
Cisco IOS XEソフトウェアの使用

この章では、Cisco IOSソフトウェアを使用して SPA Interface Processor（SIP）または Shared
Port Adapter（SPA）を設定するための準備方法を示します。内容は次のとおりです。

•ルータコンソールを使用して CLIにアクセスする方法（1ページ）
•キーボードショートカットの使用方法（6ページ）
•履歴バッファによるコマンドの呼び出し（7ページ）
•コマンドモードについて（7ページ）
•へルプの利用方法（9ページ）
•コマンドの no形式および default形式の使用（12ページ）
•コンフィギュレーションの変更の保存（13ページ）
• showおよび moreコマンド出力のフィルタリング（13ページ）
•プラットフォームおよびシスコソフトウェアイメージのサポート情報の検索（14ペー
ジ）

ルータコンソールを使用して CLIにアクセスする方法
ここでは、直接接続されたコンソールを使用してコマンドラインインターフェイス（CLI）に
アクセスする方法や、Telnetを使用してリモートコンソールを設定し、CLIにアクセスする方
法について説明します。

各サービスを介したルータの設定およびアクセスの手順については、『Cisco IOS Terminal
Services Configuration Guide』および『Cisco IOS Terminal Services Command Reference』を参照
してください。

直接接続されたコンソールを使用して CLIにアクセスする方法
ここでは、ルータのコンソールポートに接続し、コンソールインターフェイスを使用してCLI
にアクセスする方法について説明します。

Cisco ASR 1000シリーズルータ上のコンソールポートは、EIA/TIA-232非同期、フロー制御な
しのシリアル接続で、コネクタは RJ-45コネクタを使用します。次の図に示すように、コン
ソールポートは各ルートプロセッサの全面パネルに設けられています。
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図 1 : Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータコンソールポートコネクタ
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コンソールポートとの接続

端末または PCを使用してルータでコンソールインターフェイスを使用できるようにするに
は、次の手順を実行する必要があります。

手順の概要

1. 端末エミュレーションソフトウェアを次のように設定します。

2. RJ-45/RJ-45ケーブルとRJ-45/DB-25DTE（データ端末装置）アダプタ、またはRJ-45/DB-9
DTEアダプタ（「Terminal」のラベル）を使用して、ポートに接続します。

手順の詳細

ステップ 1 端末エミュレーションソフトウェアを次のように設定します。

• 9600ビット/秒（b/s）
• 8データビット
•パリティなし
• 1ストップビット
•フロー制御なし

これらは、ルータのデフォルトのシリアル通信パラメータです。ご使用の端末またはホストの要

件に合わせてデフォルト設定を変更する方法については、『Cisco IOSTerminalServicesConfiguration
Guide』を参照してください。

（注）
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ステップ 2 RJ-45/RJ-45ケーブルと RJ-45/DB-25 DTE（データ端末装置）アダプタ、または RJ-45/DB-9 DTEアダプタ
（「Terminal」のラベル）を使用して、ポートに接続します。

コンソールインターフェイスの使用方法

コンソールインターフェイスを使用して CLIにアクセスする手順は、次のとおりです。

手順の概要

1. ルータのコンソールポートに端末ハードウェアを接続し、端末エミュレーションソフト

ウェアを適切に設定すると、次のプロンプトが表示されます。

2. Returnキーを押して、ユーザ EXECコンフィギュレーションモードを開始します。次の
プロンプトが表示されます。

3. ユーザ EXECコンフィギュレーションモードで、次のように enableコマンドを入力しま
す。

4. パスワードプロンプトに、システムパスワードを入力します。次に、「enablepass」とい
うパスワードを入力する例を示します。

5. イネーブルパスワードが許可されると、特権 EXECモードプロンプトが表示されます。
6. これで、特権 EXECモードのCLIへのアクセスが可能になりました。必要なコマンドを入
力して、必要なタスクを実行できます。

7. コンソールセッションを終了するには、次の例のように quitコマンドを入力します。

手順の詳細

ステップ 1 ルータのコンソールポートに端末ハードウェアを接続し、端末エミュレーションソフトウェアを適切に設
定すると、次のプロンプトが表示されます。

例：

Press Return for Console prompt

ステップ 2 Returnキーを押して、ユーザ EXECコンフィギュレーションモードを開始します。次のプロンプトが表
示されます。

例：

Router>

ステップ 3 ユーザ EXECコンフィギュレーションモードで、次のように enableコマンドを入力します。

例：

Router> enable

ステップ 4 パスワードプロンプトに、システムパスワードを入力します。次に、「enablepass」というパスワードを
入力する例を示します。
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例：

