
Cisco IOS ソフトウェアの基礎知識

Cisco IOSソフトウェアの使用方法について理解しておくと、ルータの設定を効率的に行うこと
ができます。すでに Cisco IOSソフトウェアを理解している場合は、次の章に進んでください。

•ルータの基本設定

•展開シナリオ

この付録では、次の内容で基礎知識について説明します。

• PCからのルータの設定, 1 ページ

• コマンドモードについて, 2 ページ

• ヘルプの表示, 5 ページ

• イネーブルシークレットパスワードおよびイネーブルパスワード, 6 ページ

• グローバルコンフィギュレーションモードの開始, 7 ページ

• コマンドの使用方法, 8 ページ

• コンフィギュレーションの変更の保存, 9 ページ

• まとめ, 10 ページ

PC からのルータの設定
コンソールポート経由で接続された PCからルータを設定するには、端末エミュレーションソフ
トウェアを使用します。PCはこのソフトウェアを使用して、ルータにコマンドを送信します。以
下の表に、実行しているオペレーティングシステムに応じて使用できる一般的な端末エミュレー

ションソフトウェアをいくつか示します。
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表 1：端末エミュレーションソフトウェアの種類

端末エミュレーションソフトウェアPC オペレーティングシステム

HyperTerm（Windowsソフトウェアに組み込ま
れています）、ProComm Plus

Windows 95、Windows 98、Windows 2000、
Windows NT、Windows XP

Terminal（Windowsソフトウェアに組み込まれ
ています）

Windows 3.1

ProComm、VersaTermMacintosh

端末エミュレーションソフトウェアを使用して、PCに接続されているルータの設定を変更でき
ます。PCがルータと対話できるようにするため、ソフトウェアを次の標準VT-100エミュレーショ
ン設定に合わせて設定してください。

• 9600ボー

• 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

この設定は、ご使用のルータのデフォルト設定に一致する必要があります。ルータのボー、デー

タビット、パリティ、またはストップビットの設定を変更するには、ROMモニタのパラメータ
を再設定する必要があります。詳細については、「ROMモニタ」を参照してください。ルータ
フロー制御設定を変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードで flowcontrolコマ
ンドを使用します。

ルータを設定するためにグローバルコンフィギュレーションモードを開始する手順については、

この章で後述するグローバルコンフィギュレーションモードの開始, （7ページ）の項を参照
してください。

コマンドモードについて
ここでは、Cisco IOSコマンドモードの構造について説明します。コマンドモードは、それぞれ
固有の Cisco IOSコマンド群をサポートしています。たとえば、interface type numberコマンドを
使用できるのは、グローバルコンフィギュレーションモードだけです。

次に示す Cisco IOSコマンドモードは、階層構造になっています。ルータセッションを開始した
時点では、ユーザ EXECモードが有効です。

•ユーザ EXEC

•特権 EXEC
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•グローバルコンフィギュレーション

以下の表には、このマニュアルで使用されているコマンドモードを一覧し、各モードへのアクセ

ス方法、各モードのプロンプト、モードを終了する方法および別のモードを開始する方法につい

て説明します。各モードでは、設定するルータの要素がそれぞれ異なるため、モードの切り替え

を頻繁に行わなければならない場合があります。特定のモードで使用できるコマンドの一覧を表

示するには、プロンプトで疑問符（?）を入力します。各コマンドの詳細（構文も含む）について
は、Cisco IOS Release 12.3のマニュアルを参照してください。

表 2：コマンドモードの概要

モードの用途モードの終了および開

始

プロンプトAccess Methodモード

このモードは次の場合

に使用します。

•端末の設定変更

•基本テストの実
行

•システム情報の
表示

ルータセッションを終

了するには、logoutコ
マンドを入力します。

Router>ルータセッションを開

始します。

ユーザ EXEC

このモードは次の場合

に使用します。

•ルータの動作パ
ラメータを設定

する。

•このマニュアル
で説明されてい

る確認手順を実

行する。

ルータコンフィギュ

レーションに対する不

正な変更を防ぐため、

イネーブルシークレッ

トパスワードおよびイ

ネーブルパスワード,
（6ページ）に説明
されているようにパス

ワードを使用して、こ

のモードへのアクセス

を保護します。

•ユーザ EXEC
モードに戻るに

は、disableコマ
ンドを入力しま

す。

•グローバルコン
フィギュレー

ションモードを

開始するには、

configureコマン
ドを入力しま

す。

Router#ユーザEXECモードか
ら enableコマンドを
入力します。

特権 EXEC
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モードの用途モードの終了および開

始

プロンプトAccess Methodモード

このモードは、ルータ

にグローバルに適用す

るパラメータを設定す

る目的で使用します。

このモードからは次の

モードにアクセスでき

ます。

•インターフェイ
スコンフィギュ

レーション

•ルータコンフィ
ギュレーション

•ラインコンフィ
ギュレーション

•特権 EXECモー
ドに戻るには、

exitまたは endコ
マンドを入力す

るか、Ctrl-Zを
押します。

•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、

interfaceコマン
ドを入力しま

す。

Router (config)#特権EXECモードから
configure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

