はじめに

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。
本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報
につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ
り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと
をご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ
イトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊
社担当者にご確認ください。

ここでは、お使いのルータ向けソフトウェア コンフィギュレーション マニュアルの目的、対象読者、
構成、および表記法を説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

• 「目的」（P.1）
• 「対象読者」（P.2）
• 「表記法」（P.2）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.3）
• 「マニュアルに関するフィードバック」（P.3）
• 「シスコのテクニカル サポート」（P.3）
• 「その他の情報の入手方法」（P.4）

目的
これらのマニュアルでは、Cisco ルータの設定方法および管理方法を説明します。

対象読者

対象読者
これらのマニュアルは、Cisco ルータの設置、設定、および管理を行う担当者向けに作成されていま
す。こうした担当者は、ネットワーク関連の技術と用語に精通している必要があります。

表記法
これらのマニュアルでは、手順や情報を示すために、表 1 の表記法を使用しています。
表 1

コマンドの表記法

表記法

説明

太字

コマンドおよびキーワード。

イタリック体

ユーザが値を指定する変数。

[

角カッコで囲んで表示される省略可能なキーワードまたは引数。

]

{x | y | z}

必須キーワードの選択肢は波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。い
ずれか 1 つを必ず選択します。

screen フォント

画面に表示される情報の例を表します。

太字の screen フォ ユーザが入力しなければならない情報を表します。
ント

<

>

パスワードのように出力されない文字は、イタリック体が使用できない場合、
山カッコで囲んで示しています。

[

]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示してい
ます。

（注） 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

ワンポイント アドバイス

ヒント

注意

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイ
ントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございま
したら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお
願いいたします。

シスコのテクニカル サポート
次の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立ちます。

• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする
• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
• ツールおよびリソースへアクセスする
– Product Alert の受信登録
– Field Notice の受信登録
– Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニティで、技術関連のディスカッションに参加する
• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する

Japan テクニカル サポート Web サイトでは、Technical Support Web サイト
（http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html）の、利用頻度の高いドキュメントを日本語で提
供しています。
Japan テクニカル サポート Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/cisco/web/JP/support/index.html

Service Request ツールの使用
Service Request ツールには、次の URL からアクセスできます。
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
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日本語版の Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/jp/go/tac/sr/
シスコの世界各国の連絡先一覧は、次の URL で参照できます。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

その他の情報の入手方法
シスコの製品、サービス、テクノロジー、ネットワーキング ソリューションに関する情報について、
さまざまな資料をオンラインで入手できます。

• シスコの E メール ニュースレターなどの配信申し込みについては、Cisco Subscription Center にア
クセスしてください。

http://www.cisco.com/offer/subscribe
• 日本語の月刊 Email ニュースレター「Cisco Customer Bridge」については、下記にアクセスくだ
さい。

http://www.cisco.com/web/JP/news/cisco_news_letter/ccb/
• シスコ製品に関する変更やアップデートの情報を受信するには、Product Alert Tool にアクセスし、
プロファイルを作成して情報の配信を希望する製品を選択してください。Product Alert Tool には、
次の URL からアクセスできます。

http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do?local=en
• 『Cisco Product Quick Reference Guide』はリファレンス ツールで、パートナーを通じて販売され
ている多くのシスコ製品に関する製品概要、主な機能、製品番号、および簡単な技術仕様が記載さ
れています。
『Cisco Product Quick Reference Guide』を発注するには、次の URL にアクセスして
ください。

http://www.cisco.com/go/guide
• ネットワークの運用面の信頼性を向上させることのできる最新の専門的サービス、高度なサービ
ス、リモート サービスに関する情報については、Cisco Services Web サイトを参照してください。
Cisco Services Web サイトには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/services
• Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、マニュアル、ロゴ入り商品を提供
しています。Cisco Marketplace には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/
• DVD に収録されたシスコの技術マニュアル（Cisco Product Documentation DVD）は、Product
Documentation Store で発注できます。Product Documentation Store には、次の URL からアクセ
スできます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore
• Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を発行しています。Cisco
Press には、次の URL からアクセスできます。

http://www.ciscopress.com
• 日本語のシスコプレスの情報は以下にアクセスください。

http://www.seshop.com/se/ciscopress/default.asp
• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担当
するエンジニア向けに、シスコが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』には、次の
URL からアクセスできます。
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http://www.cisco.com/ipj
• 『What's New in Cisco Product Documentation』は、シスコ製品の最新マニュアル リリースに関す
る情報を提供するオンライン資料です。毎月更新されるこの資料は、製品カテゴリ別にまとめられ
ているため、目的の製品マニュアルを見つけることができます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
• シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

