
デバイスの設定

このタスクを開始する前に、配布資料『安全上の警告』の「電気機器の安全な取り扱い」に記

載されている安全上の警告を読み、確実に理解しておいてください。

Cisco NCS 520の設定には、次のタスクが含まれます。

•デバイスの電源投入（1ページ）
•起動時のデバイスの設定（3ページ）
•デバイスの安全な電源オフ（5ページ）

デバイスの電源投入
デバイスの取り付けとケーブルの接続が完了したら、デバイスを次の手順で起動します。

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。この間に押された任意のキーは、メッセージが停止したときに実行されるコマンド

と解釈されます。この操作によって、デバイスの電源がオフになり、再度起動します。メッ

セージが停止するまでは数分かかります。

注意

手順

ステップ 1 電源装置をオンにします。

ステップ 2 システム LEDを確認し、初期化プロセスをモニタします。

システムの起動が完了すると（この処理には数秒かかります）、デバイスの初期化が開始され

ます。デバイスの起動後、PWR 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、「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。

表 1 :ハードウェアコマンド

説明コマンド

次の情報を表示します。

•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

• boot image

• DRAM領域

• NVRAM領域

•フラッシュメモリ領域

show version

デバイスのアセンブリの IDPROM情報が表示
されます。

show diag slot

ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認

Cisco IOSソフトウェアの最低要件を確認するには、cisco.comの SoftwareAdvisorツールにログ
インします。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には、cisco.comのログインクレデンシャルが必要です。（注）

Software Advisorにアクセスする手順は、次のとおりです。

1. cisco.comで [Log In]をクリックします。

2. 登録済みのユーザ名とパスワードを入力し、[Log In]をクリックします。
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3. 検索ボックスに「 Software Advisor」と入力して、検索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ツールのリンクを選択します。

5. 製品ファミリを選択するか、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。

起動時のデバイスの設定
ここでは、デバイス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。

基本実行コンフィギュレーションを作成するには、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、ネットワーク計画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、デバイスの現在の状態を確認
します。コマンドを実行すると、デバイスで使用できる Cisco IOSソフトウェアリリースが表
示されます。

作成したコンフィギュレーションを変更する方法については、『Cisco IOSMasterCommandList,
All Releases』を参照してください。

デバイス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デバイスのコンソー

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デバイスを設定する

には、デバイスの 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

手順

ステップ 1 システムの起動中にプロンプトで「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。

Router>

ステップ 3 ユーザ EXECモードから、enableコマンドを入力します。
Router> enable
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ステップ 4 パスワードプロンプトで、システムパスワードを入力します（システムにパスワードが設定さ
れていない場合は、この手順をスキップできます）。

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。
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、quitコマンドを入力します。
Router# quit

グローバルパラメータの設定

最初にセットアッププログラムを起動するときに、システム全体の設定を制御するために使用

する特定のグローバルパラメータを設定します。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。

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、デバイスを起動します。

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）

以下の情報が表示される場合は、デバイスが正常に起動したことを意味します。

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!
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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。次回以降の使用時には、次に示す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プロンプトが表示されたら、「yes」
と入力します。

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の設定が求められます。

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、特権 EXECモードで次のコマンドを入力します。
device# show running-config

設定への変更を確認するには、EXECモードで次のコマンドを入力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。
device# show startup-config

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、プロン
プトで次のコマンドを入力します。

device# 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デバイスに作成す

る設定が保存されます。保存操作が失敗した場合、設定は失われ、次回のリロード時には使用

できません。

デバイスの安全な電源オフ
ここでは、デバイスのシャットダウン方法を示します。デバイスのすべての電源を切る前に、

reloadコマンドを実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、デバイ

スの電源を安全に切断できます。

デバイスの電源を安全に切断するには、次のようにします。
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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 確認のプロンプトが表示されたら、Enterキーを押します。

ステップ 4 システムブートストラップメッセージが表示されてから、次のようにシステムの電源をオフ
にします。

ステップ 5 接続されている場合は、デバイスから電源コードを取り外します。

•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。

デバイス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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