このモードは、ルータ

のイーサネットイン

ターフェイスおよびシ

リアルインターフェイ

スまたはサブインター

フェイスのパラメータ

を設定する目的で使用

します。

•グローバルコン
フィギュレー

ションモードに

戻る場合は、exit
コマンドを入力

します。

•特権 EXECモー
ドに戻るには、

endコマンドを入
力するか、Ctrl-Z
を押します。

•サブインター
フェイスコン

フィギュレー

ションモードを

開始するには、

interfaceコマン
ドを使用してサ

ブインターフェ

イスを指定しま

す。

Router(config-if)#グローバルコンフィ

ギュレーションモード

から、interfaceコマン
ド（interfaceatm0など
の特定のインターフェ

イスで）を入力しま

す。

インターフェイスコン

フィギュレーション
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モードの用途モードの終了および開

始

プロンプトAccess Methodモード

このモードは、IPルー
ティングプロトコルを

設定する目的で使用し

ます。

•グローバルコン
フィギュレー

ションモードに

戻る場合は、exit
コマンドを入力

します。

•特権 EXECモー
ドに戻るには、

endコマンドを入
力するか、Ctrl-Z
を押します。

Router (config- router)#グローバルコンフィ

ギュレーションモード

から、routerコマンド
のいずれかに、適切な

キーワードとして、た

とえば、routerripを指
定して入力します。

ルータコンフィギュ

レーション

このモードを使用し

て、端末回線のパラ

メータを設定します。

•グローバルコン
フィギュレー

ションモードに

戻る場合は、exit
コマンドを入力

します。

•特権 EXECモー
ドに戻るには、

endコマンドを入
力するか、Ctrl-Z
を押します。

Router (config- line)#グローバルコンフィ

ギュレーションモード

から、lineコマンド
に、目的の回線番号お

よびオプションの回線

タイプとして、たとえ

ば、line0を指定して
入力します。

ラインコンフィギュ

レーション

ヘルプの表示
疑問符（?）と矢印キーを使用すると、コマンドの入力に役立ちます。

疑問符を入力すると、その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。

Router> ?
access-enable Create a temporary access-list entry
access-profile Apply user-profile to interface
clear Reset functions
.
.
.
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コマンドを完成させるには、わかっている文字を数文字入力し、続けて疑問符を入力します（ス

ペースなし）。

Router> sh?
* s=show set show slip systat

コマンド変数のリストを表示するには、コマンドに続けてスペースと疑問符を入力します。

Router> show ?
.
.
.
clock Display the system clock
dialer Dialer parameters and statistics
exception exception information
.
.
.

UpArrowキーを押すと、直前に入力したコマンドが再表示されます。UpArrowキーを押し続け
ると、さらに前に入力したコマンドにさかのぼって、順に表示されます。

イネーブルシークレットパスワードおよびイネーブル

パスワード
デフォルトでは、ルータはパスワード保護なしで出荷されます。特権 EXECコマンドの多くは動
作パラメータの設定に使用されるため、これらのコマンドをパスワードで保護して、不正使用を

防止する必要があります。

パスワードの設定には、次の 2つのコマンドを使用します。

• enablesecret password：非常にセキュアな暗号化パスワード

• enable password：やや安全性の低い、暗号化されていないローカルパスワード

enableおよび enablesecretのパスワードはどちらも、各種権限レベル（0～ 15）へのアクセスを
制御します。enableパスワードはローカルで使用することを前提としているため、暗号化されま
せん。enablesecretパスワードは、ネットワークで使用する、つまり、ネットワークを超えてパス
ワードを使用したり、TFTPサーバにパスワードを保管したりする環境での使用を前提としていま
す。特権 EXECモードコマンドにアクセスするには、権限レベル 1の enablesecretまたは enable
パスワードを入力する必要があります。

最大限のセキュリティを確保するには、これらのパスワードを別々のものにする必要があります。

セットアップ時に両方のパスワードに同じ文字列を入力すると、ルータはそのパスワードを受け

付けますが、異なったパスワードにするように指示する警告メッセージが表示されます。

enablesecretパスワードには、大文字小文字の英数字1～25文字を含めることができます。enable
パスワードには、任意の数の大文字と小文字の英数字を使用できます。どちらのパスワードでも、

