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ソフトウェアのインストール 

この章では、Cisco IOS イメージのアップグレード方法、ROM モニタの使用方法、Field 
Programmable ユニットのアップグレード方法、および Cisco ISR 900 シリーズルータでサポート
されているライセンス パッケージについて説明します。この章は、次の項で構成されています。

• ROM モニタ（5 ページ）

• カプセル アップグレードを使用した ROMMON のアップグレード（11 ページ）

• Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード（11 ページ）

• 移行が可能（22 ページ）

ROM モニタ
ROM モニタ ファームウェアは、ルータの電源投入時またはリセット時に実行され、このファー
ムウェアは、プロセッサ ハードウェアの初期化とオペレーティング システムのブートを助けま
す。ROM モニタを使用して、忘れてしまったパスワードの回復や Cisco IOS ソフトウェアのダウ
ンロードなど、特定の設定作業を実行できます。

ROM モニタを使用するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• ROM モニタ モードのコマンド プロンプト（5 ページ）

• ルータが ROM モニタ モードである理由（6 ページ）

• ROM モニタの使用タイミング（6 ページ）

• ROM モニタ コマンドを使用する場合のヒント（6 ページ）

ROM モニタ モードのコマンド プロンプト

ROM モニタでは、rommon x > コマンド プロンプトが使用されます。x 変数は 1 から始まり、ROM 
モニタ モードで [Return] または [Enter] を押すたびに増えます。
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ルータが ROM モニタ モードである理由

次のいずれかが当てはまる場合、ルータは ROM モニタ モードで起動します。

• 電源投入またはリロード中に、ルータで有効なシステム イメージが検出されない。

• コンフィギュレーション レジスタのブート フィールドの最終桁が 0 になっている
（0x100、0x0 など）

• ルータのリロード後 60 秒以内に Ctrl+C が入力された。

ROM モニタ モードを終了する方法については、「ROM モニタ モードの終了」セクション
（2-10 ページ）を参照してください。

ROM モニタの使用タイミング

ROM モニタは、次の場合に使用します。

• システム イメージを手動でロードしている場合：今後システムをリロードしたり電源を再投
入する時に、ルータを設定せず、システム イメージをロードできます。これは、新しいシステ
ム イメージをテストする場合やトラブルシューティングを行う場合に便利です。「コンフィ
ギュレーション レジスタ（confreg）の変更」セクション（2-9 ページ）を参照してください。

• TFTP サーバまたはネットワーク接続がない場合にシステム イメージをアップグレードし、
ルータ コンソールに直接 PC を接続するのが唯一可能なオプションである場合：ルータのコ
ンフィギュレーション マニュアルのシステム イメージのアップグレードに関する情報を参
照してください。

• ルータがクラッシュまたは停止した場合のトラブルシューティング。「ROM モニタ モード
の終了」セクション（2-10 ページ）を参照してください。

• ディザスタ リカバリ：次の方法で、システム イメージまたはコンフィギュレーション ファ
イルを回復します。

– TFTP ダウンロード（tftpdnld）：ルータの固定 WAN ポートに TFTP サーバを直接接続でき
る場合。「ROM モニタ モードの終了」セクション（2-10 ページ）を参照してください。

（注） システム イメージの回復とシステム イメージのアップグレードは異なります。シス
テム イメージの回復が必要になるのは、システム イメージが壊れた場合、または障害
がメモリ デバイスに与えた影響が大きくて、メモリ デバイス上のすべてのデータを
削除してシステム イメージをロードしなければならなくなったために、システム イ
メージが削除された場合です。

ROM モニタ コマンドを使用する場合のヒント

• ROM モニタ コマンドでは大文字と小文字が区別されます。 

• ROM モニタ コマンドを停止するには、PC または端末で Ctrl+C を入力します。 

• ルータ上で使用できるコマンドを調べ、コマンド構文のオプションを表示する方法について
は、「コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更」セクション（2-9 ページ）を参照して
ください。
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ROM モニタの使用方法：一般的な作業

この項では、次の手順について説明します。

• ROM モニタ モードの開始（7 ページ）

• コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更（9 ページ）

• USB フラッシュ装置の情報の入手（9 ページ）

• ROM モニタ モードの終了（10 ページ）

（注） ここでは、ROM モニタで行うことのできる作業をすべて取り上げるわけではありません。この
資料で扱っていない作業については、コマンド ヘルプを利用してください。「コンフィギュレー
ション レジスタ（confreg）の変更」セクション（2-9 ページ）を参照してください。

