
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 ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M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（7ページ）
•ルータの安全な電源切断（10ページ）
•ルータの自動的なシャットダウン（11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
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M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。システムの起動が完了すると（この処理には数分かかる場合が
あります）、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-Mルータの初期化が
開始されます

デフォルトのシステムブートイメージのロード

例：

System Bootstrap, Version 15.4(3r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2014 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 20-Jun-14 17:24 by alnguyen
Boot ROM1
Last reset cause: PowerOn
UEA platform with 3670016 Kbytes of main memory
Located asr920-universalk9_npe.BLD_V155_1_S_XE314_THROTTLE_LATEST_20140909_040038-std.bin

Image size 266103444 inode num 13, bks cnt 64967 blk size 8*512
#######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
Boot image size = 266103444 (0xfdc6a94) bytes
Package header rev 0 structure detected
Calculating SHA-1 hash...done
validate_package: SHA-1 hash:

calculated c1ecf015:d2973516:c7f1f486:d12c6c55:af781feb
expected c1ecf015:d2973516:c7f1f486:d12c6c55:af781feb

Image validated
Passing control to the main image..
%IOSXEBOOT-4-DEBUG_CONF: (rp/0): File /bootflash/debug.conf is absent, ignoring
%IOSXEBOOT-4-WATCHDOG_DISABLED: (rp/0): Hardware watchdog timer disabled: disabled by
BOOT_PARAM

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
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San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, ASR920 Software (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Experimental
Version 15.5(20140909:060433)
[v155_1_s_xe314_throttle-BLD-BLD_V155_1_S_XE314_THROTTLE_LATEST_20140909_040038-ios 183]
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 09-Sep-14 04:01 by mcpre
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.
% failed to initialize nvram
% attempting to recover from backup
% failed to initialize backup nvram
Tmpdisk creation successful, status = 0
flashfs[17]: 0 files, 1 directories
flashfs[17]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[17]: Total bytes: 1935360
flashfs[17]: Bytes used: 1024
flashfs[17]: Bytes available: 1934336
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco ASR1000 (Freescale P2020) processor (revision 1.2 GHz) with 916936K/6147K bytes
of memory.
Processor board ID CAT1814V0H6
24 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
3670016K bytes of physical memory.
1328927K bytes of SD flash at bootflash:.
3932032K bytes of USB flash at usb0:.