Password: enablepass

ステップ 5 イネーブルパスワードが許可されると、特権 EXECモードプロンプトが表示されます。

例：

Router#

ステップ 6 これで、特権 EXECモードの CLIへのアクセスが可能になりました。必要なコマンドを入力して、必要な
タスクを実行できます。

ステップ 7 コンソールセッションを終了するには、次の例のように quitコマンドを入力します。

例：

Router# quit

Telnetを使用してリモートコンソールから CLIにアクセスする方法
ここでは、Telnetを使用してルータのコンソールインターフェイスに接続し、CLIにアクセス
する方法について説明します。

Telnetを使用してルータコンソールに接続するための準備

TCP/IPネットワークから Telnetを使用してルータにリモートアクセスする前に、line vtyグ
ローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、仮想端末回線（vtys）をサポートする
ようにルータを設定する必要があります。また、ログインを要求するように vtyを設定し、パ
スワードを指定する必要もあります。

回線上でのログインを無効にされないようにするには、loginラインコンフィギュレーション
コマンドを設定する際に、passwordコマンドでパスワードを指定するのを忘れないようにし
てください。認証、許可、アカウンティング（AAA）を使用している場合は、loginauthentication
ラインコンフィギュレーションコマンドを設定する必要があります。login authenticationコ
マンドを使用してリストを設定するときに、回線上で AAA認証に関するログインが無効にさ
れないようにするには、aaa authentication loginグローバルコンフィギュレーションコマンド
を使用して、リストを設定する必要もあります。AAAサービスの詳細については、『CiscoIOS
Security Configuration Guide』および『 Cisco IOS Security Command Reference』を参照してくだ
さい。

（注）

また、ルータにTelnet接続する前に、ルータの有効なホスト名、またはルータに設定された IP
アドレスを取得しておく必要もあります。Telnetを使用してルータに接続するための要件、
Telnetサービスのカスタマイズ方法、および Telnetキーシーケンスの使用方法については、『
Cisco IOS Terminal Services Configuration Guide』を参照してください。
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Telnetを使用してコンソールインターフェイスにアクセスする方法

Telnetを使用してコンソールインターフェイスにアクセスする手順は、次のとおりです。

手順の概要

1. 端末または PCから次のいずれかのコマンドを入力します。
2. パスワードプロンプトで、ログインパスワードを入力します。次に、「mypass」という
パスワードを入力する例を示します。

3. ユーザ EXECモードで、次のように enableコマンドを入力します。
4. パスワードプロンプトに、システムパスワードを入力します。次に、「enablepass」とい
うパスワードを入力する例を示します。

5. イネーブルパスワードが許可されると、特権 EXECモードプロンプトが表示されます。
6. これで、特権 EXECモードのCLIへのアクセスが可能になりました。必要なコマンドを入
力して、必要なタスクを実行できます。

7. Telnetセッションを終了するには、次の例のように exitまたは logoutコマンドを入力しま
す。

手順の詳細

ステップ 1 端末または PCから次のいずれかのコマンドを入力します。

• connect host [port] [keyword]
• telnet host [port] [keyword]

この構文では、hostにはルータのホスト名または IPアドレスを指定し、portには 10進数のポート番号（デ
フォルトは 23）を指定します。また、keywordにはサポートされるキーワードを指定します。詳細につい
ては、『Cisco IOS Terminal Services Command Reference』を参照してください。

アクセスサーバを使用する場合は、ホスト名または IPアドレスだけではなく、 telnet 172.20.52.40
2004のように有効なポート番号を指定する必要があります。

（注）

次の例では、telnetコマンドで、routerという名称のルータに接続しています。

例：

unix_host% telnet router
Trying 172.20.52.40...
Connected to 172.20.52.40.
Escape character is '^]'.
unix_host% connect

ステップ 2 パスワードプロンプトで、ログインパスワードを入力します。次に、「mypass」というパスワードを入力
する例を示します。

例：

User Access Verification
Password: mypass

パスワードが設定されていない場合は、Returnを押します。（注）
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ステップ 3 ユーザ EXECモードで、次のように enableコマンドを入力します。