ROM モニタ モードの開始

ここでは、2 種類の ROM モニタ モードの開始方法について説明します。

• Break キー シーケンスでシステム リロードを中断して ROM モニタ モードを開始する場合
（7 ページ）

• ROM モニタ モードで起動するようにコンフィギュレーション レジスタを設定する場合
（8 ページ）

前提条件

ルータのコンソール ポートに端末または PC を接続します。ヘルプについては、ルータの
『Hardware Installation Guide』を参照してください。

Break キー シーケンスでシステム リロードを中断して ROM モニタ モードを開始する場合

ルータをリロードし、Break キー シーケンスを入力して、ROM モニタ モードを開始するには、
次の手順を実行します。

Router> enable
Router# reload 
Press Ctrl+ C

reload コマンドを入力してから 60 秒以内に Ctrl+C を押す必要があります。次の例に示すとお
り、Ctrl+C を押す前に、5 つのドットが表示されるまで待機します。 

Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
 
*Sep 14 08:52:19.147: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload 
Command.
System Bootstrap, Version 15.8(3r)M0b, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2018 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 03-Sep-2018  9:01:14.57
 
C931-4P platform with 1048576 Kbytes of main memory
 
System Integrity Status: 0x00000000
Current image running: Upgrade
Last reset cause: Software initiated
 
Rom image verified correctly
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..... <<<<<<<<<<-----------Pressed Ctrl+C to break autoboot and enter ROMMON shell
 
rommon 1 > 

次の作業

• 「コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更」セクション（2-9 ページ）に進みます。

• 通常であればルータがシステム イメージを起動している状況で、Break キー シーケンスを入
力して ROM モニタ モードを開始した場合、i または reset コマンドを入力し、もう一度ブー
トプロセスを開始してシステム イメージをロードすることにより、ROM モニタ モードを終
了できます。

ROM モニタ モードで起動するようにコンフィギュレーション レジスタを設定する場合 

ここでは、次回のシステム リロード時またはオフ/オン時に ROM モニタ モードで起動するよう
に、コンフィギュレーション レジスタを設定することによって、ROM モニタ モードを開始する
方法について説明します。

注意 ボー レートを設定した後に、config-register 0x0 コマンドを使用してコンフィギュレーション レ
ジスタを設定しないでください。ボー レートに影響を与えずにコンフィギュレーション レジス
タを設定するには、show ver | inc configuration コマンドを入力して現在のコンフィギュレー
ション レジスタ設定を使用し、コンフィギュレーション レジスタ コマンドで最後の（右端の）数
字を 0 に置き換えます。

次の例で、ROM モニタ モードで起動するようにコンフィギュレーション レジスタを設定する方
法を示します。

Router>
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# config-register 0x0
Router(config)# exit
Router#
*Sep 14 08:56:31.265: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write memory
Building configuration...
[OK][OK]
Router#
*Sep 14 08:56:41.715: %SYS-2-PRIVCFG_ENCRYPT: Successfully encrypted private config file
Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
 
*Sep 14 08:56:47.531: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload 
Command.
System Bootstrap, Version 15.8(3r)M0b, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2018 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 03-Sep-2018  9:01:14.57
 
C931-4P platform with 1048576 Kbytes of main memory
 
System Integrity Status: 0x00000000
Current image running: Upgrade
Last reset cause: Software initiated
 
Rom image verified correctly 
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次の作業

「コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更」セクション（2-9 ページ）に進みます。

コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更

このセクションでは、confreg ROM モニタ コマンドを使用して、コンフィギュレーション レジス
タを変更する方法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 モードで 
config-register コマンドを使用して、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）からコン
フィギュレーション レジスタの設定を変更することもできます。

注意 ボー レートの設定後に、config-register 0x0 コマンドを使用してコンフィギュレーション レジス
タを設定しないでください。ボー レートに影響を与えずにコンフィギュレーション レジスタを
設定するには、show ver | inc configuration コマンドを入力して現在のコンフィギュレーション 
レジスタ設定を使用し、コンフィギュレーション レジスタ コマンドで最後の（右端の）数字を 0 
に置き換えます。

（注） 変更したコンフィギュレーション レジスタ値は、NVRAM に自動的に書き込まれますが、新しい
値が有効になるのは、ルータをリセットまたはオフ/オンしてからです。

