 から SA-Comp/1 および SA-Comp/4 を搭載した VIP2（図
1-6 を参照）を取り外し、その VIP2 をインターフェイス プロセッサ スロット 2 に取り付けると、
インターフェイス アドレスは 2/1/0 〜 2/1/7 になります。
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インストレーションの準備
この章では、CSA の取り付けに関連する一般的な機器の取り扱い上の注意事項、安全上の推奨事
項、および必要な準備について説明します。この章の内容は、次のとおりです。
•

必要な工具および機器（p.2-1）

•

ソフトウェアおよびハードウェア要件（p.2-2）

•

ハードウェアおよびソフトウェアの互換性の確認（p.2-3）

•

安全に関する注意事項（p.2-4）

•

FCC クラス A 規格への準拠（p.2-6）

必要な工具および機器
ポート アダプタを取り付けるには、次の工具および部品が必要です。追加で必要な機器がある場合
は、製品を購入した代理店まで発注方法をお問い合わせください。
•

SA-Comp/1(=) または SA-Comp/4(=) サービス アダプタ

•

Second-generation Versatile Interface Processor（VIP2）
（Cisco 7000 シリーズまたは Cisco 7500 シ
リーズのシャーシに搭載する場合のみ）。SA-Comp/1 および SA-Comp/4 をサポートする具体的
な VIP2 モデルについては、「ソフトウェアおよびハードウェア要件」（p.2-2）を参照してくだ
さい。

•

VIP2 の隣接するポート アダプタ スロットに搭載されるシリアル ポート アダプタ

•

No.1 プラス ドライバおよび 3/16 インチ マイナス ドライバ（VIP2 を搭載する場合のみ）

•

手持ちの静電気防止用器具、またはすべてのアップグレード キット、Field-Replaceable Unit
（FRU; 現場交換可能ユニット）、およびスペア品に付属している使い捨ての静電気防止用リス
ト ストラップ

•

静電気防止用マット

•

静電気防止用容器
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ソフトウェアおよびハードウェア要件

ソフトウェアおよびハードウェア要件
表 2-1 に、SA-Comp/1 または SA-Comp/4 をサポート対象ルータまたはスイッチ プラットフォーム
上で使用するために最低限必要な Cisco IOS ソフトウェア リリースを示します。
表 2-1

CSA のソフトウェア要件

プラットフォーム

推奨する最低限の Cisco IOS リリース

Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ

•

VIP2-40(=) を使用する場合

Cisco IOS Release 11.1(6)CA 以降の Cisco IOS Release 11.1 CA リリース

•

VIP2-50(=) を使用する場合

Cisco IOS Release 11.1(14)CA 以降の Cisco IOS Release 11.1 CA リリース

Cisco 7200 シリーズ

•

Cisco 7204 および Cisco 7206

Cisco IOS Release 11.1(6)CA 以降の Cisco IOS Release 11.1 CA リリース1
Cisco IOS Release 12.2(4)B 以降の Cisco IOS Release 12.2 B リリース

1. Cisco 7204 または Cisco 7206 で複数の CSA をサポートするには、ルータが Cisco IOS Release 11.1(8)CA1 以降で稼働している必要があります。

（注）

CSA が PPP 圧縮をサポートするには、ホスト ルータが Cisco IOS Release 11.1(6)CA 以降で稼働して
いる必要があります。フレーム リレー圧縮をサポートするには、ホスト ルータが Cisco IOS Release
11.3 ED 以降で稼働している必要があります。
CSA は、PA-4T+ ポート アダプタでは PPP 圧縮およびフレーム リレー圧縮をサポートします。
PA-4T では、PPP 圧縮だけをサポートします。

（注）

Cisco 7200 VXR ルータ（Cisco 7204VXR および Cisco 7206VXR）または Cisco 7202 では、CSA はサ
ポートされません。Cisco 7200 VXR ルータに CSA を搭載すると、次のいずれかのエラー メッセー
ジが表示されます。
PA-3-NOTSUPPORTED: PA in slot1 (Compression engine 3M) is not supported on this chassis
PA-3-NOTSUPPORTED: PA in slot1 (Compression engine 768K) is not supported on this chassis

CSA は、RSP7000 および RSP7000CI を搭載したすべての Cisco 7500 シリーズ ルータおよび Cisco
7000 シリーズ ルータ上の VIP2 で使用できます。
CSA を使用するために最低限必要な VIP2 モデルは、VIP2-40(=) です。この VIP2 には、2 MB の
SRAM および 32 MB の DRAM が組み込まれています。CSA は、VIP2-50(=) でも使用できます。こ
の VIP2 には、4 〜 8 MB の SRAM および 32 〜 128 MB の SDRAM が組み込まれています。

（注）

CSA は、VIP2 マザーボードのポート アダプタ スロット 0 または 1 に搭載できます。ただし、CSA
が圧縮および圧縮解除するのは、隣接する VIP2 ポート アダプタ スロットに搭載されたシリアル
ポート アダプタ上のインターフェイスを通過するデータだけです。
CSA は、Cisco 7200 シリーズ シャーシの任意の空いているポート アダプタ スロットに搭載するこ
とができ、他の任意のポート アダプタ スロットに搭載されたシリアル ポート アダプタ上のイン
ターフェイスでの圧縮および圧縮解除を行います。Cisco 7000 シリーズ、7200 シリーズ、および
7500 シリーズ ルータには、複数の CSA を搭載できます。

2-2
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CSA が圧縮および圧縮解除をサポートするのは、ピーク回線速度が 16 Mbps 以下に設定された同期
シリアル インターフェイスを通過するデータに限られます。

（注）

CSA を使用して、任意の同期シリアル インターフェイスを通過するデータを圧縮および圧縮解除
することができます。ただし、そのシリアル インターフェイスは 16 Mbps 以下の速度でデータを
送受信するように設定されている必要があります。たとえば、インターフェイスのピーク回線速度
が 16 Mbps 以下に設定されていれば、CSA は高速シリアル インターフェイス（HSSI など）に対応
します。

Cisco 7200 シリーズに搭載したポート アダプタの設定時の注意事項については、
『Cisco 7200 Series
Port Adapter Hardware Configuration Guidelines』を参照してください。

ハードウェアおよびソフトウェアの互換性の確認
ご使用のルータに搭載されているハードウェアについて Cisco IOS ソフトウェアの最小ソフトウェ
ア要件を確認するために、シスコは Cisco.com で Software Advisor ツールを提供しています。この
ツールは、システム内のモジュール間の互換性を確認するものではなく、個々のハードウェア モ
ジュールまたはコンポーネントの最小 IOS 要件を確認するものです。

（注）

このツールへのアクセスは、Cisco.com のログイン アカウントを持つユーザに制限されます。

ブラウザに次の URL を直接入力して、ツールにアクセスすることもできます。
http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/CompNav/Index.pl
製品ファミリを選択するか、個別の製品番号を入力して、ご使用のハードウェアでサポートされる
ソフトウェア リリースの最小要件を検索してください。
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安全に関する注意事項
ここでは、電気機器または電話回線に接続する機器を取り扱う際に従うべき安全上の注意事項を示
します。

安全上の警告
誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警
告文に、警告を表す記号が記されています。

警告

「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。

電気機器を扱う際の注意事項
電気機器を取り扱う際には、次の基本的な注意事項に従ってください。
•

シャーシ内部の作業を行う前に、室内の緊急電源遮断スイッチがどこにあるかを確認しておき
ます。

•

シャーシを移動するときは、事前にすべての電源コードおよび外付けケーブルを取り外してく
ださい。危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

•

回路の電源が切断されていると思い込まず、必ず確認してください。

•

人体や装置に危険なことは行わないでください。濡れた床、アースされていない電源延長コー
ド、保護アースの不備などがないかどうか、作業場所の安全を十分に確認してください。

電話回線を扱う場合の注意
電話回線またはその他のネットワーク ケーブルに接続する機器を取り扱う際は、次の注意事項に
従ってください。
•

雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。

•

防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。

•

電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない
電話ケーブルや端子には、触れないでください。

•

電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。

静電破壊の防止
ESD により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。静電破壊は電子部品の
取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらします。ポート アダプタおよ
びプロセッサ モジュールは、いずれも金属製フレームに固定されたプリント基板で構成されていま
す。EMI（電磁波干渉）シールドおよびコネクタは、フレームを構成する部品です。基板は金属製
フレームによって ESD から保護されていますが、モジュールを取り扱うときは、そのつど静電気
防止用ストラップを着用してください。
静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