例：

Router> enable

ステップ 4 パスワードプロンプトに、システムパスワードを入力します。次に、「enablepass」というパスワードを
入力する例を示します。

例：

Password: enablepass

ステップ 5 イネーブルパスワードが許可されると、特権 EXECモードプロンプトが表示されます。

例：

Router#

ステップ 6 これで、特権 EXECモードの CLIへのアクセスが可能になりました。必要なコマンドを入力して、必要な
タスクを実行できます。

ステップ 7 Telnetセッションを終了するには、次の例のように exitまたは logoutコマンドを入力します。

例：

Router# logout

キーボードショートカットの使用方法
コマンドには、大文字と小文字の区別はありません。また、コマンドおよびパラメータは、現

在使用可能な他のコマンドまたはパラメータと区別可能な文字数まで省略できます。

次の表に、コマンドの入力および編集に使用するキーボードショートカットを示します。

表 1 :キーボードのショートカット

目的キーストローク

カーソルを 1文字分だけ後退させます。Ctrl-Bまたは Left Arrowキー1

カーソルを 1文字分だけ進めます。Ctrl-Fまたは、 Right Arrowキー
1

コマンドラインの先頭にカーソルを移動します。Ctrl-A

コマンドラインの末尾にカーソルを移動します。Ctrl-E

カーソルをワード 1つ分だけ後退させます。Esc B
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目的キーストローク

カーソルをワード 1つ分だけ進めます。Esc F

1
矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。

履歴バッファによるコマンドの呼び出し
履歴バッファには、直前に入力した 20のコマンドが保存されます。特別な省略コマンドを使
用して、再入力せずに保存されているコマンドにアクセスできます。

次の表に、ヒストリ置換コマンドの一覧を示します。

表 2 :ヒストリ置換コマンド

目的コマンド

履歴バッファに保存されているコマンドを、最新のコマンド

から順に呼び出します。キーを押すたびに、より古いコマン

ドが順次表示されます。

Ctrl-Pまたは Up Arrowキー2

Ctrl-Pまたは Up Arrowキーを使用してコマンドを呼び出し
た後、履歴バッファ内のより新しいコマンドに戻ります。

Ctrl-Nまたは、Down Arrow
キー 1

EXECモードで、最後に入力したいくつかのコマンドを表示
します。

Router# show history

2
矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。

コマンドモードについて
Cisco IOS XEソフトウェアにアクセスするには、CLIを使用します。CLIには複数のモードが
あることから、利用できるコマンドはその時点で利用しているモードにより異なります。CLI
プロンプトでクエスチョンマーク（?）を入力すると、それぞれのコマンドモードで利用でき
るコマンドの一覧を取得できます。

CLIにログインしたときのモードはユーザ EXECモードです。ユーザ EXECモードでは、使用
できるコマンドが制限されています。すべてのコマンドを使用できるようにするには、通常は

パスワードを使用して、特権EXECモードを開始する必要があります。特権EXECモードから
は、すべての EXECコマンド（ユーザモードまたは特権モード）を実行できます。また、グ
ローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。ほとんどの EXECコマ
ンドは 1回限りのコマンドです。たとえば、showコマンドであれば重要なステータス情報が
表示され、clearコマンドであれば、カウンタやインターフェイスがクリアされます。EXECコ
マンドはソフトウェアの再起動時に保存されません。
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コンフィギュレーションモードでは、実行コンフィギュレーションを変更できます。その後、

実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存しておくと、変

更されたコマンドはソフトウェアの再起動後も保存されます。特定のコンフィギュレーション

モードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードを開始する必要がありま

す。グローバルコンフィギュレーションモードでは、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモード、およびプロトコル専用モードなどその他のモードを開始できます。

ROMモニタモードは、Cisco IOS XEソフトウェアが適切にロードしない場合に使用される別
個のモードです。ソフトウェアの起動時、または起動時にコンフィギュレーションファイルが

破損している場合に、有効なソフトウェアイメージが見つからなければ、ソフトウェアはROM
モニタモードを開始することがあります。

次の表に、Cisco IOS XEソフトウェアのさまざまな一般的なコマンドモードへのアクセス方
法、またはアクセスを終了する方法について説明します。また、各モードで表示されるプロン