先頭文字に数字は使用できません。パスワードにはスペースも使用できます。たとえば、twowords
は有効なパスワードです。先行スペースは無視されますが、後続スペースは認識されます。
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グローバルコンフィギュレーションモードの開始
ルータのコンフィギュレーションを変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードを

使用する必要があります。ここでは、ルータのコンソールポートに接続された端末または PCを
使用して、グローバルコンフィギュレーションモードを開始する手順について説明します。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始する手順は、次のとおりです。

手順の概要

1. ルータの起動後、enableまたは enablesecretコマンドを入力します。
2. ルータにイネーブルパスワードを設定している場合は、プロンプトに対してそのパスワードを
入力します。

3. 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コマンドを実
行します。

手順の詳細

ステップ 1 ルータの起動後、enableまたは enablesecretコマンドを入力します。

例：

Router> enable

ステップ 2 ルータにイネーブルパスワードを設定している場合は、プロンプトに対してそのパスワードを入力しま

す。

イネーブルパスワードは、入力しても画面に表示されません。次に、特権 EXECモードを開始する例を
示します。

例：

Password: enable_password
Router#

プロンプトにシャープ記号（#）が表示されることにより、特権 EXECモードが開始されたことがわかり
ます。この時点でルータコンフィギュレーションの変更を行うことができます。

ステップ 3 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コマンドを実行します。

例：

Router# configure terminal
Router(config)#

この時点でルータコンフィギュレーションの変更を行うことができます。
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コマンドの使用方法
ここでは、コマンドラインインターフェイス（CLI）でCisco IOSコマンドを入力するときに役立
つヒントをいくつか紹介します。

コマンドの短縮形

コマンドを入力する際、ルータが一意のコマンドとして認識できる文字数だけを入力すれば十分

です。次に、showversionコマンドを入力する例を示します。

Router # sh v

コマンドの取り消し

機能を無効にする、または入力したコマンドを元に戻すには、ほとんどのコマンドで前にnoキー
ワードを付けます。たとえば、noiproutingのようにします。

コマンドラインエラーメッセージ

次の表に、CLIを使用してルータを設定するときに表示される可能性のあるエラーメッセージの
一部を紹介します。
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表 3：CLI の代表的なエラーメッセージ

ヘルプの表示方法意味エラーメッセージ

再度コマンドを入力し、続けて

疑問符（?）を入力します（コ
マンドと疑問符の間にはスペー

スは入れません）。

コマンドとともに入力できる利

用可能なキーワードが表示され

ます。

ルータがコマンドとして認識で

きる十分な文字数を入力してい

ません。

% Ambiguous command:
"show con"

再度コマンドを入力し、続けて

疑問符（?）を入力します（コ
マンドと疑問符の間にはスペー

スは入れません）。

コマンドとともに入力できる利

用可能なキーワードが表示され

ます。

コマンドに必須のキーワードま

たは値が、一部入力されていま

せん。

% Incomplete command.

疑問符（?）を入力して、この
コマンドモードで使用できる

コマンドをすべて表示します。

コマンドの入力ミスです。エ

ラーのある位置に、カレット記

号（^）が表示されます。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コンフィギュレーションの変更の保存
設定の変更は、システムのリロードや停電が発生した際に失われないように、copy
running-configstartup-configコマンドを使用して NVRAMに保存する必要があります。次に、こ
のコマンドを使用して変更を保存する例を示します。

Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?

Enterを押してデフォルトの保存先ファイル名である startup-configをそのまま使用するか、対象の
保存先ファイル名を入力して Enterを押します。

コンフィギュレーションが NVRAMに保存されるまでに、1～ 2分を要する場合があります。設
定が保存されると、次のメッセージが表示されます。

Building configuration...
Router#
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まとめ
以上、Cisco IOSソフトウェアの基本事項について学習したため、ルータの設定作業を開始するこ
とができます。以下に留意してください。

•疑問符（?）と矢印キーを使用すると、コマンドの入力に役立ちます。

•各コマンドモードは、一定のコマンドセットに制限されています。コマンドの入力に問題
が生じたときは、プロンプトを確認したあと、疑問符（?）を入力して、使用できるコマンド
の一覧を表示してください。間違ったコマンドモードを使用しているか、構文が不正である

可能性があります。

•機能をディセーブルにするには、コマンドの前に noキーワードを挿入します。たとえば、
noiproutingのように入力します。

•コンフィギュレーションの変更内容はNVRAMに保存して、システムの再ロード時または停
電時に消失しないようにします。

次の手順：

ルータを設定するには、「ルータの基本設定」および「展開シナリオ」に進みます。展開シナリ

オ
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