2-4

•

静電気防止用リスト ストラップまたはアンクル ストラップを肌に密着させて着用してくださ
い。

•

ストラップの機器側を、シャーシの塗装されていない金属面に取り付けます。
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注意

•

コンポーネントを取り付ける際は、イジェクト レバーまたは非脱落型ネジを必ず使用して、バ
ス コネクタをバックプレーンまたはミッドプレーンに正しく装着してください。これらの機構
はコンポーネントの脱落を防ぐだけではなく、システムに適切なアースを提供し、バックプ
レーンにバス コネクタを確実に固定させるために必要です。

•

コンポーネントを取り外す際は、イジェクト レバーまたは非脱落型ネジを必ず使用して、バス
コネクタをバックプレーンまたはミッドプレーンから切り離してください。

•

フレームを取り扱う際は、ハンドルまたはエッジ部分だけを持つようにしてください。プリン
ト基板またはコネクタには手を触れないでください。

•

取り外したコンポーネントは、基板側を上向きにして、静電気防止用シートに置くか、静電気
防止用容器に収めます。コンポーネントを返却する場合は、取り外した基板をただちに静電気
防止用容器に入れてください。

•

プリント基板と衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは身体の静電気
からコンポーネントを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあり
ます。

•

金属製フレームからプリント基板を取り外さないでください。

安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 〜
10 M Ω でなければなりません。
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FCC クラス A 規格への準拠
この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制
限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉
を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または
放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかっ
た場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、
干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要
があります。
装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がな
くなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機器が干渉の原因になっていると考えられま
す。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてく
ださい。

（注）
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•

干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

•

テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

•

テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

•

テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたは
ラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御されるようにします）。

SA-Comp/1 および SA-Comp/4 サービス アダプタは、これらの要件を満たすように設計されていま
す。この製品に対してシスコシステムズが認めていない改造を行った場合には、各種認定が無効に
なり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。
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サービス アダプタの取り外しおよび
取り付け
この章では、サポート対象プラットフォームから CSA を取り外す手順と、新規または交換用サー
ビス アダプタを取り付ける手順について説明します。この章の内容は、次のとおりです。
•

サービス アダプタの取り扱い（p.3-2）

•

活性挿抜（p.3-2）

•

警告および注意事項（p.3-4）

•

サービス アダプタの取り外しおよび取り付け（p.3-5）

ポート アダプタの各基板は、金属製フレームに固定されており、ESD（静電気放電）による損傷を
受けやすい部品です。

（注）

注意

ポート アダプタ スロットを使用しない場合は、空のスロットに必ずブランク ポート アダプタを取
り付けてください。これは、ルータまたはスイッチを EMI（電磁波干渉）要件に適合させ、ポート
アダプタ内部に適切な通気を保つために必要です。使用していないスロットに新しいポート アダ
プタを取り付ける場合には、最初にブランク ポート アダプタを取り外す必要があります。

ルータの電源をオフにした場合、30 秒以上経過してから再び電源を入れます。
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サービス アダプタの取り扱い
注意

ポート アダプタまたはサービス アダプタを取り扱う際は、必ずフレームの端の部分およびハンド
ルを持つようにしてください。ポート アダプタのコンポーネントまたはコネクタ ピンには手を触
れないでください（図 3-1 を参照）。

サービス アダプタの取り扱い

H6420

図 3-1

活性挿抜
いくつかのプラットフォームでは、ポート アダプタの活性挿抜（Online Insertion and Removal; OIR）
がサポートされています。したがって、Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco 7200 シリーズ ルータ、
または Cisco uBR7200 シリーズ ルータに搭載された CSA の取り外しまたは交換を行う場合には、
ルータの電源を切る必要はありません。
VIP2 は活性挿抜に対応していますが、個々のサービス アダプタおよびポート アダプタは活性挿抜
対応ではありません。サービス アダプタおよびポート アダプタを交換する場合には、最初にシャー
シから VIP2 を取り外し、そのあと必要に応じてサービス アダプタまたはポート アダプタの取り付
けまたは交換を行う必要があります。新しいサービス アダプタまたはポート アダプタを取り付け
る VIP2 にブランク ポート アダプタが取り付けられている場合には、最初にシャーシから VIP2 を
取り外し、そのあとブランク ポート アダプタを取り外す必要があります。

注意

システムに問題が発生しないようにするため、システムが稼働しているときは、VIP2 マザーボー
ドからサービス アダプタまたはポート アダプタを取り外したり、マザーボードに他のサービス ア
ダプタまたはポート アダプタを取り付けたりしないでください。サービス アダプタまたはポート
アダプタを取り付ける場合は、最初に VIP2 をインターフェイス プロセッサ スロットから取り外
してください。

アクティブなトラフィックが流れているポート アダプタを取り外す前に、システムをシャットダウ
ンすることを推奨します。トラフィックがポート上を流れている間にモジュールを取り外すと、シ
ステム障害の原因となります。モジュールを挿入すると、ポートは再びアップに戻ります。

3-2
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（注）

ルータまたはスイッチからモジュールを取り外すと、活性挿抜によって、モジュールのアクティブ
なインターフェイスがすべて管理上のシャットダウン状態になります。

活性挿抜により、ルータが稼働した状態でモジュールの取り付けおよび取り外しが行えます。ソフ
トウェアに通知したりシステム電源をシャットダウンしたりする必要はありませんが、モジュール
取り外しの間に、そのモジュール上をトラフィックが流れないようにしなければなりません。活性
挿抜は、ネットワーク上のエンドユーザに影響を与えず、すべてのルーティング情報を保持しなが
ら、セッションを維持します。
次に、活性挿抜の基本的な機能について説明します。サポート対象プラットフォームにおける特定
のモジュールの取り付けおよび取り外し手順については、「サービス アダプタの取り外しおよび取
り付け」
（p.3-5）を参照してください。
各モジュールには、ルータ接続用のバス コネクタが 1 つあります。コネクタには、3 種類の長さの
階段状のピンがあり、モジュールに接続すると、システムに固有の信号を送信します。システムで
は、受信信号およびその受信順序を確認して、モジュールがシステムから取り外されたのか、また
は取り付けられたのかを判断します。システムは、これらの信号から、新しいインターフェイスを
再度初期化するか、または取り外されたインターフェイスをシャットダウンするかを判断します。
たとえば、モジュールを取り付ける場合、一番長いピンが最初にモジュールに接触して、一番短い
ピンが最後に接触します。システムは、この信号および受信順序を認識します。
モジュールの取り外しまたは取り付け時に、ピンが信号を送信して、システムに変更を通知します。
これにより、ルータが次の手順を実行します。
1. システムを迅速にスキャンして、設定変更を確認します。
2. 新しく取り付けられたポート アダプタを初期化するか、または空のインターフェイスを管理上
のシャットダウンにします。
3. 以前設定されていたモジュール上のインターフェイスを、すべて以前の状態に戻します。新し
く取り付けられたインターフェイスは、起動時に未設定ではあるが存在していたものとして、
管理上のシャットダウン状態にされます。同じタイプのモジュールをスロットに再度取り付け
た場合、モジュールのポートは、当初取り付けられていた同じタイプのモジュールのポートの
数まで設定され、オンラインになります。

（注）

取り付け作業を開始する前に、第 2 章「インストレーションの準備」を読み、取り付けに必要な部
品および工具を確認してください。
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警告および注意事項

警告および注意事項
サービス アダプタまたはポート アダプタの取り付けまたは取り外しを行う際は、次の警告および
注意事項に従ってください。

注意

（注）

3-4

必要なケーブルをすべて接続してから、サービス アダプタまたはポート アダプタをスロットに完
全に差し込むようにしてください。そうしないと、ルータまたはスイッチの正常な動作が妨げられ
ます。

サービス アダプタまたはポート アダプタのレバーなどの固定機構をロック位置まで動かせない場
合、そのサービス アダプタまたはポート アダプタはミッドプレーンに完全に装着されていません。
このような場合、サービス アダプタまたはポート アダプタを慎重にスロットから半分ほど引き出
し、再び挿入してから、レバーなどの機構をロック位置まで動かしてください。

注意

ポート アダプタ スロットの上下エッジ間でフレームが引っ掛からないようにするため、また、サー
ビス アダプタまたはポート アダプタの背面にあるエッジ コネクタがポート アダプタ スロット奥
のコネクタと正しくかみ合うようにするため、以下に示す図中の拡大図を参照して、フレームの位
置を正しく合わせてください。