プトの例も示します。

表 3 :コマンドモードのアクセス方式および終了方法

終了方法プロンプトアクセス方式コマンドモード

logoutコマンドを使用します。
Router>

ログインします。ユーザ EXEC

ユーザ EXECモードに戻るには、
disableコマンドを使用します。

Router#
ユーザEXECモードで、enableEXEC
コマンドを使用します。

特権 EXEC

グローバルコンフィギュレーション

モードから特権 EXECモードに戻るに
は、exitor endコマンドを使用します。

Router(config)#
特権 EXECモードで、 configure
terminal特権 EXECコマンドを使用
します。

グローバル設定

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻るには、exitコマンドを使
用します。

特権 EXECモードに戻るには、endコ
マンドを使用します。

Router(config-if)#
グローバルコンフィギュレーション

モードで、interfaceコマンドを使用
してインターフェイスを指定します。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション

ROMモニタモードを終了する場合は、
continueコマンドを使用します。

>
特権 EXECモードで、reload EXEC
コマンドを使用します。システムの

起動時、最初の 60秒以内に Break
キーを押します。

ROMモニタ

コマンドモードの詳細については、『Cisco IOSConfiguration Fundamentals ConfigurationGuide』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html）
の「Using the Command-Line Interface」の章を参照してください。
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へルプの利用方法
CLIプロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンドモードで使用できるコマンドの一覧
が表示されます。またコンテキストヘルプ機能を使用すると、コマンドに関連するキーワード

と引数のリストを取得できます。

コマンドモード、コマンド、キーワード、または引数に固有のヘルプを参照するには、次の表

に記載されているコマンドのいずれかを使用します。

表 4 :ヘルプコマンドおよび説明

目的コマンド

コマンドモードのヘルプシステムの概要を示します。
help

特定の文字ストリングで始まるコマンドのリストが表示されます（コマンドと疑問符の間

にはスペースを入れないでください）。
abbreviated-command-entry
?

特定のコマンド名を補完します。
abbreviated-command-entry
<Tab
>

特定のコマンドモードで使用可能なすべてのコマンドをリストします。
?

コマンドラインで次に入力する必要のあるキーワードまたは引数が表示されます（コマン

ドと疑問符の間にスペースを入れてください）。
command
?

コマンドオプションの検索：例

ここでは、コマンドの構文を表示する方法の例を示します。コマンド構文には、任意または必

須のキーワードおよび引数が含まれています。コマンドのキーワードおよび引数を表示するに

は、コンフィギュレーションプロンプトで疑問符（?）を入力するか、またはコマンドの一部
を入力した後に 1スペース空けて、疑問符（?）を入力します。Cisco IOS XEソフトウェアで
は、使用可能なキーワードおよび引数のリストと簡単な説明が表示されます。たとえば、グ

ローバルコンフィギュレーションモードから arapコマンドのすべてのキーワードまたは引数
を表示する場合は、arap?と入力します。

コマンドヘルプ出力の中の<cr>記号は「改行」を表します。古いキーボードでは、CRキーは
Returnキーです。最近のキーボードでは、CRキーは Enterキーです。コマンドヘルプの最後
の<cr>記号は、Enterキーを押してコマンドを完成させるオプションがあること、および<cr>
記号に先行するリスト内の引数およびキーワードはオプションであることを示します。<cr>記
号だけの場合は、使用可能な引数またはキーワードが他に存在せず、Enterキーを押してコマ
ンドを完成させる必要があることを示します。

次の表に、疑問符（?）を使ったコマンド入力のアシスト方法を示します。
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表 5 :コマンドオプションの検索

コメントコマンド

enableコマンドとパスワードを入力して、特権 EXECコマンド
にアクセスします。プロンプトが「>」から「#」に変わったら
（例：Router>から Router#）、特権 EXECモードに切り替わっ
ています。

Router> enable
Password: <password>
Router#

グローバルコンフィギュレーションモードを開始するには、

configureterminal特権 EXECコマンドを入力します。グローバ
ルコンフィギュレーションモードが開始されると、プロンプト

が Router(config)#に変わります。

Router#
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z.
Router(config)#

interfaceserialグローバルコンフィギュレーションコマンドを
使用して、設定するシリアルインターフェイスを指定し、イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示する

には、?と入力します。この例では、シリアルインターフェイ
スのスロット番号とポート番号を、スラッシュで区切って入力

する必要があります。

<cr>記号が表示されている場合は、Enterキーを押してコマンド
を完了できます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードが開始される