次の例では、フラッシュ メモリのシステム イメージが起動されるようにコンフィギュレーショ
ン レジスタを設定します。

rommon 3 > confreg 0x2102 

次の例では、値を入力しないので、レジスタの各ビットへの入力が求められます。

rommon 3> confreg 

Configuration Summary
   (Virtual Configuration Register: 0x100)
enabled are:
[ 0 ] console baud: 9600
boot:...... the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
enable "diagnostic mode"? y/n [n]: n
enable "break/abort has effect"? y/n [n]: n
enable "ignore system config info"? y/n [n]: n
change console baud rate? y/n [n]: n
change the boot characteristics? y/n [n]: y
0 = the ROM Monitor
1-15 = boot system
enter boot option [0]: 3

USB フラッシュ装置の情報の入手

次の例で、ディレクトリ、ファイル、アクセス権、サイズなど、USB フラッシュ装置の内容を表示
する方法を示します。

rommon 3 > dir usbflash0:

 

Size       Attributes Name

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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8192         drw-     System Volume Information

60865852     -rw-     c900-åuniversalk9_npe-mz.SPA.158-3.M0b

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

次の例で、ルータに挿入されているターゲットの USB フラッシュ装置と、現在挿入されている
かどうかを問わず有効な装置名を示します。

rommon 2 > dev

Devices in device table:

id name

tftp: network via tftp

flash: Internal flash drive

usbflash0: External USB drive 0

ROM モニタ モードの終了

ここでは、ROM モニタ モードを終了して、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）を
開始する方法について説明します。ROM モニタ モードの終了方法は、ROM モニタ モードの開始
方法によって決まります。

• 通常であればルータがシステム イメージを起動している状況で、ルータをリロードし、
Break キー シーケンスを入力して ROM モニタ モードを開始した場合、i コマンドまたは 
reset コマンドを入力し、もう一度ブートプロセスを開始してシステム イメージをロードす
ることにより、ROM モニタ モードを終了できます。

• システム イメージの場所を見つけてロードすることができなかったために ROM モニタ 
モードが開始された場合は、次の手順が必要です。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 dir flash:[directory]

例：
rommon > dir flash: 

フラッシュ メモリに含まれているファイルおよびディ
レクトリの一覧を表示します。

• ルータにロードさせるシステム イメージを見つけ
ます。

• システム イメージがフラッシュ メモリにない場合
は、ステップ 2 の 2 つめまたは 3 つめのオプション
を使用します。
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カプセル アップグレードを使用した ROMMON のアップグレード

カプセルアップグレードを使用して ROMMON をアップグレードできます。次の例で、カプセル 
アップグレードを使用して ROMMON をアップグレードする方法を示します。

router# > upgrade rom-monitor file flash:c900-CapsuleUpdateFile.15.8-3rM0b

（注） アップグレードする前に、ルータ フラッシュにカプセル イメージ 
'c900-CapsuleUpdateFile.15.8-3rM0b' があることを確認してください。

ROMMON バージョンを確認するには、showmon -v コマンドを使用します。次の例はコマンドの
出力を示しています。

rommon 1 > showmon -v
  
System Bootstrap, Version 15.8(3r)M0b, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2018 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 03-Sep-2018  9:01:14.57

Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード
ルータには Cisco IOS イメージがプリインストールされています。ただし、ルータ機能を最新の
状態に保つために新しいバージョンをインストールすることができます。このセクションでは、
Cisco 900 シリーズ ISR での Cisco Internet Operating System（IOS）ソフトウェア イメージのアッ
プグレード方法を説明します。

• システム イメージのアップグレードに関する情報（12 ページ）

• Cisco IOS イメージのアップグレード方法（13 ページ）

ステップ 2 boot flash:[directory] [filename] 

または

boot filename tftpserver 

または

boot [filename] 

例：
ROMMON > boot flash:myimage

例：
ROMMON > boot someimage 172.16.30.40

例：
ROMMON > boot 

上から順に、次のようにルータに指示します。

• フラッシュ メモリ内の最初のイメージまたは指定
されたイメージを起動します。

• 指定された TFTP サーバ（ホスト名または IP アド
レス）からネットワーク経由で指定されたイメージ
を起動します。

• 装置 ID を認識しないので、ブートヘルパー イメー
ジから起動します。このコマンド形式は、指定され
たイメージをネットブートする場合に使用します。

別のイメージを示すように BOOTLDR モニタ環境
変数を設定することによって、ブートヘルパー イ
メージのデフォルト値を変更できます。この目的に
は、任意のシステム イメージを使用できます。 