警告

作業中は、カードの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。プラットフォームによっては、リスト ストラップを取り付けるための ESD コネクタが付いて
います。ミッドプレーンまたはバックプレーンに手または金属製の工具で直接触れないように注意
してください。感電事故のおそれがあります。
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サービス アダプタの取り外しおよび取り付け
ここでは、サービス アダプタの取り外しおよび取り付け手順を一連の図で説明します。次の図を示
します。

（注）

•

Cisco 7200 シリーズ — サービス アダプタの取り外しおよび取り付け（p.3-5）

•

VIP2 — サービス アダプタの取り外しおよび取り付け（p.3-6）

CSA は、VIP2 マザーボードのポート アダプタ スロット 0 または 1 に搭載できます。ただし、CSA
が圧縮および圧縮解除するのは、隣接する VIP2 ポート アダプタ スロットに搭載されたシリアル
ポート アダプタ上のインターフェイスを通過するデータだけです。
CSA は、Cisco 7200 シリーズ シャーシの任意の空いているポート アダプタ スロットに搭載するこ
とができ、他の任意のポート アダプタ スロットに搭載されたシリアル ポート アダプタ上のイン
ターフェイスでの圧縮および圧縮解除を行います。Cisco 7000 シリーズ、7200 シリーズ、および
7500 シリーズ ルータには、複数の CSA を搭載できます。

Cisco 7200 シリーズ — サービス アダプタの取り外しおよび取り付け
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VIP2 — サービス アダプタの取り外しおよび取り付け
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SA-Comp/1 および SA-Comp/4 の設定
SA-Comp/1 および SA-Comp/4 サービス アダプタのインストレーションでは、次の作業として、圧
縮インターフェイスを設定する必要があります。この章で説明する手順は、すべてのサポート対象
プラットフォームに当てはまります。プラットフォーム間での（Cisco IOS ソフトウェア コマンド
の）わずかな相違については、そのつど説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

EXEC コマンド インタープリタの使用（p.4-2）

•

インターフェイスの設定（p.4-3）

•

設定の確認（p.4-14）
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EXEC コマンド インタープリタの使用

EXEC コマンド インタープリタの使用
ルータの設定を変更するには、EXEC（別名イネーブル モード）と呼ばれるソフトウェア コマンド
インタープリタを使用します。最初に enable コマンドを使用して EXEC コマンド インタープリタ
の特権レベルを開始してから、configure コマンドを使用して、新規インターフェイスの設定または
既存インターフェイスの設定変更を行う必要があります。パスワードが設定されている場合は、パ
スワードの入力を要求するプロンプトが表示されます。
特権レベルでは、システム プロンプトの最後がかぎカッコ（>）ではなくポンド記号（#）になりま
す。コンソール端末から、次の手順で特権レベルを開始します。

ステップ 1

ユーザ レベルの EXEC プロンプトに、enable コマンドを入力します。EXEC により、特権レベルの
パスワードが要求されます。
Router> enable
Password:

ステップ 2

パスワードを入力します（パスワードには大文字と小文字の区別があります）。パスワードはセキュ
リティ上の理由から表示されません。
正しいパスワードを入力すると、特権レベルのシステム プロンプト（#）が表示されます。
Router#

新規のインターフェイスを設定する場合は、
「インターフェイスの設定」
（p.4-3）に進んでください。

4-2
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インターフェイスの設定
新しい SA-Comp/1 または SA-Comp/4 が正しく取り付けられている（ENABLED LED が点灯する）
ことを確認したあと、特権レベルの configure コマンドを使用して、新規のインターフェイスを設
定します。

（注）

SA-Comp/1 または SA-Comp/4 と併用するシリアル ポート アダプタを設定します。SA-Comp/1 また
は SA-Comp/4 は設定変更ができません。ここで説明する内容は、SA-Comp/1 または SA-Comp/4 と
併用するシリアル ポート アダプタに関するものです。

次の情報を準備しておきます。
•

新規の各インターフェイスで使用するルーティング プロトコル

•

IP アドレス（インターフェイスに IP ルーティングを設定する場合）

•

使用するブリッジング プロトコル

SA-Comp/1 または SA-Comp/4 を新しく搭載した場合、または既存インターフェイスの設定を変更
する場合には、コンフィギュレーション モードを開始してインターフェイスを設定する必要があり
ます。すでに設定済みの SA-Comp/1 または SA-Comp/4 を取り付けた場合には、自動的に新しいイ
ンターフェイスが認識され、各インターフェイスが既存の設定でアップになります。
使用できるコンフィギュレーション オプション、および SA-Comp/1 または SA-Comp/4 上のイン
ターフェイスを設定する方法については、
「関連資料」
（p.vii）に記載されている適切なコンフィギュ
レーション マニュアルを参照してください。
EXEC コマンド インタープリタの特権レベルからコンフィギュレーション コマンドを実行します
（通常、パスワードが必要です）。必要に応じてシステム管理者にパスワードを問い合わせてくださ
い（EXEC の特権レベルについては、
「EXEC コマンド インタープリタの使用」[p.4-2] を参照して
ください）
。
ここで説明する内容は次のとおりです。
•

インターフェイスのシャットダウン（p.4-3）

•

基本設定の実行（p.4-5）

•

圧縮に関するインターフェイス設定（p.4-7）

インターフェイスのシャットダウン
交換する予定のないインターフェイスを削除する場合や、サービス アダプタを交換する場合には、
事前に shutdown コマンドを使用してインターフェイスをシャットダウンする（ディセーブルにす
る）ことにより、新規または設定変更したインターフェイス プロセッサを取り付けたときに異常が
発生しないようにします。インターフェイスをシャットダウンすると、そのインターフェイスは
show コマンドの出力では administratively down と表示されます。
次の手順で、インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 1

EXEC コマンド インタープリタの特権レベル（別名イネーブル モード）を開始します（方法は、
「EXEC コマンド インタープリタの使用」[p.4-2] を参照してください）。
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ステップ 2

特権レベル プロンプトから、次のように、コンフィギュレーション サブコマンドの送信元として
コンソール端末を指定し、コンフィギュレーション モードを開始します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 3

interface serial サブコマンド（その後ろにインターフェイス アドレス）を入力します。続いて、
shutdown コマンドを入力してインターフェイスをシャットダウンします。表 4-1 に、このコマンド
の構文を示します。
作業が終わったら、Ctrl-Z を押す（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）か、end または exit と入
力して、コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマンド インタープリタに戻ります。

表 4-1

shutdown コマンドの構文

プラットフォーム

コマンド

例

Cisco 7200 シリーズ ルータ

interface、続いて type（serial）およ 次の例では、ポート アダプタ スロット 6 に搭載
び slot/port（ポート アダプタ スロッ したポート アダプタ上のインターフェイス 0 お
ト番号 / インターフェイス ポート番 よび 1 を指定しています。
号）
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Ctrl-Z
Router#

Cisco 7000 シリーズまたは
Cisco 7500 シリーズ ルータに
搭載の VIP2

（注）

ステップ 4

interface、続いて type（serial）およ
び slot/port adapter/port（イ ン タ ー
フェイス プロセッサ スロット番号
/ ポート アダプタ スロット番号 / イ
ンターフェイス ポート番号）

interface serial 6/0
shutdown
interface serial 6/1
shutdown

次の例では、インターフェイス プロセッサ ス
ロット 1 に搭載した VIP2 のポート アダプタ ス
ロット 1 にあるポート アダプタ上のインター
フェイス 0 を指定しています。
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Ctrl-Z
Router#

interface serial 1/1/1
shutdown
interface serial 1/1/0
shutdown

その他にもシャットダウンするインターフェイスがある場合は、ポート アダプタ上のイン
ターフェイスごとに、interface serial コマンド（およびインターフェイス アドレス）を入
力します。インターフェイスをイネーブルにするには、no shutdown コマンドを使用します。

新しい設定を NVRAM に保存します。
Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

設定が NVRAM に保存されると、OK メッセージが表示されます。
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ステップ 5

表 4-2

新しいインターフェイスについて show interfaces コマンド（その後ろにインターフェイス タイプお
よびインターフェイス アドレス）を使用して、そのインターフェイスが正しい状態（シャットダウ
ン）になっているかどうかを確認します。表 4-2 に例を示します。

show interfaces コマンドの例

プラットフォーム

コマンド

例

Cisco 7200 シリーズ ルータ

show interfaces serial、続いて
次の例では、ポート アダプタ スロット 6 に搭載
slot/port（ポート アダプタ スロット したポート アダプタ上のインターフェイス 0 を
番号 / インターフェイス ポート番 指定しています。
号）
Router# show interfaces serial 6/0