--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
*Sep 25 23:30:01.541: TRACE - Smart Agent successfully registered as a RF client
*Sep 25 23:30:01.541: TRACE - Smart Agent registered as a CF client succeeded
*Sep 25 23:30:01.541: TRACE - Smart Agent set CF bundle mode succeeded
*Sep 25 23:30:03.678: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name =
ASR-920-24TZ-M Next reboot level = metroaccess and License = No valid license found
*Sep 25 23:30:09.212: %IOSXE_RP_NV-3-NV_ACCESS_FAIL: Initial read of NVRAM contents
failed
*Sep 25 23:30:12.458: %IOSXE_RP_NV-3-BACKUP_NV_ACCESS_FAIL: Initial read of backup NVRAM
contents failed
*Sep 25 23:30:13.941: TRACE - Smart Agent receives a RF status event 408
*Sep 25 23:30:13.941: TRACE - RF status event: unsupported status event: 408
*Sep 25 23:30:16.911: TRACE - Smart Agent receives a RF progression state event 100 0
*Sep 25 23:30:16.911: TRACE - RF progression state: state prog initialization
*Sep 25 23:30:16.921: TRACE - Smart Agent receives a RF progression state event 200 0
*Sep 25 23:30:16.921: TRACE - RF progression state: Active starts progression
*Sep 25 23:30:16.922: TRACE - Registry smart_agent_pf_get_sys_data Not used
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*Sep 25 23:30:16.922: TRACE - Get Sys Data from PI The requested operation is not supported
*Sep 25 23:30:16.922: TRACE - UDI Retrieval returned Success
*Sep 25 23:30:16.922: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*Sep 25 23:30:16.923: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed to Active.
*Sep 25 23:30:16.928: TRACE - Smart Agent receives a RF progression state event 201 0
*Sep 25 23:30:16.928: TRACE - RF progression state: Active drain
*Sep 25 23:30:16.931: TRACE - Smart Agent receives a RF progression state event 202 0
*Sep 25 23:30:16.931: TRACE - RF progression state: Active preconfig
*Sep 25 23:30:16.936: TRACE - Smart Agent receives a RF progression state event 203 0
*Sep 25 23:30:16.936: TRACE - RF progression state: Active postconfig
*Sep 25 23:30:16.939: TRACE - Smart Agent receives a RF progression state event 204 0
*Sep 25 23:30:16.939: TRACE - RF progression state: Agent is now fully Active 0
*Sep 25 23:30:17.662: pak_debug_init: Successfully initialized pak debug trace buffer
*Sep 25 23:30:17.789: ******************** Box changed from Router mode to Router mode
*Sep 25 23:30:18.114: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type
vlanCannot Get the number of ports in MAC notification
*Sep 25 23:30:20.314: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up
*Sep 25 23:30:20.314: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up
*Sep 25 23:30:20.314: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0, changed state to
administratively down
*Sep 25 23:30:20.315: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up
*Sep 25 23:30:20.503: **************** About to start Config Read
*Sep 25 23:30:07.035: %CMRP-3-PFU_MISSING:cmand: The platform does not detect a power
supply in slot 1
*Sep 25 23:30:20.305: %SERVICES-3-NORESOLVE_ACTIVE:linux_iosd-image: Error resolving
active FRU: BINOS_FRU_RP
*Sep 25 23:30:21.030: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi0, changed
state to up
*Sep 25 23:30:21.030: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC0, changed
state to up
*Sep 25 23:30:21.030: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0,
changed state to down
*Sep 25 23:30:21.030: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN0, changed
state to up
*Sep 25 23:30:48.537: %EMD-3-IDPROM_ACCESS:emd: Failed access or process an IDPROM
because Invalid argument -Traceback= 1#8e437c5ca404c03d7153d48baa94e0a1
errmsg:EF59000+2230 :10000000+7868 :10000000+9B74 :10000000+9CE4 :10000000+AD88
:10000000+B2F0 evlib:F334000+E438 evlib:F334000+105E4 :10000000+8FE0 c:E682000+1E938
c:E682000+1EAE0
*Sep 25 23:32:15.098: %CMRP-3-IDPROM_ACCESS:cmand: Failed to access or process IDPROM
'power supply': Invalid argument -Traceback= 1#fa970c1e29e154de1ad81d144390dd96
errmsg:E26F000+2230 :10000000+39D6C :10000000+72744 :10000000+4E7D4 :10000000+6EDDC
evlib:E64A000+E438 evlib:E64A000+105E4 :10000000+652F8 c:D9C3000+1E938 c:D9C3000+1EAE0
*Sep 25 23:32:30.069: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down
*Sep 25 23:32:30.744: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.745: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.745: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/2,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.750: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/3,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.751: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/4,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.751: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/5,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.751: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/6,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.752: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/7,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.752: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/8,
changed state to down
*Sep 25 23:32:30.753: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/9,
changed state to down
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*Sep 25 23:32:31.574: ***************** System Flag Notify SYSFLAG_CONFIGURED 1
*Sep 25 23:32:31.763: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0
*Sep 25 23:32:32.004: ***************** System Flag Notify SYSFLAG_INIT 1
*Sep 25 23:32:32.004: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, ASR920 Software (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Experimental
Version 15.5(20140909:060433)
[v155_1_s_xe314_throttle-BLD-BLD_V155_1_S_XE314_THROTTLE_LATEST_20140909_040038-ios 183]
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 09-Sep-14 04:01 by mcpre
*Sep 25 23:32:39.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up
*Sep 25 23:32:42.971: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 670 seconds
Translating "devicehelper.cisco.com"...domain server (255.255.255.255)
Authentication passed
*Sep 25 23:33:38.709: Error: Lic request failed for bundle count 1, Return code :Request
failed due to no license
*Sep 25 23:33:38.711: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (24xGE-4x10GE-FIXED-C) online in subslot
0/0
*Sep 25 23:33:38.712: %LICENSE-1-REQUEST_FAILED: License request for feature
1GEupgradelicense 1.0 failed. UDI=ASR-920-24TZ-M:CAT1814V0H6
*Sep 25 23:33:40.081: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.281: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.329: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.329: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/3, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.329: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/4, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.425: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/7, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.473: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/8, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.521: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/9, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.569: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/10, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.569: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/11, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.569: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/12, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.569: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/13, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.569: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/14, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.569: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/15, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.617: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/16, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.617: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/17, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.617: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/18, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.617: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/19, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.618: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/20, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.618: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/21, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.618: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/22, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.665: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/23, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.665: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/24, changed state
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to down
*Sep 25 23:33:40.665: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/25, changed state
to down
*Sep 25 23:33:40.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/26, changed state
to down
*Sep 25 23:33:40.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/27, changed state
to down
*Sep 25 23:33:40.809: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/5, changed state to
down
*Sep 25 23:33:40.857: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/6, changed state to
down
*Sep 25 23:33:42.265: GigabitEthernet0/0/18: Port License not activated, activate license
to use port.
*Sep 25 23:33:42.361: GigabitEthernet0/0/19: Port License not activated, activate license
to use port.
*Sep 25 23:33:42.457: GigabitEthernet0/0/20: Port License not activated, activate license
to use port.
*Sep 25 23:33:42.553: GigabitEthernet0/0/21: Port License not activated, activate license
to use port.
*Sep 25 23:33:42.649: GigabitEthernet0/0/22: Port License not activated, activate license
to use port.
*Sep 25 23:33:42.745: GigabitEthernet0/0/23: Port License not activated, activate license
to use port.
*Sep 25 23:33:42.841: TenGigabitEthernet0/0/24: Port License not activated, activate
license to use port.
*Sep 25 23:33:42.937: TenGigabitEthernet0/0/25: Port License not activated, activate
license to use port.
*Sep 25 23:33:42.985: TenGigabitEthernet0/0/26: Port License not activated, activate
license to use port.
*Sep 25 23:33:43.128: TenGigabitEthernet0/0/27: Port License not activated, activate
license to use port.
*Sep 25 23:33:47.106: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to
up
*Sep 25 23:33:47.829: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0,
changed state to up
Router>