（注） boot コマンドのオプションは -x（イメージを
ロードするが実行しない）および -v（詳細）です。

コマンドまたはアクション 目的
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システム イメージのアップグレードに関する情報

ルータのシステム イメージをアップグレードする方法については、次のセクションを参照して
ください。 

• システム イメージをアップグレードする理由（12 ページ）

• ルータ上で稼働している Cisco IOS Release を調べる方法（12 ページ）

• 新しい Cisco IOS Release およびフィーチャ セットの選択方法（12 ページ）

• システム イメージのダウンロード元（12 ページ）

システム イメージをアップグレードする理由

システム イメージには Cisco IOS ソフトウェアが収められています。出荷時、ルータにはイメー
ジがインストール済みです。ある段階で、ルータまたはアクセス ポイントのいずれかに異なるイ
メージをロードしなければならない場合があります。たとえば、自身が使用している IOS ソフト
ウェアを最新バージョンにアップグレードする場合や、ネットワーク内のすべてのルータで同
一の Cisco IOS Release を使用する場合などが考えられます。各システム イメージには Cisco IOS 
機能の異なるセットが含まれます。そのため、ネットワーク要件に応じて適切なシステム イメー
ジを選択する必要があります。

ルータ上で稼働している Cisco IOS Release を調べる方法

使用しているルータで実行中の Cisco IOS Release とシステム イメージのファイル名を確認する
には、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで show version コマンドを実行します。

新しい Cisco IOS Release およびフィーチャ セットの選択方法

使用しているプラットフォームでサポートされている Cisco IOS リリースと機能を確認するに
は、http://www.cisco.com/go/cfn から Cisco Feature Navigator にアクセスしてください。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 [Cancel] をクリックし、表示される説
明に従ってください。

システム イメージのダウンロード元

システム イメージをダウンロードするには、Cisco.com のアカウントを取得し、次の Web サイト
にアクセスする必要があります。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 [Cancel] をクリックし、表示される説明に従ってく
ださい。

ダウンロードする Cisco IOS Release とフィーチャ セットがわかっている場合は、次のページに
直接アクセスしてください。

https://software.cisco.com/download/home

システム イメージのロードと管理の詳細については、次を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/fundamentals/configuration/15mt/fundamentals-15-
mt-book/cf-config-overview.html

http://www.cisco.com/go/fn
https://software.cisco.com/download/home
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/fundamentals/configuration/15mt/fundamentals-15-mt-book/cf-config-overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/fundamentals/configuration/15mt/fundamentals-15-mt-book/cf-config-overview.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/fundamentals/configuration/15mt/fundamentals-15-mt-book/cf-config-overview.html
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Cisco IOS イメージのアップグレード方法

ここでは、ルータでの Cisco IOS イメージのアップグレードについて説明します。

• 旧システム イメージおよびコンフィギュレーションのバックアップ コピーの保存
（13 ページ） 

• フラッシュ メモリへのシステム イメージのコピー（14 ページ） 

• 新しいシステム イメージのロード（17 ページ）

• 新しいシステム イメージおよびコンフィギュレーションのバックアップ コピーの保存
（21 ページ）

旧システム イメージおよびコンフィギュレーションのバックアップ コピーの保存

新しいシステム イメージやスタートアップ コンフィギュレーションを使用することで重大な
問題が発生た場合に、予期しないダウンタイムが発生するのを防ぐため、現在のスタートアップ 
コンフィギュレーション ファイルと Cisco IOS ソフトウェア システムのイメージ ファイルの
バックアップ コピーをサーバに保存することをお勧めします。 

次の例では、TFTP サーバにスタートアップ コンフィギュレーションをコピーします。また、フ
ラッシュ メモリから FTP サーバにコピーします。

スタートアップ コンフィギュレーションの TFTP サーバへのコピー：例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションを TFTP サーバにコピーする例を示します。

Router# copy nvram:startup-config tftp: 

Remote host[]? 192.0.0.1 

Name of configuration file to write [rtr2-confg]? rtr2-config-b4upgrade 
Write file rtr2-confg-b4upgrade on host 192.0.0.1?[confirm] <cr> 
![OK] 

フラッシュ メモリから TFTP サーバへのコピー：例

次に、特権 EXEC モードで dir flash: コマンドを使用して、システム イメージ ファイルの名前を
学習し、特権 EXEC モードで copy flash: tftp: コマンドを使用してシステム イメージを TFTP 
サーバにコピーする場合の例を示します。このルータはデフォルトのユーザ名とパスワードを
使用しています。

