
Cisco NCS 4216 の初期設定

この章を参考にすることにより、ルータの基本設定を理解し、ネットワークにアクセスすること

ができます。複雑な設定手順はこのマニュアルの対象外です。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の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モジュラコンフィギュレーションガイドおよびモジュ

ラコマンドリファレンスを参照してください。

Cisco NCS 4216をコンソールから設定するには、端末をルータコンソールポートに接続する必
要があります。

• システム起動前の確認 , 1 ページ

• Cisco NCS 4216の電源投入, 2 ページ

• 起動時の Cisco NCS 4216の設定, 3 ページ

• Cisco NCS 4216の安全な電源オフ, 6 ページ

システム起動前の確認
ルータを起動する前に、次の条件に適合していることを確認します。

•ルートスイッチプロセッサ（RSP）が取り付けられていること。

•オプションのギガビットイーサネット管理ポートケーブルが装備されていること。

•シャーシが確実に設置されていて、アースされている。

•電源コードおよびインターフェイスケーブルが接続されている。

•端末エミュレーションプログラム（hyperTerminalまたは同等のもの）がインストールされた
PCがコンソールポートに接続され、起動されていること

• PCの端末エミュレーションプログラムで、9600ボー、8データビット、1ストップビット、
パリティなし、フローコントロールなしと設定されていること

•アクセスコントロールのためにパスワードが選択されている。
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•取り外し可能なコンポーネントの固定ネジがすべてしっかりと締められていること

•コンソール端末がオンになっている。

•イーサネットおよびシリアルインターフェイスの IPアドレスが確定している。

•空のカードスロットとカードベイをカードカバーでふさいでいること。これにより、シャー
シ内部の空気流を確保でき、適切な電磁適合性（EMC）を得ることもできます。

Cisco NCS 4216 の電源投入
すべてのカードスロットと収納部が塞がっていることを確認してください。空のスロットにはブ

ランクの前面プレートを取り付けます。電源スロットは空の状態にしておかないでください。電

源スロットにカバーが付いていない場合、ミッドプレーンの電源ピンの危険電圧に晒される危険

があります。

ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。シャーシ内
の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉（EMI）の影響を防ぐ
こと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべて

のカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用して

ください。ステートメント 1029

警告

Cisco NCS 4216の取り付けとケーブルの接続が完了したら、ルータを起動し、次の手順を実行し
ます。

ステップ 1 「DC電源装置のアクティブ化」に記載された手順を使用して、DC電源をアクティブ化します。
メッセージが停止し、SYSPWRLEDがグリーンで点灯するまでは、キーボードのキーを押さない
でください。このときに任意のキーを押すと、メッセージが停止したときに入力された最初のコ

マンドと解釈されます。その結果、ルータの電源がオフになり、最初からやり直しになる可能性

があります。メッセージが停止するまでは数分かかります。

注意

これは表示される内容を示す単なる例です。システムブートは、システムの出荷時の設定によっ

て異なります。

（注）

ステップ 2 初期化プロセスを確認します。システムブートが完了すると（プロセスには数秒かかります）、CiscoNCS
4216 RSPが初期化を開始します。
ブートプロセス中に、SYSTEMLEDを確認します。共有ポートアダプタのLEDは不規則に点滅します。
ルータが起動すると、ステータス LEDはグリーンに点灯し続けます。
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前面パネルの LED の確認
前面パネルのインジケータLEDでは、起動中の電源、動作、ステータスに関する有益な情報が得
られます。LEDの詳細については、「トラブルシューティング」を参照してください。

ハードウェア構成の確認

ハードウェア機能を表示して確認するには、次のコマンドを入力します。

• showversion：システムのハードウェアバージョン、インストールされているソフトウェア
バージョン、コンフィギュレーションファイルの名前とソース、ブートイメージ、搭載さ

れている DRAM、NVRAM、およびフラッシュメモリの容量を表示します。

• showdiagslot：シャーシのアセンブリの IDPROMの情報が表示されます。

ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認

ご使用の Cisco NCS 4216ルータに搭載されているハードウェアに対する Cisco IOSソフトウェア
の最小要件を確認するには、Cisco.comのSoftwareAdvisorツールを使用します。このツールでは、
個別のハードウェアモジュールやコンポーネントに対するCisco IOSの最小要件を確認できます。

このツールにアクセスするためには、Cisco.comのログインアカウントが必要です。（注）

Software Advisorにアクセスするには、Cisco.comで [Login]をクリックして、検索ボックスに
SoftwareAdvisorと入力し、[Go]をクリックします。SoftwareAdvisorツールのリンクをクリックし
ます。

製品シリーズを選択するか、または特定の製品番号を入力して、ハードウェアに必要なソフトウェ

アの最低要件を検索します。

起動時の Cisco NCS 4216 の設定
ここでは、Cisco NCS 4216の基本実行コンフィギュレーションを作成する方法を説明します。

ルータの設定を完了するためには、あらかじめシステム管理者から正しいネットワークアド

レスを入手するか、システム管理者にネットワークプランを知らせて、アドレスが正しいか

どうかを確認する必要があります。

（注）

設定プロセスを進める前に、showversionコマンドを入力して、ルータの現在の状態を確認しま
す。showversionコマンドを実行すると、ルータで使用できる Cisco IOSソフトウェアのリリース
が表示されます。
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コンフィギュレーションを作成してから変更する方法については、Cisco IOSのコンフィギュレー
ションおよびコマンドリファレンスガイドを参照してください。

