
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。

CiscoASR 920シリーズアグリゲーションサービスルータをコンソールから設定するには、端
末をルータの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）
•ルータの電源投入（2ページ）
•起動時のルータの設定（3ページ）
•ルータの安全な電源切断（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。

•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。
•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。

• PCの端末エミュレーションプログラムが 9600ボー、8データビット、1ストップビッ
ト、パリティなし、フロー制御なしと設定されている。

•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。
•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。
•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。
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ルータの電源投入
ルータ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。

手順

ステップ 1 電源装置をオンにします。

メッセージが停止し、PWR LEDがグリーンに点灯するまで、キーボードのキーは押
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

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、ルータが初期設定を開始しま
す。

ブートプロセス中に、SYSTEM LEDを確認します。ルータの起動後、STAT LEDはグリーン
に点灯し続けます。

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、「LEDインジケータ」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。

• show version：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、お

よび使用されているDRAM、NVRAM、およびフラッシュメモリの合計サイズを表示しま
す。

• show diag slot：シャーシ内のアセンブリの IDPROM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

ルータ搭載ハードウェアに対する Cisco IOS-XEソフトウェアの最低要件を確認するには、
Cisco.comの Software Advisor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。
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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ツールへアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Cisco.comで [Login]をクリックします。ユーザ名とパスワードのフィールドを含むログイ
ンページが表示されます。

2. 登録済みのユーザ名とパスワードを入力し、[Login]ボタンをクリックします。

3. 検索ボックスに「Software Advisor」と入力し、検索ボックスの横にある虫眼鏡アイコン
をクリックします。。

4. 表示された検索結果から Software Advisorツールのリンクをクリックします。
5. 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。

起動時のルータの設定
ここでは、ルータ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計画を知らせて、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、show versionコマンドを入力して、ルータの現在の状態を確認し
ます。コマンドを実行すると、ルータで使用できる Cisco IOSソフトウェアのバージョン番号
が表示されます。

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『Cisco IOS Master Command List, All Releases』を参照してください。

Cisco ASR 920シリーズルータ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CiscoASR 920シリーズルータ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ルータを設定するには、ルータの IPアドレスが必要です。

コンソールを使用して CLIにアクセスする方法
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。

手順

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。

初期設定

3

初期設定

起動時のルータの設定

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.html


例：

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

ステップ 2 Returnキーを押して、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。

例：

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。

例：

Router> enable

ステップ 4 次の例に示すように、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、この手順は省略できます。

例：

Password: enablepass

パスワードが許可されると、以下の特権 EXECモードプロンプトが表示されます。

例：

Router#

これで、特権EXECモードでCLIにアクセスできるようになりました。必要に応じて、コマン
ドを入力し、必要な作業を完了できます。

ステップ 5 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

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します。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。次の手順を実行して、グローバ

ルパラメータを入力してください。
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手順

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。コンソール端末への接
続の詳細については、「コンソールケーブルの接続」のセクションを参照してください。

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設定ダイアログでス

クリプトが開始されます。初期設定ダイアログを開始するかどうかを確認するプロンプトが表

示されたら、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。

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

コンフィギュレーションへの変更を確認するには、ユーザ 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コマンドを使用してNVRAMに保存しま
す。

NVRAMへの実行コンフィギュレーションの保存
コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションへの変更を NVRAM
に保存するには、次のようにプロンプトに対して 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、設定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

設定が保存されます。この作業を行わないと、設定は失われ、次回のルータのリロード時に使

用できなくなります。
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ルータの安全な電源切断
ここでは、ルータのシャットダウン方法を説明します。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、ルータ

の電源を安全に切断できます。

ルータの電源を安全に切断するには、次のようにします。

手順

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を身に付けます。

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：

Rmcp-6ru-1#reload
Proceed with reload? [confirm]
Aug 17 00:06:47.051 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: prs 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。

例：

System Bootstrap, Version 15.4(3)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2012 by cisco Systems, Inc.
Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: RSP-Board
UEA platform with 2097152 Kbytes of main memory

ステップ 5 Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-Mルータから電源ケーブルを取り
外します（電源ケーブルが接続されている場合）。

•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。

•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。

（注）
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