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。
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ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認

Cisco ASR 920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 Research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おける Cisco IOS-XE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 Researchツールへアクセスするには、次の手順を実行します。

1. http://software.cisco.com/selection/research.htmlにアクセスします。
2. [Search by Product]タブで、「ASR 920」と入力します。
3. シスコによって推奨されるリリースバージョンが表示されます。

起動時のルータの設定
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M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 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M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 Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、
ASR-920-24TZ-M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 Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M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。
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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。

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。

次に示すのは、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ることを意味します。

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。
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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。

ルータの安全な電源切断
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-Mルータのシャットダ
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 ASR 920-24SZ-IM、
ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-Mルータの電源を安全に切断できます。

Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-Mルータの電源を安全に切断する
には、次の手順を実行します。

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：
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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）

ルータの自動的なシャットダウン
このセクションでは、ソフトウェアによって Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、
ASR-920-24TZ-Mルータのシャットダウンが自動的に開始されるシナリオを示します。

1. 取り外し後、ファントレイが所定の時間内に再挿入されない。シャットダウン時間の詳細
については、「CiscoASR-920-24SZ-IMルータのシャットダウン時間の表」を参照してくだ
さい。

2. オンボードまたは PSU温度センサーがシャットダウンの制限を検出する。
3. 複数（2つ以上）のファンで障害が発生し、ファンが機能していない。

ルータのシャットダウン後に、PSULEDがPSUがオフになっていることを示す赤になります。

ルータを再起動するには、AC/DC入力の電源を再投入する必要があります。PSU入力を 30秒
間遮断した後に PSUの電源をオンにします。

（注）
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