Serial 6/0 is administratively down, line
protocol is down

（テキスト出力は省略）

Cisco 7000 シリーズまたは
Cisco 7500 シリーズ ルータに
搭載の VIP2

show interfaces serial、続いて
slot/port adapter/port（インターフェ
イス プロセッサ スロット番号 /
ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号）

次の例では、インターフェイス プロセッサ ス
ロット 1 に搭載した VIP2 のポート アダプタ ス
ロット 1 にあるポート アダプタ上のインター
フェイス 0 を指定しています。
Router# show interfaces serial 1/1/0
Serial 1/1/0 is administratively down,
line protocol is down

（テキスト出力は省略）

ステップ 6

次の手順で、インターフェイスを再びイネーブルにします。
a. ステップ 3 を繰り返して、インターフェイスを再びイネーブルにします。ただし、shutdown コ
マンドの代わりに no shutdown コマンドを使用します。
b. ステップ 4 を繰り返して、新しい設定をメモリに保存します。
copy running-config startup-config コマンドを使用します。
c. ステップ 5 を繰り返して、インターフェイスが正しい状態になっていることを確認します。
show interfaces コマンド、続いてインターフェイス タイプおよびインターフェイス アドレスを
指定します。

ソフトウェア コンフィギュレーション コマンドの詳細については、
「関連資料」
（p.vii）に記載され
ているマニュアルを参照してください。

基本設定の実行
次に、基本設定の手順を説明します。ここでは、インターフェイスをイネーブルにし、IP ルーティ
ングを指定します。システム コンフィギュレーションの要件およびインターフェイスで使用する
ルーティング プロトコルに応じて、その他のコンフィギュレーション サブコマンドを入力しなけ
ればならない場合があります。圧縮インターフェイスに使用できるコンフィギュレーション サブコ
マンドおよびコンフィギュレーション オプションについての詳細は、適切なソフトウェア マニュ
アルを参照してください。
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次に説明する手順では、特に明記しないかぎり、各ステップの最後で Return キーを押してくださ
い。次のように、プロンプトに disable を入力することにより、いつでも特権レベルを終了してユー
ザ レベルに戻ることができます。
Router# disable
Router>

ステップ 1

コンフィギュレーション サブコマンドの送信元としてコンソール端末を指定し、コンフィギュレー
ション モードを開始します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2

表 4-3

最初に設定するインターフェイスを指定します。interface serial サブコマンドを入力し、その後ろ
に設定するインターフェイスのインターフェイス アドレスを入力します（ポート アダプタによっ
ては、たとえば interface atm のように、使用するコマンドが異なる場合があります）。表 4-3 に例
を示します。

interface serial サブコマンドの例

プラットフォーム

コマンド

Cisco 7200 シリーズ ルータ

interface serial、続いて slot/port
（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号）

例
次の例では、ポート アダプタ スロット 6 に搭載
したポート アダプタ上で最初のインターフェイ
スを指定しています。
Router(config)# interface serial 6/0
Router(config-if)#

Cisco 7000 シリーズまたは
Cisco 7500 シリーズ ルータに
搭載の VIP2

interface serial、続いて
slot/port adapter/port（インターフェ
イス プロセッサ スロット番号/ポー
ト アダプタ スロット番号/インター
フェイス ポート番号）

次の例では、インターフェイス プロセッサ ス
ロット 1 に搭載した VIP2 のポート アダプタ ス
ロット 1 にあるポート アダプタ上で最初のイン
ターフェイスを指定しています。
Router(config)# interface serial 1/1/0
Router(config-if)#

ステップ 3 （システムで IP ルーティングがイネーブルに設定されている場合）インターフェイスに IP アドレス
およびサブネット マスクを割り当てます。ip address サブコマンドを使用します。
Router(config-if)# ip address 10.0.0.0 10.255.255.255

4-6

ステップ 4

ルーティング プロトコルをイネーブルにしてインターフェイス特性を設定するために必要な、その
他のコンフィギュレーション サブコマンドを追加します。

ステップ 5

no shutdown コマンドを使用して、インターフェイスを再びイネーブルにします（「インターフェイ
スのシャットダウン」[p.4-3] を参照）
。

ステップ 6

必要に応じて、その他のポート アダプタ インターフェイスをすべて設定します。
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ステップ 7

ステップ 8

すべてのコンフィギュレーション サブコマンドを入力して設定作業が終わったら、Ctrl-Z を押す
（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）か、end または exit と入力して、コンフィギュレーション
モードを終了し、EXEC コマンド インタープリタ プロンプトに戻ります。
新しい設定を NVRAM に保存します。
Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

以上で、基本設定の作成手順は終了です。

圧縮に関するインターフェイス設定
ここでは、Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7000 シリーズ /Cisco 7500 シリーズ ルータに搭
載の VIP2 上のシリアル インターフェイスに対し、CSA を使用して PPP およびフレーム リレー圧
縮を設定する手順について説明します。
ここで説明する内容は次のとおりです。
•

Cisco 7200 シリーズにおける圧縮の設定（p.4-7）

•

VIP2 における圧縮の設定（p.4-8）

•

PPP 圧縮に関するインターフェイス設定（p.4-9）

•

フレーム リレー圧縮に関するインターフェイス設定（p.4-11）

Cisco 7200 シリーズにおける圧縮の設定
Cisco 7200 シリーズ ルータに搭載された CSA は、任意のポート アダプタ スロットに搭載されたシ
リアル ポート アダプタ上のインターフェイスを対象に、圧縮機能を実行します。CSA を搭載した
Cisco 7200 シリーズ ルータでは、次の 2 つの方法により PPP 圧縮およびフレーム リレー圧縮を設
定できます。
•

ソフトウェア圧縮 ― ルータのメイン プロセッサにインストールされている Cisco IOS リリー
ス ソフトウェアに、圧縮機能が実装されています。

•

ハードウェア圧縮 ― ポート アダプタ スロットに搭載した CSA ハードウェアに、圧縮機能が実
装されています。ハードウェア圧縮を使用すると、ルータのメイン プロセッサから圧縮および
圧縮解除に関連する負荷が取り除かれます。

インターフェイスに PPP 圧縮を設定するには、compress stac [software] コマンドを使用します。
compress stac コマンドで software 変数を省略すると、指定したインターフェイス上でハードウェア
PPP 圧縮がイネーブルになります。ルータに CSA が搭載されていない場合、インターフェイス上
でソフトウェア PPP 圧縮がイネーブルになります。
Cisco 7200 シリーズ ルータに CSA が搭載されている場合、インターフェイス上で強制的にソフト
ウェア PPP 圧縮をイネーブルにするには、compress stac software コマンドを使用します。
Cisco 7200 シリーズ ルータに複数の CSA が搭載されている場合、特定のインターフェイスがハー
ドウェア PPP 圧縮に使用する CSA を指定するには、compress stac csa [port adapter slot] コマンドを
使用します。
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（注）

compress stac csa [port adapter slot] コマンドを使用するには、Cisco 7204 または Cisco 7206 ルータが
Cisco IOS Release 11.1(8)CA1 以降の 11.1 CA リリースで稼働している必要があります。CSA は、
Cisco 7200 VXR ルータ（Cisco 7204VXR および Cisco 7206VXR）または Cisco 7202 ではサポートさ
れていません。

インターフェイスにフレーム リレー圧縮を設定するには、frame-relay map protocol protocol-address
dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac [csa csa_number|software] コマンドを使用します。サブイン
ターフェイスにフレーム リレー圧縮を設定するには、frame-relay payload-compress frf9 stac [csa
csa_number|software] コマンドを使用します。
frame-relay map protocol protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac または frame-relay
payload-compress frf9 stac コマンドで変数を省略した場合、指定したインターフェイス上でハード
ウェア フレーム リレー圧縮がイネーブルになります。ルータに CSA が搭載されていない場合、イ
ンターフェイス上でソフトウェア フレーム リレー圧縮がイネーブルになります。
Cisco 7200 シリーズ ルータに複数の CSA が搭載されている場合、特定のインターフェイスがハー
ド ウ ェ ア フ レ ー ム リ レ ー 圧 縮 に 使 用 す る CSA を 指 定 す る に は、frame-relay map protocol
protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac csa csa_number コマンドを使用します。ま
た、特定のサブインターフェイスがハードウェア フレーム リレー圧縮に使用する CSA を指定する
には、frame-relay payload-compress frf9 stac csa csa_number コマンドを使用します。さらに、イン
タ ー フ ェ イ ス 上 で 強 制 的 に ソ フ ト ウ ェ ア フ レ ー ム リ レ ー 圧 縮 を イ ネ ー ブ ル に す る に は、
frame-relay map protocol protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac software コマンド
を使用します。サブインターフェイスの場合は、frame-relay payload-compress frf9 stac software コ
マンドを使用します。