Router# copy flash: tftp:
Source filename [running-config]?
Address or name of remote host []? 192.0.0.1
Destination filename [router-confg]? running-config
983 bytes copied in 0.048 secs (20479 bytes/sec)

Router#
Router# dir flash:
Directory of flash:/
 
    1  -rw-    64383100  Sep 17 2018 05:58:14 +00:00  c900-universalk9-mz.SSA_09-10
    2  -rw-        1524  Sep 17 2018 05:55:30 +00:00  c900_startupconfig-backup
    3  -rw-         919  Sep 17 2018 05:58:44 +00:00  PSZ22241BW6_20180906052515287.zip
 
1936031744 bytes total (1871634432 bytes free)
Router# 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/cf_system_images.html
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フラッシュ メモリへのシステム イメージのコピー

このセクションでは、ルータのフラッシュ メモリ カードにシステム イメージをコピーする方法
について説明します。

（注） ルータには、Cisco IOS を保存するのに十分なディスクまたはフラッシュ メモリが必要です。さ
らに、ルータには Cisco IOS を実行するための十分なメモリ（DRAM）も必要です。ルータに十分
なメモリ（DRAM）が搭載されていない場合、ルータが新しい Cisco IOS を使用して起動するとき
に起動に関する問題が発生します。

システム イメージをルータのフラッシュ メモリ カードにコピーするには、次のいずれかの方法
を選択します。

• ROM モニタ モードの開始（7 ページ）

• ROM モニタを使用してネットワーク経由でシステム イメージをコピーする方法（15 ページ）

• 新しいシステム イメージのロード（17 ページ）

TFTP または RCP を使用してフラッシュ メモリにシステム イメージをコピーする方法

ここでは、TFTP または Remote Copy Protocol（RCP）を使用してシステム イメージをアップグ
レードする方法について説明します。システム イメージをアップグレードする場合は、この方法
を推奨します。また、この方法が最も一般的です。 

前提条件

次に、システム イメージのアップグレード ロジスティックスの詳細を示します。

• TCP/IP 対応のワークステーションまたは PC に、TFTP サーバまたは RCP サーバ アプリケー
ションをインストールします。さまざまなベンダーが無料の TFTP サーバ ソフトウェアを提
供しています。Web の検索エンジンで「TFTP サーバ」を検索して見つけることができます。 

TFTP を使用する場合

– TFTP クライアントとしてではなく、TFTP サーバとして動作するように、TFTP アプリ
ケーションを設定します。

– システム イメージをダウンロードして保管する、アウトバウンド ファイルのディレクト
リを指定します。

• ワークステーションまたは PC に新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージをダウンロードしま
す。「システム イメージのダウンロード元」セクション（2-12 ページ）を参照してください。

• ルータとのコンソール セッションを確立します。ルータのコンソール ポートに PC を直接接
続することを推奨します。ご使用のルータのハードウェア インストレーション ガイドを参
照してください。

• TFTP サーバまたは RCP サーバとルータ間の IP 接続を確認します。TFTP サーバまたは RCP 
サーバとルータ間で ping が失敗する場合は、次のいずれか 1 つを行います。

– ルータ上でデフォルト ゲートウェイを設定します。

– サーバとルータのそれぞれに、同じネットワークまたは同じサブネット内の IP アドレス
を与えます。.

ヒン ト 前提となる作業手順の詳細については、テクニカル ノート『Software Installation and Upgrade 
Procedure』を参照してください。
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ルータのフラッシュ メモリ カードにシステム イメージをコピーするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 enable 

このコマンドを使用して特権 EXEC モードを開始します。プロンプトにパスワードを入力します。 

Router> enable 
Password: <password> 
Router#

ステップ 2 copy tftp: flash: 

または

copy rcp flash 

上記コマンドのいずれか 1 つを使用して、サーバからフラッシュ メモリにファイルをコピーし
ます。

Router# copy tftp: flash: 

