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Cisco IOS Release 15.S ソフトウェア イ
メージ
表 C-1 に、Cisco IOS Release 15.S に付属のソフトウェア イメージを一覧表示します。これらのイメー
ジは、Cisco 7600 ルータだけで使用できます。別のプラットフォーム（Catalyst 6500 シリーズ スイッ
チなど）上でこれらのいずれかのイメージを実行しようとすると、次の項で示すエラー メッセージの 1
つが表示されます。

（注）

表 C-1

Cisco 7600 ルータと Catalyst 6500 スイッチの両方をサポートするには、特別なイメージ
（rsp72043-adventerprisek9-mz、s3223-adventerprisek9-mz、および
s72033-adventerprisek9-mz）が使用できます。これらのいずれかのイメージの入手方法または
代替イメージが使用できるかについては、代理店にお問い合わせください。
Cisco 7600 Release 15.S ソフトウェア イメージ

イメージ ファイル名

説明

c7600rsp72043-adventerprisek9-mz（RSP720）

高度な企業サービス ソフトウェア イメージ

c7600s72033-adventerprisek9-mz（Sup720）
c7600s3223-adventerprisek9-mz（Sup32）
c7600rsp72043-advipservicesk9-mz（RSP720）

高度な IP サービス ソフトウェア イメージ

c7600s72033-advipservicesk9-mz（Sup720）
c7600s3223-advipservicesk9-mz（Sup32）
c7600rsp72043-ipservices-mz（RSP720）

IP サービス ソフトウェア イメージ

c7600s72033-ipservices-mz（Sup720）
c7600s3223-ipservices-mz（Sup32）
c7600rsp72043-ipservicesk9-mz（RSP720）

IP サービス SSH ソフトウェア イメージ

c7600s72033-ipservicesk9-mz（Sup720）
c7600s3223-ipservicesk9-mz（Sup32）
c7600rsp720_rp-rm2.srec（RSP720）

ルート プロセッサ用 ROMmon ソフトウェア
イメージ（15.S で RSP720 だけに使用可能）

c7600rsp720_sp-rm2.srec（RSP720）

スイッチ プロセッサ用 ROMmon ソフトウェ
ア イメージ（15.S で RSP720 だけに使用可
能）

Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド リリース 15 S
OL-10113-24-J

C-1

付録 C

Cisco IOS Release 15.S ソフトウェア イメージ

非準拠プラットフォームのソフトウェア イメージ メッセージ

各イメージの機能については、次の Feature Navigator ツールを参照してください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

非準拠プラットフォームのソフトウェア イメージ メッセー
ジ
Cisco IOS Release 15.S イメージは、Cisco 7600 ルータだけで使用できます。Cisco 7600 ルータ以前、
イメージは Catalyst 6500 シリーズ スイッチでも実行されていました。しかし、現在では、別のプラッ
トフォーム上で Cisco 7600 イメージを実行しようとすると、次のいずれかのエラー メッセージが表示
されます。
• 15.S ソフトウェア イメージを Cisco 7600 ルータ以外のプラットフォーム上で実行しようとする
と、次のメッセージが表示されます。
%C6K_PLATFORM-1- DETECTED_NON_C7600_CHASSIS: Software has detected an attempt to run a
c7600 image on an incompatible chassis ([char])
Explanation: You are loading a special 7600 12.2SR image on a Catalyst 6500 Series
Switch .
Recommended Action: You are loading a special Cisco 7600 Series Router image on a
Catalyst 6500 Series Switch. Thank you for registering your chassis for approval to
use this image. If you have not registered this chassis, please contact your Cisco
account representative in order to gain approval for use of this image.

• Cisco 7600 イメージを別のプラットフォーム（Catalyst 6500 スイッチなど）上で実行しようとす
ると、次のメッセージが表示されます。
%C6K_PLATFORM-1-DISABLE_NON_C7600_CHASSIS: Software has detected an attempt to run a
c7600 image on an incompatible chassis ([char]). This image may not boot.
Explanation: Software detected an attempt to load a Cisco 7600 series router image on
an incompatible chassis.
Recommended Action: Verify that you are using a Cisco 7600 series chassis; if you are
attempting to run this on a Catalyst 6500 series switch please contact your account
representative about selecting an appropriate image for your platform.
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