VIP2 における圧縮の設定
VIP2 のスロット 0 または 1 に搭載された CSA は、隣接する VIP2 スロットに搭載されたシリアル
ポート アダプタ上のインターフェイスだけを対象に、圧縮機能を実行します。CSA 付きの VIP2 を
搭載した Cisco 7000 および Cisco 7500 シリーズ ルータでは、次の 3 つの方法により PPP 圧縮およ
びフレーム リレー圧縮を設定できます。
•

ソフトウェア圧縮 ― ルータのメイン プロセッサにインストールされている Cisco IOS リリー
ス ソフトウェアに、圧縮機能が実装されています。

•

分散圧縮 ― VIP2 にインストールされているソフトウェアに、圧縮機能が実装されています。
分散圧縮を使用すると、ルータのメイン プロセッサから圧縮および圧縮解除に関連する負荷が
取り除かれます。分散圧縮は、VIP2 を搭載した Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ
ルータでのみサポートされます。

•

ハードウェア圧縮 ― VIP2 に搭載した CSA ハードウェアに、圧縮機能が実装されています。
ハードウェア圧縮を使用すると、VIP2 またはルータのメイン プロセッサから圧縮および圧縮
解除に関連する負荷が取り除かれます。

インターフェイスに PPP 圧縮を設定するには、compress stac [software|distributed] コマンドを使用し
ます。compress stac コマンドで変数を省略した場合、指定したインターフェイス上でハードウェア
PPP 圧縮がイネーブルになります。ルータに CSA が搭載されていない場合、インターフェイス上
で分散圧縮がイネーブルになります。ルータに VIP2 が搭載されていない場合、インターフェイス
上でソフトウェア PPP 圧縮がイネーブルになります。
Cisco 7000 または Cisco 7500 シリーズ ルータに CSA 付きの VIP2 が搭載されている場合、インター
フェイス上で強制的に分散 PPP 圧縮をイネーブルにするには、compress stac distributed コマンドを
使用します。さらに、インターフェイス上で強制的にソフトウェア PPP 圧縮をイネーブルにするに
は、compress stac software コマンドを使用します。
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インターフェイスにフレーム リレー圧縮を設定するには、frame-relay map protocol protocol-address
dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac [software|distributed] コマンドを使用します。サブインター
フ ェ イ ス に フ レ ー ム リ レ ー 圧 縮 を 設 定 す る に は、frame-relay payload-compress frf9 stac
[software|distributed] コマンドを使用します。
frame-relay map protocol protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac または frame-relay
payload-compress frf9 stac コマンドで変数を省略した場合、指定したインターフェイス上でハード
ウェア圧縮がイネーブルになります。ルータに CSA が搭載されていない場合、インターフェイス
上で分散圧縮がイネーブルになります。ルータに VIP2 が搭載されていない場合、インターフェイ
ス上でソフトウェア圧縮がイネーブルになります。
Cisco 7000 または Cisco 7500 シリーズ ルータに CSA 付きの VIP2 が搭載されている場合、インター
フェイス上で強制的に分散フレーム リレー圧縮をイネーブルにするには、frame-relay map protocol
protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac distributed コマンドを使用します。サブイ
ンターフェイスの場合は、frame-relay payload-compress frf9 stac csa distributed コマンドを使用し
ます。さらに、インターフェイス上で強制的にソフトウェア フレーム リレー圧縮をイネーブルに
するには、
frame-relay map protocol protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac software
コマンドを使用します。サブインターフェイスの場合は、frame-relay payload-compress frf9 stac
software コマンドを使用します。

PPP 圧縮に関するインターフェイス設定
compress stac [software|distributed] コマンドを使用してシリアル インターフェイスに PPP 圧縮を設
定する手順は、次のとおりです。各ステップの最後では、特に明記しないかぎり Return キーを押
してください。次のように、プロンプトに disable を入力することにより、いつでも特権レベルを
終了してユーザ レベルに戻ることができます。
Router# disable
Router>

ステップ 1

特権レベル プロンプトから、コンフィギュレーション サブコマンドの送信元としてコンソール端
末を指定し、コンフィギュレーション モードを開始します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2

プロンプトで、圧縮を設定するインターフェイスを指定します。
•

Cisco 7200 シリーズの場合は、サブコマンド interface、続いて type（serial）および
port-adapter-slot/interface-port-number を入力します。次の例では、ポート アダプタ スロット 2
の最初のシリアル インターフェイスを指定しています。
Router(config)# interface serial 2/0

•

VIP2 の場合は、サブコマンド interface、続いて type（serial）および slot/port adapter/interface
port number を入力します。次の例では、インターフェイス プロセッサ スロット 3 に搭載した
VIP2 のポート アダプタ スロット 1 にあるポート アダプタ上で最初のシリアル インターフェイ
スを指定しています。
Router(config)# interface serial 3/1/0
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ステップ 3

インターフェイスに PPP カプセル化を指定します。
Router(config-if)# encapsulation PPP

（注）

ステップ 4

ハードウェア圧縮および分散圧縮がサポートされるのは、PPP リンクおよびフレーム リ
レー リンクに限られます。

Cisco 7200 シリーズ ルータに複数の CSA を搭載している場合は、
compress stac csa [port adapter slot]
コマンドを使用して、インターフェイスがハードウェア圧縮に使用する CSA を指定します。次の
例では、ポート アダプタ スロット 3 の CSA を使用しています。
Router(config-if)# compress stac csa 3

ステップ 5

compress stac [software] コマンドまたは compress stac [software|distributed] コマンドを使用します。
Router(config-if)# compress stac

（注）

ステップ 6

compress stac [software] コマンドは、Cisco 7200 シリーズ ルータでサポートされます。
compress stac [software|distributed] コマンドは、VIP2 でサポートされます。

その他のインターフェイスについても、圧縮を設定します。
•

Cisco 7200 シリーズの場合は、各インターフェイスのポート アダプタ スロットおよびポートを
指定し、続いて compress stac [software] コマンドを入力します。インターフェイスへの圧縮の
設定が終わったら、Ctrl-Z を押す（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）か、end と入力して、
コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマンド インタープリタ プロンプトに戻り
ます。
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Ctrl-Z
Router#

•

VIP2 の場合は、各インターフェイスのインターフェイス プロセッサ スロット、ポート アダプ
タ、およびポートを指定し、続いて compress stac [software|distributed] コマンドを入力します。
インターフェイスへの圧縮の設定が終わったら、Ctrl-Z を押す（Ctrl キーを押しながら Z キー
を押す）か、end と入力して、コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマンド イン
タープリタ プロンプトに戻ります。
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Ctrl-Z
Router#
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ステップ 7

新しい設定をメモリに保存します。
Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

設定が保存されると、OK メッセージが表示されます。
ステップ 8

インターフェイスに圧縮が設定されているかどうかを確認します。そのためには、show compress
コマンドを使用して、システムの全インターフェイスのステータスを表示します。show compress
コマンドの使用例は、
「設定の確認」（p.4-14）を参照してください。

ステップ 9

インターフェイスから圧縮を削除するには、上記の手順を繰り返し、ステップ 5 で no compress コ
マンドを使用します。そのあと、新しい設定をメモリに保存します。次に、VIP2 の場合の例を示
します。
Router(config)# interface serial 3/1/0
Router(config-if)# no compress
Ctrl-Z
Router#
Router# copy running-config startup-config
[OK]

インターフェイスから圧縮を削除すると、そのインターフェイスは show compress コマンドの出力
に表示されなくなります。

以上で、シリアル インターフェイスに PPP 圧縮を設定する手順は終了です。インターフェイスの
設定を確認する場合は、
「設定の確認」（p.4-14）に進んでください。