ステップ 3 プロンプトに、TFTP サーバまたは RCP サーバの IP アドレスを入力します。

Address or name of remote host []? 10.10.10.2 

ステップ 4 プロンプトに、インストールする Cisco IOS ソフトウェア イメージのファイル名を入力します。

Source filename []? c900-universalk9-mz.bin 

（注） ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。

ステップ 5 プロンプトに、ルータ上で使用する予定のファイル名を入力します。通常は、ステップ 4 で使用
したのと同じファイル名を入力します。 

Destination filename []? c900-universalk9-mz.bin 

ステップ 6 「Not enough space on device（デバイスに十分なスペースがありません）」というエラーメッセージ
が表示された場合には、フラッシュからファイルを削除して、もう一度やり直してください。フ
ラッシュからファイルを削除するには、 delete flash: filename コマンドを使用します。

ステップ 7 エラー メッセージが表示されない場合には、プロンプトに no を入力し、コピーする前にフラッ
シュ メモリを消去します。

Accessing tftp://10.10.10.2/c900-universalk9-mz.bin...
     Erase flash: before copying? [confirm] no 

次の作業

「新しいシステム イメージのロード」セクション（2-17 ページ）に進みます。

ROM モニタを使用してネットワーク経由でシステム イメージをコピーする方法

このセクションでは、tftpdnld ROM モニタ コマンドを使用して、リモート TFTP サーバからルー
タのフラッシュ メモリに、Cisco IOS ソフトウェア イメージをダウンロードする方法について説
明します。 

tftpdnld ROM モニタ コマンドを入力するには、先に ROM モニタ環境変数を設定しておく必要
があります。
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前提条件

ルータ上の固定ネットワーク ポートに TFTP サーバを接続します。

（注） tftpdnld コマンドを使用できるのは、ルータにファイルをダウンロードする場合のみです。ルー
タからファイルを取得する目的で tftpdnld コマンドを使用することはできません。

tftpdnld ROM モニタ コマンドを使用して、リモート TFTP サーバからルータのフラッシュ メモ
リに、Cisco IOS ソフトウェア イメージをダウンロードするには、次の手順に従います。

ステップ 1 ROM モニタ モードを開始します。

ステップ 2 ルータの IP アドレスを設定します。次に例を示します。

rommon > IP_ADDRESS=172.16.23.32

ステップ 3 IP サブネット マスクを設定します。次に例を示します。

rommon > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.224

ステップ 4 デフォルト ゲートウェイ アドレスを設定します。次に例を示します。

rommon > DEFAULT_GATEWAY=172.16.23.40

ステップ 5 TFTP サーバのどこからソフトウェアをダウンロードするのか、保管場所の IP アドレスを設定
します。

rommon > TFTP_SERVER=172.16.23.33

ステップ 6 ルータのどこにイメージ ファイルをダウンロードするのか、保管場所の名前とディレクトリを
設定します。次に例を示します。

rommon > TFTP_FILE=archive/rel22/<image name>

ステップ 7 （任意）入力ポートとしてギガビット イーサネット ポートを使用するように設定します。設定方
法は、GE_PORT=[0 | 1 | 2] です。次に例を示します。

rommon > GE_PORT=0

ステップ 8 set コマンドを使用して ROM モニタ環境変数を表示し、各変数が正しく設定されているかどう
かを確認します。次に例を示します。

rommon > set

ステップ 9 tftpdnld [-r] コマンドを使用して、ROM モニタ環境変数で指定したとおりにシステム イメージ
をダウンロードします。-r オプションを指定しなかった場合、指定したイメージがダウンロード
されてフラッシュ メモリに保存されます。-r オプションを指定すると、新しいソフトウェアがダ
ウンロードされて起動されますが、フラッシュ メモリには保存されません。

rommon 5 > tftpdnld -r
Attempting to boot from [tftp:] 

次の作業

「新しいシステム イメージのロード」セクション（2-17 ページ）に進みます。
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新しいシステム イメージのロード

ここでは、フラッシュ メモリにコピーした新しいシステム イメージをロードする方法について
説明します。最初に、ROM モニタ モードになっているのか、Cisco IOS CLI なのかを判別し、さら
に、次の方法のどちらか 1 つで、新しいシステム イメージをロードします。

• Cisco IOS ソフトウェアから新しいシステム イメージをロードする方法（17 ページ）

• ROM モニタ モードから新しいシステム イメージをロードする方法（19 ページ）

Cisco IOS ソフトウェアから新しいシステム イメージをロードする方法

Cisco IOS ソフトウェアから新しいシステム イメージをロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 dir flash: 

フラッシュ メモリ内のすべてのファイルおよびディレクトリを表示します。

Router# dir flash: 