と、プロンプトが Router(config-if)#に変わります。

Router(config)# interface serial ?
<0-6> Serial interface number

Router(config)# interface serial 4 ?
/

Router(config)# interface serial 4/ ?
<0-3> Serial interface number

Router(config)# interface serial 4/0 ?
<cr>
Router(config)# interface serial 4/0
Router(config-if)#
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コメントコマンド

シリアルインターフェイスに使用できるすべてのインターフェ

イスコンフィギュレーションコマンドのリストを表示するに

は、?を入力します。次の例では、使用可能なインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドの一部だけを示していま

す。

Router(config-if)# ?
Interface configuration commands:
ip Interface Internet Protocol
config commands
keepalive Enable keepalive
lan-name LAN Name command
llc2 LLC2 Interface Subcommands
load-interval Specify interval for load

calculation for an
interface

locaddr-priority Assign a priority group
logging Configure logging for

interface
loopback Configure internal loopback
on an interface
mac-address Manually set interface MAC

address
mls mls router sub/interface

commands
mpoa MPOA interface configuration
commands
mtu Set the interface Maximum

Transmission Unit (MTU)
netbios Use a defined NETBIOS access
list or enable

name-caching
no Negate a command or set its
defaults
nrzi-encoding Enable use of NRZI encoding
ntp Configure NTP

Router(config-if)#

インターフェイスの設定のためのコマンドを入力します。この

例では、ipコマンドを使用します。

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示する

には、?と入力します。次の例では、使用可能なインターフェ
イス IPコンフィギュレーションコマンドの一部だけを示して
います。

Router(config-if)# ip ?
Interface IP configuration subcommands:
access-group Specify access control for

packets
accounting Enable IP accounting on this
interface
address Set the IP address of an

interface
authentication authentication subcommands
bandwidth-percent Set EIGRP bandwidth limit
broadcast-address Set the broadcast address of
an interface
cgmp Enable/disable CGMP
directed-broadcast Enable forwarding of directed
broadcasts
dvmrp DVMRP interface commands
hello-interval Configures IP-EIGRP hello

interval
helper-address Specify a destination address
for UDP broadcasts
hold-time Configures IP-EIGRP hold time

Router(config-if)# ip
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コメントコマンド

インターフェイスの設定のためのコマンドを入力します。この

例では、ipaddressコマンドを使用します。

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示する

には、?と入力します。この例では、IPアドレスまたは
negotiatedキーワードを入力する必要があります。

CR（<cr>）が表示されないため、コマンドを完了するには、
キーワードまたは引数をさらに入力する必要があります。

Router(config-if)# ip address ?
A.B.C.D IP address
negotiated IP Address negotiated over

PPP
Router(config-if)# ip address

使用するキーワードまたは引数を入力します。この例では、IP
アドレスとして 172.16.0.1を使用しています。

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示する

には、?と入力します。この例では、IPサブネットマスクを入
力する必要があります。

<cr>が表示されないため、コマンドを完了するには、キーワー
ドまたは引数をさらに入力する必要があります。

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 ?
A.B.C.D IP subnet mask

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1

IPサブネットマスクを入力します。この例では、IPサブネット
マスク 255.255.255.0を使用しています。

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示する

には、?と入力します。この例では、secondaryキーワードを入
力するか、Enterキーを押します。

<cr>が表示されます。Enterキーを押してコマンドを終了する
か、別のキーワードを入力します。

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1
255.255.255.0 ?
secondary Make this IP address a

secondary address
<cr>

Router(config-if)# ip address 172.16.0.1
255.255.255.0

この例では、Enterキーを押してコマンドを完了しています。
Router(config-if)# ip address 172.16.0.1
255.255.255.0
Router(config-if)#

コマンドの no形式および default形式の使用
ほぼすべてのコンフィギュレーションコマンドにno形式があります。一般には、no形式を使
用して機能をディセーブルにします。ディセーブルになっている機能を再イネーブルにした