フレーム リレー圧縮に関するインターフェイス設定
frame-relay map protocol protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac
[csa csa_number|software] コ マ ン ド お よ び frame-relay map protocol protocol-address dlci [ietf|cisco]
payload-compress frf9 stac [software|distributed] コマンドを使用してインターフェイスにフェレーム
リレー圧縮を設定し、frame-relay payload-compress frf9 stac [csa csa_number|software] コマンドおよ
び frame-relay payload-compress frf9 stac [software|distributed] コ マンド を使 用し てサブ イン ター
フェイスにフレーム リレー圧縮を設定する手順は、次のとおりです。
設定作業を始める前に、次の情報を準備しておいてください。
•

新規の各インターフェイスで使用するルーティング プロトコル

•

IP アドレス（インターフェイスに IP ルーティングを設定する場合）

•

インターフェイスの特定のプロトコル アドレスに接続するために使用する、Data Link
Connection Identifier（DLCI）番号

•

各インターフェイスに使用するフレーム リレー カプセル化方式（IETF［デフォルト］または
Cisco）

各ステップの最後では、特に明記しないかぎり Return キーを押してください。次のように、プロ
ンプトに disable を入力することにより、いつでも特権レベルを終了してユーザ レベルに戻ること
ができます。
Router# disable
Router>
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ステップ 1

特権レベル プロンプトから、コンフィギュレーション サブコマンドの送信元としてコンソール端
末を指定し、コンフィギュレーション モードを開始します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#

ステップ 2

End with CNTL/Z.

プロンプトで、圧縮を設定する最初のインターフェイスまたはサブインターフェイスを指定しま
す。
•

Cisco 7200 シリーズ インターフェイス コンフィギュレーションの場合、サブコマンド interface
に続いて type（serial）および port-adapter-slot/interface-port-number を入力します。
VIP2 インターフェイス コンフィギュレーションの場合、サブコマンド interface に続いて type
（serial）および slot/port-adapter/interface-port-number を入力します。
次の例では、インターフェイス プロセッサ スロット 3 に搭載した VIP2 のポート アダプタ ス
ロット 1 で最初のインターフェイスを指定しています。
Router(config)# interface serial 3/1/0

•

Cisco 7200 シリーズ サブインターフェイス コンフィギュレーションの場合、サブコマンド
interface に続いて type（serial）および port-adapter-slot/interface-port-number.subinterface-number
point-to-point を入力します。
VIP2 サブインターフェイス コンフィギュレーションの場合、サブコマンド interface に続いて
type（serial）および slot/port-adapter/interface-port-number-subinterface-number point-to-point を入
力します。
次の例では、インターフェイス プロセッサ スロット 3 に搭載した VIP2 のポート アダプタ ス
ロット 1 で最初のインターフェイスのサブインターフェイス 100 を指定しています。
Router(config)# interface serial 3/1/0.100 point-to-point

ステップ 3

インターフェイスまたはサブインターフェイスにフレーム リレー カプセル化を指定します。
Router(config-if)# encapsulation frame-relay

（注）

ステップ 4

ハードウェア圧縮および分散圧縮がサポートされるのは、フレーム リレー リンクおよび
PPP リンクに限られます。

インターフェイスまたはサブインターフェイスに圧縮を設定します。
•

Cisco 7200 シリーズ インターフェイス コンフィギュレーションの場合、frame-relay map
protocol protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac [csa csa_number|software] コマ
ンドを入力します。
VIP2 インターフェイス コンフィギュレーションの場合、frame-relay map protocol
protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac [software|distributed] コマンドを入力し
ます。
次の例では、ステップ 2 で指定したインターフェイス（Cisco 7200 シリーズまたは VIP2）に、
ハードウェアベースのフレームリレー圧縮を設定します。
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Router(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 105 ietf payload-compress frf9 stac

•

Cisco 7200 シリーズ サブインターフェイス コンフィギュレーションの場合、frame-relay
payload-compress frf9 stac [csa csa_number|software] コマンドを入力します。
VIP2 サブインターフェイス コンフィギュレーションの場合、frame-relay payload-compress frf9
stac [software|distributed] コマンドを入力します。
次の例では、ステップ 2 に指定されたサブインターフェイス（Cisco 7200 シリーズまたは VIP2）
に、ハードウェアベースのフレームリレー圧縮を設定します。
Router(config-if)# frame-relay payload-compress frf9 stac

ステップ 5

その他のインターフェイスまたはサブインターフェイスについても、ステップ 2 〜ステップ 4 を繰
り返して、圧縮を設定します。作業が終わったら、Ctrl-Z を押す（Ctrl キーを押しながら Z キーを
押す）か、end と入力して、コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマンド インタープ
リタ プロンプトに戻ります。

ステップ 6

新しい設定をメモリに保存します。
Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

設定が保存されると、OK メッセージが表示されます。
ステップ 7

インターフェイスに圧縮が設定されているかどうかを確認します。そのため、show compress コマ
ンドを使用して、システムの全インターフェイスのステータスを表示します。show compress コマ
ンドの使用例は、「設定の確認」（p.4-14）を参照してください。

ステップ 8

インターフェイスから圧縮を削除するには、no frame-relay map protocol protocol-address dlci
[ietf|cisco] payload-compress frf9 stac [csa csa_number|software] コマンド、no frame-relay map protocol
protocol-address dlci [ietf|cisco] payload-compress frf9 stac [software|distributed] コマンド、
no frame-relay payload-compress frf9 stac [csa csa_number|software] コマンド、または no frame-relay
payload-compress frf9 stac [software|distributed] コマンドを代わりに使用して、上記の手順を繰り返
します。そのあと、新しい設定をメモリに保存します。次に、VIP2 の場合の例を示します。
Router(config)# interface serial 3/1/0.100 point-to-point
Router(config-if)# no frame-relay map payload-compress frf9 stac
Ctrl-Z
Router#
Router# copy running-config startup-config
[OK]

インターフェイスから圧縮を削除すると、そのインターフェイスは show compress コマンドの出力
に表示されなくなります。

以上で、シリアル インターフェイスまたはサブインターフェイスにフレーム リレー圧縮を設定す
る手順は終了です。インターフェイスの設定を確認する場合は、次の「設定の確認」に進んでくだ
さい。フレーム リレーの設定についての詳細は、
『Wide-Area Networking Configuration Guide』の
「Configuring Frame Relay」の章を参照してください。
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設定の確認
新しいインターフェイスを設定したあと、show コマンドを使用して、特定の新規インターフェイ
スまたはすべてのインターフェイスのステータスを表示し、ping コマンドおよび loopback コマン
ドを使用して接続を確認します。ここで説明する内容は次のとおりです。
•

show コマンドによる新規インターフェイス ステータスの確認（p.4-14）

•

ping コマンドによるネットワーク接続の確認（p.4-23）

show コマンドによる新規インターフェイス ステータスの確認
表 4-4 に、新しいインターフェイスが正しく設定され動作しており、SA-Comp/1 および SA-Comp/4
が正しく認識されているかどうかを確認するための、各種の show コマンドの使用法を説明します。
この表の後に、show コマンドの出力例をいくつか示します。コマンドの詳しい説明および使用例
については、
「関連資料」（p.vii）に記載されているマニュアルを参照してください。

（注）

表 4-4

このマニュアルに記載されている出力例は、これらのコマンドを実際に実行したときの出力とは異
なる場合があります。記載されている出力は、あくまでも例です。

show コマンドの使用

コマンド

機能

show version または
show hardware

システムのハードウェア構成、インター Router# show version
フェイス タイプ別の搭載数、Cisco IOS ソ
フトウェアのバージョン、コンフィギュ
レーション ファイルの名前およびソー
ス、およびブート イメージを表示します。

show controllers

現在のインターフェイス プロセッサおよ Router# show controllers
びそれぞれのインターフェイスをすべて
表示します。

show diag slot

システムに搭載されているポート アダプ Router# show diag 2
タのタイプと、特定のポート アダプタ ス
ロット、インターフェイス プロセッサ ス
ロット、またはシャーシ スロットに関す
る情報を表示します。

show interfaces type 0 または 1/
interface-port-number

特定のタイプ（例：serial）のインターフェ Router# show interfaces serial 1/0
イスに関するステータス情報を表示しま
す。

show interfaces type
3/interface-port-number

Cisco 7120 シリーズ ルータ上の特定のタ Router# show interfaces serial 3/1
イプ（例：serial）のインターフェイスに
関するステータス情報を表示します。

show interfaces type
4/interface-port-number

Cisco 7140 シリーズ ルータ上の特定のタ Router# show interfaces serial 4/1
イプ（例：serial）のインターフェイスに
関するステータス情報を表示します。

show interfaces type
1/interface-port-number

Cisco uBR7223 ルータ上の特定のタイプ Router# show interfaces serial 1/1
（例：serial）のインターフェイスに関する
ステータス情報を表示します。
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表 4-4

show コマンドの使用（続き）

コマンド

機能

例

show interfaces type 1 または 2/ Cisco uBR7246 ルータ上の特定のタイプ Router# show interfaces serial 2/0
interface-port-number
（例：serial）のインターフェイスに関する
ステータス情報を表示します。
show interfaces type
interface-processor-slot-number/
port-adapter-slot-number/
interface-port-number