Directory of flash:/
 
    1  -rw-    64383100  Sep 17 2018 05:58:14 +00:00  c900-universalk9-mz.SSA_09-10
    2  -rw-        1524  Sep 17 2018 05:55:30 +00:00  c900_startupconfig-backup
    3  -rw-         919  Sep 17 2018 05:58:44 +00:00  PSZ22241BW6_20180906052515287.zip
 
1936031744 bytes total (1871634432 bytes free)
Router# 

（注） 新しいシステム イメージが dir flash: コマンドの出力で先頭のファイルまたは唯一の
ファイルかどうかを判別します（最初に表示されたファイルまたは唯一のファイルの場
合、は不要です）。

ステップ 2 configure terminal 

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router# configure terminal

Router(config)#

ステップ 3 no boot system 

ブート可能なイメージ リストの全エントリを削除します。このイメージ リストを使用して、次
回のシステム リロード時またはオフ/オン時に、ルータにシステム イメージのロードを試行させ
る順序を指定します。

Router(config)# no boot system 

ステップ 4 新しいシステム イメージが dir flash: コマンドの出力で先頭のファイルまたは唯一のファイル
だった場合、次の手順は不要です。

boot system flash:system-image-filename 

次回システム リロード後またはオフ/オン後に新しいシステム イメージをロードします。次に例
を示します。

Router(config)# boot system flash:c900-universalk9-mz.bin 
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ステップ 5 （任意） を繰り返して、ルータにバックアップ システム イメージのロードを試行させる順序を指
定します。 

ステップ 6 exit 

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

Router(config)# exit 
Router#

ステップ 7 show version 

コンフィギュレーション レジスタの設定値を表示します。

Router# show version 

Cisco Internetwork Operating System Software
.
.
.
Configuration register is 0x0 

Router#

ステップ 8 コンフィギュレーション レジスタの最終桁が 0 または 1 の場合は、ステップ 9 に進みます。
コンフィギュレーション レジスタの最終桁が 2 ～ F の場合は、ステップ 12 に進みます。

ステップ 9 configure terminal 

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router# configure terminal

Router(config)#

ステップ 10 config-register 0x2102 

次回のシステム リロード後またはオフ/オン後に、ルータがスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルの boot system コマンドに基づいてシステム イメージをロードするように、
コンフィギュレーション レジスタ値を設定します。

Router(config)# config-register 0x2102 

ステップ 11 exit 

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

Router(config)# exit 
Router#

ステップ 12 copy run start 

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コピーします。

Router# copy run start 

ステップ 13 reload 

このコマンドを使用してオペレーティング システムをリロードします。

Router# reload

ステップ 14 システム コンフィギュレーションの保存に関するプロンプトに、no を入力します。

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no 
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ステップ 15 リロードを確認するプロンプトに、y を入力します。

Proceed with reload? [confirm] y

ステップ 16 show version 

正しいシステム イメージがロードされたことを確認します。

Router# show version

00:22:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Cisco Internetwork Operating System Software 
.
.
.
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c900-universalk9-mz.bin"

次の作業

「新しいシステム イメージおよびコンフィギュレーションのバックアップ コピーの保存」セク
ション（2-21 ページ）に進みます。

ROM モニタ モードから新しいシステム イメージをロードする方法

ROM モニタ モードから新しいシステム イメージをロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 dir flash:[partition-number:] 

フラッシュ メモリ内のファイルを表示します。

rommon > dir flash: 

program load complete, entry point: 0x4000000, size: 0x18fa0
Directory of flash:

2      48296872  -rw-     c900-universalk9-mz.SPA

新しいシステム イメージが dir flash: コマンドの出力で先頭のファイルまたは唯一のファイル
かどうかに注意します。

ステップ 2 confreg 0x2102 

次回のシステム リロード後またはオフ/オン後に、ルータがスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルの boot system コマンドに基づいてシステム イメージをロードするように、
コンフィギュレーション レジスタ値を設定します。

rommon > confreg 0x2102 

ステップ 3 boot flash:[partition-number:]filename 

新しいシステム イメージのロードをルータに強制します。

rommon > boot flash:c900-universalk9-mz.binT 

ステップ 4 新しいシステム イメージがロードされた後、[Return] を数回押して、Cisco IOS CLI プロンプトを
表示します。
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ステップ 5 enable 

特権 EXEC モードを開始して、プロンプトにパスワードを入力します。

Router> enable 
Password: <password> 
Router#

ステップ 6 configure terminal 

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router# configure terminal
Router(config)#