Cisco NCS 4216をコンソールから設定するには、端末またはターミナルサーバを Cisco NCS 4216
RSPのコンソールポートに接続する必要があります。管理イーサネットポートを使用して Cisco
NCS 4216を設定するには、ルータの IPアドレスが使用可能である必要があります。

コンソールインターフェイスの使用方法

コンソールを使用してコマンドライン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。

ステップ 1 システムの起動中にプロンプトに対して「No」と入力します。

例：

--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

ステップ 2 Returnを押して、ユーザ EXECモードを開始します。次のプロンプトが表示されます。
Router>

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。
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。システムに有効なパスワードが設定され

ていない場合、この手順は省略します。次に、enablepassというパスワードを入力する例を示します。
Password: enablepass

ステップ 5 有効なパスワードが受理されると、「Router#」という表示の特権 EXECモードのプロンプトが表示され
ます。

ステップ 6 これで、特権EXRC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。コンソールセッションを終了するには、次のようにquitコマンドを入力します。

例：

Router# quit
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グローバルパラメータの設定

セットアッププログラムの初回起動時に、グローバルパラメータを設定する必要があります。こ

れらのパラメータはシステム全体の設定を制御するために使用します。次の手順でグローバルパ

ラメータを入力します。

ステップ 1 コンソール端末をコンソールポートに接続して、ルータを起動します。

ここに示すのは、出力例です。実際のプロンプトはこれとは異なることがありま

す。

（注）

この情報が表示された場合、ルータは正常に起動しています。

例：

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706
.
.
.

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

Press RETURN to get started!

ステップ 2 コンフィギュレーションスクリプトの最初の部分は、システムの初回起動時にだけ表示されます。次回以

降のセットアップ機能の使用時には、次の例のようにシステムコンフィギュレーションダイアログから

スクリプトが始まります。初期設定ダイアログを開始するかどうかを確認されたら、yesと入力します。

例：

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] yes
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Basic management setup configures only enough connectivity for management of the system, extended
setup will ask you to configure each interface on the system.

基本管理セットアップでは、システム管理用の接続だけが設定されます。拡張セットアップでは、システ

ムの各インターフェイスも設定する必要があります。グローバルパラメータの設定方法の詳細について

は、『Cisco NCS 4216 Software Configuration Guide』を参照してください。
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実行コンフィギュレーションの設定値の確認

入力した設定値を確認するには、Router#プロンプトで show running-configコマンドを入力しま
す。

Router# show running-config

設定の変更を確認する場合は、EXECモードで show startup-configコマンドを使用して変更内容
を表示し、copy run-startを使用して NVRAMに保存します。

ROMMONの変数は、IOSを起動するために、工場出荷時に ?"BOOT="bootflash:Image/packages.conf"?
に設定されています。ただし、ブートコマンドは事前設定されていません。

ブートコマンドが設定されていないため、最初の電源再投入後はルータがROMMONモードで起
動し、次のメッセージが表示されます。

no valid BOOT image found
Final autoboot attempt from default boot device...
Located tracelogs.030
Image size 6181 inode num 13, bks cnt 2 blk size 8*512
Boot image size = 6181 (0x1825) bytes
Unknown image structure
boot: cannot determine first file name on device "bootflash:/"
rommon1>.

ROMMON状態でルータが起動しないように、初回のリロード前にブートコマンドを設定するこ
とを強く推奨します。

Router(config)# boot system flash bootflash:/Image/asr900rsp3-universalk9.x.x.x.-ext.bin

NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存
NVRAMにあるスタートアップコンフィギュレーションに設定や変更を保存するには、次のよう
に Router#プロンプトで copy running-config startup-configコマンドを入力します。

Router# copy running-config startup-config

このコマンドを使用すると、コンフィギュレーションモードおよびセットアップ機能を使用して

ルータに作成した設定値が保存されます。この作業を行わないと、作成した設定値は次回のルー

タ起動時に失われます。

Cisco NCS 4216 の安全な電源オフ
ここでは、Cisco NCS 4216のシャットダウン方法を示します。シャーシのすべての電源を切る前
に、reloadコマンドを発行することを推奨します。これにより、オペレーティングシステムに
よってすべてのファイルシステムがクリーンアップされます。リロード処理が完了したら、Cisco
NCS 4216の電源を安全に切断できます。
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Cisco NCS 4216から安全に電源を切断する手順は、次のとおりです（例も参照）。

ステップ 1 アクセサリキットに含まれている静電気防止用リストストラップの一端を手首に付けます。

ステップ 2 reloadコマンドを入力します。

ステップ 3 reloadコマンドを確認します。

例：

Router# reload
Proceed with reload? [confirm]
*Sep 7 09:00:40.084 IST:%SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
Sep 7 09:01:02.649 R1/0:%PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit with reload
chassis code

ステップ 4 reloadコマンドを確認したあと、システムブートストラップメッセージが表示されるまで、システムの電
源を切らずに待機します。

ステップ 5 Cisco NCS 4216から電源コードをすべて取り外します。
a) 回路ブレーカースイッチの付いた電源の場合は、スイッチをオフ（O）の位置に切り替えます。
b) スタンバイスイッチの付いた電源の場合は、スタンバイスイッチをスタンバイ位置に切り替えます。
ルータの電源をオフにしたのち、再度電源をオンにするまで、30秒以上間隔をあけてください。
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