Cisco 7000 シリーズまたは Cisco 7500 シ Router# show interfaces serial 3/1/0
リーズ ルータに搭載した VIP2 上の特定
のタイプ（例：serial）のインターフェイ
スに関するステータス情報を表示します。

show protocols

システム全体に設定されているプロトコ Router# show protocols
ル、および特定のインターフェイスに設定
されているプロトコルを表示します。

show running-config

実行コンフィギュレーション ファイルを Router# show running-config
表示します。

show startup-config

NVRAM に保存されている設定を表示し Router# show startup-config
ます。
インターフェイスをアップに設定したにもかかわらずインターフェイスがシャットダウンしてい
る場合、またはハードウェアが正常に動作していない旨が表示される場合には、インターフェイス
を正しく接続および終端しているかどうかを確認してください。それでもインターフェイスをアッ
プにできない場合は、製品を購入された代理店までご連絡ください。ここで説明する内容は次のと
おりです。
•

show version または show hardware コマンドの使用（p.4-15）

•

show diag コマンドの使用（p.4-19）

•

show interfaces コマンドの使用（p.4-21）

ご使用のシステムに該当する項を参照してください。show コマンドでの作業が終わったあとは、
「ping コマンドによるネットワーク接続の確認」（p.4-23）に進んでください。

show version または show hardware コマンドの使用
システムのハードウェア構成、インターフェイス タイプ別の搭載数、Cisco IOS ソフトウェアのバー
ジョン、コンフィギュレーション ファイルおよびブート イメージの名前およびソース、を表示す
るには、show version（または show hardware）コマンドを使用します。

（注）

このマニュアルに記載されている出力例は、これらのコマンドを実際に実行したときの出力とは異
なる場合があります。記載されている出力は、あくまでも例です。
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Cisco 7200 シリーズ ルータ
次に、SA-Comp/1 および SA-Comp/4 を搭載した Cisco 7200 シリーズ ルータに関する show version コ
マンドの出力例を示します。
Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7200 Software (C7200-J-M), Version 11.1(8)CA1
Copyright (c) 1986-1996 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 21-Apr-95 12:22 by
Image text-base: 0x600088A0, data-base: 0x605A4000
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(8)CA1
Router uptime is 4 hours, 22 minutes
System restarted by reload
System image file is “slot0:c7200-j-mz.960421”, booted via slot0
cisco 7206 (NPE150) processor with 12288K/4096K bytes of memory.
R4700 processor, Implementation 33, Revision 1.0 (Level 2 Cache)
Last reset from power-on
Bridging software.
SuperLAT software copyright 1990 by Meridian Technology Corp.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
TN3270 Emulation software (copyright 1994 by TGV Inc).
Chassis Interface.
4 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces.
4 Token Ring /IEEE802.5 interfaces.
12 Serial network interfaces.
1 Compression port adapter.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
1024K bytes of packet SRAM memory.
20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2
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Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ ルータに搭載の VIP2
次に、SA-Comp/1 および SA-Comp/4 を搭載した Cisco 7500 シリーズに関する show version コマンド
例を示します。
Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) GS Software (RSP-A), Version 11.1(6)CA [amcrae 125]
Copyright (c) 1986-1996 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 10-Aug-96 17:56 by amcrae
Image text-base: 0x600108A0, data-base: 0x60952000
ROM: System Bootstrap, Version 5.3(16645) [szhang 571], INTERIM SOFTWARE
ROM: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(6)CA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
gshen_7500 uptime is 5 days, 4 minutes
System restarted by reload
System image file is “rsp-jv-mz”, booted via slot0
cisco RSP2 (R4600) processor with 16384K bytes of memory.
R4600 processor, Implementation 33, Revision 2.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
SuperLAT software copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
Bridging software.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
TN3270 Emulation software (copyright 1994 by TGV Inc).
Chassis Interface.
1 EIP controller (6 Ethernet).
1 VIP2 controller (8 Serial)(1 Compression).
6 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
1 HSSI network interface.
1 Compression port adapter.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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show compression コマンドの使用
Cisco 7200 シリーズ ルータ
ルータ上のどのインターフェイスに圧縮が設定されているかを調べるには、show compress コマン
ドを使用します（show compress コマンドでは、圧縮が設定されているインターフェイスだけが表
示されます）。show compress コマンドでは、圧縮が設定されているすべてのインターフェイス、各
インターフェイスに設定されている圧縮のタイプ、およびインターフェイスのデータを圧縮してい
る CSA が表示されます。
次の例では、同じシリアル インターフェイス（ポート アダプタ スロット 2 のポート アダプタの最
初のインターフェイス）について、PPP 圧縮およびフレーム リレー圧縮の情報がそれぞれ表示され
ています。
Router# show compress
Serial2/0
Hardware compression enabled
CSA in slot 1 in use
Compressed bytes sent:
4742 bytes
Compressed bytes recv:
5092 bytes
restarts: 1
last clearing of counters: 348 seconds

0 Kbits/sec
0 Kbits/sec

ratio: 10.700
ratio: 10.009

Router# show compress
Serial2/0 - DCLI: 105
Hardware compression enabled
CSA in slot 1 in use
Compressed bytes sent:
4742 bytes
0 Kbits/sec ratio: 10.700
Compressed bytes recv: 5092 bytes
0 Kbits/sec ratio: 10.009
restarts: 1
last clearing of counters:348 seconds

Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ ルータに搭載の VIP2
ルータ上のどのインターフェイスに圧縮が設定されているかを調べるには、show compress コマン
ドを使用します。圧縮が設定されているすべてのインターフェイスと、各インターフェイスに設定
されている圧縮のタイプ、および使用されている CSA が表示されます（show compress コマンドで
は、圧縮が設定されているインターフェイスだけが表示されます）。次の例では、同じインターフェ
イス（インターフェイス プロセッサ スロット 3 に搭載した VIP2 のスロット 1 にあるポート アダプ
タ上で最初のインターフェイス）に PPP 圧縮およびフレーム リレー圧縮がそれぞれ設定されてい
ます。
Router# sh compress
Serial3/1/0
Distributed h/w compression enabled
CSA in slot 3 in use
Compressed bytes sent:
4932 bytes
0 Kbits/sec
Compressed bytes recv:
5019 bytes
0 Kbits/sec
restarts: 10
last clearing of counters: 165828 seconds

ratio: 10.500
ratio: 10.019

Router# show compress
Serial3/1/0 - DLCI: 105
Distributed h/w compression enabled
CSA in slot 3 in use
Compressed bytes sent:
4942 bytes
0 Kbits/sec ratio: 10.700
Compressed bytes recv: 5029 bytes
0 Kbits/sec ratio: 10.009
restarts: 10
last clearing of counters: 162528 seconds
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show diag コマンドの使用
システムに搭載されているポート アダプタのタイプ（および各ポート アダプタの具体的な情報）を
表示するには、show diag slot コマンドを使用します。slot は、Cisco 7200 シリーズ ルータの場合は
ポート アダプタ スロット、VIP2 を搭載した Cisco 7000 シリーズまたは Cisco 7500 シリーズ ルータ
の場合はインターフェイス プロセッサ スロットです。

（注）

このマニュアルに記載されている出力例は、これらのコマンドを実際に実行したときの出力とは異
なる場合があります。記載されている出力は、あくまでも例です。

Cisco 7200 シリーズ ルータ
次に、Cisco 7200 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載した SA-Comp/1 または
SA-Comp/4 に関する show diag slot コマンドの出力例を示します。シャーシ スロット 1 の CSA に関
する次の例のように、ポート アダプタに関する具体的な情報が表示されます。
Router# show diag 1
Slot 1:
Compression engine 768K port adapter, 0 ports
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time 00:16:37 ago
Hardware revision 255.255
Board revision UNKNOWN
Serial number
4294967295
Part number
255-65535-255
Test history
0xFF
RMA number
255-255-255
EEPROM format version 255
EEPROM contents (hex):
0x20: FF 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