ステップ 7 no boot system 

ブート可能イメージ リストの全エントリを削除します。このイメージ リストには、起動時に
ルータがロードするシステム イメージが指定されています。

Router(config)# no boot system 

ステップ 8 新しいシステム イメージが dir flash: コマンドの出力で先頭のファイルまたは唯一のファイル
だった場合、この手順は不要です。

boot system flash:new-system-image-filename 

次回システム リロード後またはオフ/オン後に新しいシステム イメージをロードします。

Router(config)# boot system flash:c900-universalk9-mz.bin 

ステップ 9 （任意） を繰り返して、ルータにバックアップ システム イメージのロードを試行させる順序を指
定します。 

ステップ 10 exit 

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

Router(config)# exit 
Router#

ステップ 11 copy run start 

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コピーします。

Router# copy run start 

次の作業

「新しいシステム イメージおよびコンフィギュレーションのバックアップ コピーの保存」セク
ション（2-21 ページ）に進みます。
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新しいシステム イメージおよびコンフィギュレーションのバックアップ コピーの保存

ファイルが壊れた場合でもファイルを回復できるように、また、ダウンタイムが最小限ですむよ
うに、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルと Cisco IOS ソフトウェア システム イ
メージ ファイルのバックアップ コピーをサーバに保存しておくことを推奨します。 

ヒン ト システム イメージをアップグレードする前に保存したコンフィギュレーションおよびシステム 
イメージのバックアップ コピーがある場合は、それらを削除しないでください。新しいシステム 
イメージまたはスタートアップ コンフィギュレーションを使用したときに、重大な問題が発生
した場合、以前の実行コンフィギュレーションおよびシステム イメージに即座に戻すことがで
きます。

詳細については、次の URL で『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』の
「Managing Configuration Files」の章と「Loading and Maintaining System Images」の章を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルおよびシステム イメージ ファイルのバック
アップ コピーを保存する手順は、次のとおりです。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。 

• パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: | tftp:} 

例：
Router# copy nvram:startup-config ftp: 

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルを
サーバにコピーします。

• コンフィギュレーション ファイルのコピーは、
バックアップ コピーとして使用できます。

• プロンプトが表示されたら、コピー先の URL を入
力します。

ステップ 3 dir flash:

例：
Router# dir flash:

フラッシュ メモリ ファイル システムのレイアウトと
コンテンツを表示します。

• システム イメージ ファイルの名前を書き留めます。

ステップ 4 copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:} 

例：
Router# copy flash: ftp:

フラッシュ メモリのファイルをサーバにコピーします。

• システム イメージ ファイルをサーバにコピーし、
バックアップ コピーとして使用します。

• プロンプトにフラッシュ メモリのパーティション
番号を入力します。

• プロンプトが表示されたら、ファイル名とコピー先
の URL を入力します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html
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例 

スタートアップ コンフィギュレーションの TFTP サーバへのコピー：例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションを TFTP サーバにコピーする例を示します。

Router# copy nvram:startup-config tftp: 

Remote host[]? 172.16.101.101 

Name of configuration file to write [rtr2-confg]? <cr> 
Write file rtr2-confg on host 172.16.101.101?[confirm] <cr> 
![OK] 

フラッシュ メモリから TFTP サーバへのコピー：例

次に、dir flash: 特権 EXEC コマンドを使用してシステム イメージ ファイルの名前を学習し、
copy flash: tftp: 特権 EXEC コマンドを使用してシステム イメージを TFTP サーバにコピーする
場合の例を示します。このルータはデフォルトのユーザ名とパスワードを使用しています。

Router# dir flash: 

System flash directory:
File Length Name/status
1 4137888 c920-mz
[4137952 bytes used, 12639264 available, 16777216 total]
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)\

Router# copy flash: tftp: 
IP address of remote host [255.255.255.255]? 192.0.0.1 
filename to write on tftp host? c920-universalk9-mz 
writing c920-mz !!!!...
successful ftp write. 

移行が可能
新しいルータを注文すると、指定したパッケージおよび機能のソフトウェア イメージとそれに
対応するライセンスがプリインストールされた状態で出荷されます。使用前にソフトウェアを
アクティブにしたり、登録したりする必要はありません。新しい Cisco IOS 機能をアップグレー
ドまたはインストールするには、ライセンスが必要です。ライセンス タイプ、テクノロジー パッ
ケージおよびインストールの詳細については、『Software Activation on Cisco Integrated Services 
Routers and Cisco Integrated Service Routers G2』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html
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