り、デフォルトでディセーブル化されている機能をイネーブルにするには、noキーワードを
指定しないでコマンドを使用します。たとえば、IPルーティングはデフォルトでイネーブルに
設定されています。IPルーティングを無効にするには、no ip routing command; to re-enable IP
routing, use the ip routingコマンドを使用します。Cisco IOSソフトウェアのコマンドリファレ
ンスには、コンフィギュレーションコマンドの完全な構文、および no形式のコマンドの機能
が記載されています。
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多くの CLIコマンドには default形式もあります。default command-nameコマンドを実行する
ことで、コマンドをデフォルトの設定にすることができます。Cisco IOSソフトウェアのコマ
ンドリファレンスでは default形式が、コマンドのプレーン形式か no形式と異なる機能を実
行する場合、コマンドの default形式の機能を説明しています。システムで使用できるデフォ
ルトコマンドを表示するには、コマンドラインインターフェイスの該当するコマンドモード

で default ?と入力します。

コンフィギュレーションの変更の保存
設定の変更をスタートアップコンフィギュレーションに保存して、ソフトウェアのリロードや

停電の発生時に変更内容が失われないようにするには、copy running-config startup-configコマ
ンドを使用します。次に例を示します。

Router# copy running-config startup-config
Building configuration...

設定の保存には 1～ 2分かかります。設定が保存されると、次の出力が表示されます。

[OK]
Router#

この手順を実行すると、ほとんどのプラットフォームでは、設定がNVRAM（不揮発性RAM）
に保存されます。クラスAフラッシュファイルシステムプラットフォームでは、次の手順に
より、コンフィギュレーションが、CONFIG_FILE環境変数によって指定された場所に保存さ
れます。CONFIG_FILE変数のデフォルトは NVRAMになります。

showおよび moreコマンド出力のフィルタリング
showおよびmoreコマンドの出力を検索してフィルタリングできます。この機能は、大量の出
力を並べ替える必要がある場合や、不要な出力を除外する場合に役立ちます。

この機能を使うには、showまたはmoreコマンドに「パイプ」記号（|）を続け、begin、include、
excludeのキーワードのいずれかを入力します。さらに検索またはフィルタリングの内容を正
規表現で指定します（大文字と小文字は区別されます）。

show command | {begin | include | exclude} regular-expression

この出力は、コンフィギュレーションファイル内の情報の特定の行に一致します。次に、show
interfaceコマンドに出力修飾子を使用して、「protocol」という表現が現れる行のみを出力す
る例を示します。

Router# show interface | include protocol
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Serial4/0 is up, line protocol is up
Serial4/1 is up, line protocol is up
Serial4/2 is administratively down, line protocol is down
Serial4/3 is administratively down, line protocol is down
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検索とフィルタリング機能については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration
Guide』の「Using the Command-Line Interface」の章を参照してください。

プラットフォームおよびシスコソフトウェアイメージの

サポート情報の検索
シスコのソフトウェアには、特定のプラットフォームに対応したソフトウェアイメージで構成

されるフィーチャセットが含まれています。特定のプラットフォームで使用できるフィーチャ

セットは、リリースに含まれるシスコソフトウェアイメージによって異なります。特定のリ

リースで使用できるソフトウェアイメージのセットを確認する場合、またはある機能が特定の

Cisco IOSXEソフトウェアイメージで使用可能かどうかを確認するには、CiscoFeatureNavigator
を使用するか、ソフトウェアリリースノートを参照してください。

Cisco Feature Navigatorの使用
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOSソフトウェアイ
メージの各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorには、
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jspからアクセスできます。アクセスするには、Cisco.com
のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名やパスワードを忘れた

場合は、ログインダイアログボックスで適切なボタンをクリックし、表示される説明に従って

ください。

Software Advisorの使用
ある機能が特定のCisco IOS Releaseでサポートされているか確認する場合、その機能を対象と
したソフトウェアマニュアルを検索する場合、またはハードウェアがルータにインストールさ

れている Cisco IOSソフトウェアの最小要件を確認する場合に、Cisco.comで Software Advisor
ツールを使用できます。

http://tools.cisco.com/Support/Fusion/FusionHome.do

このツールにアクセスするには、Cisco.comの登録ユーザである必要があります。

ソフトウェアリリースノートの使用

Cisco IOS XEソフトウェアリリースには、次の情報が記載されたリリースノートが含まれて
います。

•プラットフォームのサポート情報
•メモリに関する推奨事項
•新機能の情報
•全プラットフォームの未解決および解決済みの重大度 1および 2の注意事項
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リリースノートには、最新のリリースに固有の情報が記載されています。これらの情報には、

以前のリリースに記載済みの機能に関する情報が含まれていないことがあります。以前の機能

の情報については、Cisco Feature Navigatorを参照してください。
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