ハードウェアが正常に動作していない旨が表示された場合は、ネットワーク インターフェイスを正
しく接続および終端しているかどうかを確認してください。それでもインターフェイスをアップま
たはシャットダウンできない場合は、製品を購入された代理店までご連絡ください。
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Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ ルータに搭載の VIP2
次に、インターフェイス プロセッサ スロット 3 に搭載した VIP2 のポート アダプタ スロット 0 の
SA-Comp/1 または SA-Comp/4 に関する show diag slot コマンドの出力例を示します。
Router# show diag 3
Slot 3:
Physical slot 3, ~physical slot 0xF, logical slot 0, CBus 0
Microcode Status 0x4
Master Enable, LED, WCS Loaded
Board is analyzed
Pending I/O Status: None
EEPROM format version 1
VIP2 controller, HW rev 2.1, board revision UNKNOWN
Serial number: 03341394 Part number: 73-1684-02
Test history: 0x00
RMA number: 00-00-00
Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible
EEPROM contents (hex):
0x20: 01 15 02 01 00 32 FC 52 49 06 94 02 00 00 00 00
0x30: 07 2E 00 2A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Slot database information:
Flags: 0x4
Insertion time: 0x8E11A48 (04:51:14 ago)
Controller Memory Size: 8 MBytes DRAM, 1024 KBytes SRAM
PA Bay 0 Information:
Compression PA, 3M SRAM, 0 ports
EEPROM format version 255
HW rev FF.FF, Board revision UNKNOWN
Serial number: 4294967295 Part number: 255-65535-255
PA Bay 1 Information:
Mueslix Serial PA, 8 ports
EEPROM format version 1
HW rev FF.FF, Board revision UNKNOWN
Serial number: 4294967295 Part number: 255-65535-255

ハードウェアが正常に動作していない旨が表示された場合は、ネットワーク インターフェイスを正
しく接続および終端しているかどうかを確認してください。それでもインターフェイスをアップま
たはシャットダウンできない場合は、製品を購入された代理店までご連絡ください。
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show interfaces コマンドの使用
show interfaces コマンドは、指定したインターフェイスのステータス情報（物理スロットおよびイ
ンターフェイス アドレスを含む）を表示します。以下に示す例では、いずれもシリアル インター
フェイスを指定しています。
Cisco 7200 シリーズおよび VIP2 のインターフェイスに使用できるインターフェイス サブコマンド
およびコンフィギュレーション オプションについての詳細は、
「関連資料」
（p.vii）に記載されてい
るマニュアルを参照してください。

（注）

このマニュアルに記載されている出力例は、これらのコマンドを実際に実行したときの出力とは異
なる場合があります。記載されている出力は、あくまでも例です。

Cisco 7200 シリーズ ルータ
次に、Cisco 7200 シリーズ ルータに関する show interfaces コマンドの出力例を示します。次の例で
は、同じインターフェイス（スロット 2 に搭載したポート アダプタの最初のインターフェイス）に、
PPP 圧縮およびフレーム リレー圧縮がそれぞれ設定されています（各インターフェイスは、イネー
ブルに設定するまで、管理上のシャットダウン状態です）。
Router# show interfaces serial 2/0
Serial2/0 is up, line protocol is up
Hardware is M8T-V.35
Internet address is 1.1.1.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive not set
（テキスト出力は省略）
Router# show interfaces serial 2/0
Serial2/0 is up, line protocol is up
Hardware is M8T-V.35
Internet address is 1.1.1.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive not set
（テキスト出力は省略）

特定のシリアル インターフェイスに関する情報だけを表示するには、show interfaces type-portadapter-slot/interface-port-number コマンドに、インターフェイス タイプ（serial など）、ポート アダ
プタ スロット、インターフェイス ポート番号（port adapter slot/port）などの引数を指定します。
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次の show interfaces serial port-adapter-slot/interface-port-number コマンドの出力例では、ポート アダ
プタ スロット 2 の最初の PA-8T-V.35 インターフェイス ポート アダプタに関するすべての情報が表
示されています。
Router# show interfaces serial 2/0
Serial2/0 is up, line protocol is up
Hardware is M8T-V.35
Internet address is 1.1.1.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive not set
LCP Open
Open: ccp, ipcp, cdp
Last input 00:00:07, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of “show interface” counters 3d23h
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5743 packets input, 1886943 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
5743 packets output, 189253 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
4 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

コマンドの詳しい説明および使用例については、
「関連資料」
（p.vii）に記載されているマニュアル
を参照してください。
次の「ping コマンドによるネットワーク接続の確認」に進み、SA-Comp/1 または SA-Comp/4 とス
イッチまたはルータのネットワーク接続を確認してください。

Cisco 7000 シリーズまたは Cisco 7500 シリーズ ルータに搭載の VIP2
次に、VIP2 を使用する場合の show interfaces コマンドの出力例を示します。次の例では、同じイ
ンターフェイス（インターフェイス プロセッサ スロット 3 に搭載した VIP2 のスロット 1 にある
ポート アダプタ上で最初のインターフェイス）に PPP 圧縮およびフレーム リレー圧縮がそれぞれ
設定されています（各インターフェイスは、イネーブルに設定するまで、管理上のシャットダウン
状態です）
。
Router# show interfaces serial 3/1/0
Serial3/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is cyBus Serial
Internet address is 1.1.1.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive not set
（テキスト出力は省略）
Router# show interfaces serial 3/1/0
Serial3/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is cyBus Serial
Internet address is 1.1.1.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, loopback not set, keepalive not set
（テキスト出力は省略）

特 定 の シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ イ ス に 関 す る 情 報 だ け を 表 示 す る に は、show interfaces type
slot/port-adapter/port コマンドに、インターフェイス タイプ（serial など）、スロット、ポート アダ
プタ、ポート番号（slot/port adapter/port）などの引数を指定します。
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次の show interfaces serial slot/port-adapter/port コマンドの出力例では、インターフェイス プロセッ
サ スロット 3、ポート アダプタ スロット 1 の最初の PA-8T-V.35 インターフェイス ポート（イン
ターフェイス ポート 0）に関するすべての情報が表示されています。
Router# show interfaces serial 3/1/0
Serial3/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is cyBus Serial
Internet address is 1.1.1.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive not set
Last input 2d18h, output 00:00:54, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops)
Conversations 0/1 (active/max active)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
16 packets input, 1620 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 1 ignored, 0 abort
3995 packets output, 1147800 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
1 carrier transitions
RTS up, CTS up, DTR up, DCD up, DSR up

VIP2 コマンドの詳しい説明および使用例については、
「関連資料」
（p.vii）に記載されているマニュ
アルを参照してください。
次の「ping コマンドによるネットワーク接続の確認」に進み、SA-Comp/1 または SA-Comp/4 とス
イッチまたはルータのネットワーク接続を確認してください。

ping コマンドによるネットワーク接続の確認
ping コマンドを使用して、インターフェイス ポートが正しく動作しているかどうかを確認できま
す。ここでは、このコマンドについて簡単に説明します。コマンドの詳しい説明および使用例につ
いては、
「関連資料」（p.vii）に記載されているマニュアルを参照してください。
ping コマンドは、指定した IP アドレスのリモート デバイスにエコー要求パケットを送信します。
エコー要求を送信したあと、システムは所定の時間だけリモート デバイスからの応答を待機しま
す。各エコー応答は、コンソール端末に感嘆符（!）で表示されます。所定の時間内に応答のなかっ
た各要求は、ピリオド（.）で表示されます。一連の感嘆符（!!!!!）が表示される場合、接続状態は
良好です。一連のピリオド（.....）あるいは [timed out] または [failed] メッセージが表示される場合
は、接続に失敗したことを意味します。
次に、アドレス 10.0.0.10 のリモート サーバに対して ping コマンドを実行し、成功した場合の例を
示します。
Router# ping 10.0.0.10 <Return>
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.0.0.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/64 ms
Router#

接続に失敗した場合は、宛先の IP アドレスを正しく指定しているかどうか、デバイスがアクティ
ブである（電源がオンになっている）かどうかを確認したあと、再び ping コマンドを実行してく
ださい。
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