はじめに

OL-5591-01-J

5

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

はじめに

6

OL-5591-01-J

概要
このマニュアルは、WAN インターフェイス カード（WIC）、音声 /WAN インターフェイス カード
（Cisco 1841 ルータに対してはデータ モードのみ）、および高速 WAN インターフェイス カー
（VWIC）
ド（HWIC）の取り付けが可能なシャーシを提供する、Cisco 1800 シリーズ サービス統合型ルータ
（モジュラ）をサポートします。

Cisco 1841 ルータはデータ専用ルータで、2 つの HWIC/WIC/VWIC スロットがあり、シングル幅
HWIC および 1 つの拡張統合モジュール（AIM）スロットをサポートできます。デスクトップへの設
置や、壁面取り付けが可能です。

（注）

Cisco 1841 ルータで VWIC を使用できますが、データ モードでのみ機能します。音声インターフェイ
スはサポートされません。

（注）

Cisco 1800 シリーズ ルータのインターフェイス番号および非同期回線番号方式は、他のシスコ モジュ
ラ ルータで使用される番号方式と異なります。詳細については、ご使用のルータのハードウェア イン
ストレーション マニュアルを参照してください。

Cisco 1800 シリーズ ソフトウェア コンフィギュレーショ
ン マニュアル
すべての情報が 1 冊にまとめられている従来のマニュアルとは異なり、Cisco 1800 シリーズ ルータの
ソフトウェア コンフィギュレーション マニュアルは Web ベース表現が本来備えている機能を利用して
います。この機能には、Cisco.com 上の他の情報やツール、およびその他の多数のリソースへのハイ
パーリンクが多数含まれます。
章ではなく、トピック エリア単位でアクセスできます。『Cisco 1800 Series Software Configuration』
の最上位レベルには、ソフトウェア コンフィギュレーションに関する次のようなメイン トピックが記
載されています。

• 「Basic Software Configuration」
– 「setup コマンド機能を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション」

内容

– 「Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュ
レーション」

• 「機能マニュアルの検索」
• 設定例
• 「Troubleshooting and Maintenance」
– 「システム イメージのアップグレード」
– 「CompactFlash メモリ カードの使用方法」
– 「ROM モニタの使用」
– 「コンフィギュレーション レジスタの設定変更」
– 「トラブルシューティング リンク」
• 『Cisco 1800 Series Cards and Modules』

（注）

セットアップ機能および ISO CLI（コマンドライン インターフェイス）以外の第 3 の方法として、
Cisco Router and Security Device Manager を使用して、Cisco ルータを設定することもできます。
SDM 機能の詳細については、次の URL を参照してください。http://www.cisco.com/go/sdm

（注）

使用可能な多数のツールにアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントを持っ
ていないか、または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、説明に従ってください。

内容
次に、これ以降の概要で取り上げているメイン トピックのリストを示します。

• 「初期設定」（P.2）
• 「Cisco IOS 起動シーケンスの使用」（P.8）

初期設定
ルータを設定するには、次のいずれかの方法を使用します。

• 「Cisco Router and Security Device Manager を使用した初期設定」（P.3）
• 「setup コマンド機能による初期設定」（P.4）
• 「コマンドライン インターフェイスを使用した初期設定」（P.6）

概要
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Cisco Router and Security Device Manager を使用した初期設定
（注）

ルータを設定するには、Cisco Router and Security Device Manager を使用することを推奨します。組
み込み式の確認システムおよび健全性チェック機能により、正しい設定および強固なセキュリティが実
現されます。

Cisco Router and Security Device Manager（SDM）は使いやすいデバイス管理ツールです。これによ
り、直感的な Web ベース グラフィカル ユーザ インターフェイスを使って Cisco IOS セキュリティ機
能およびネットワーク接続を設定できます。SDM ウィザードを使用すると、次の操作が可能になりま
す。
• 追加の LAN および WAN 接続の設定
• ファイアウォールの作成 Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）接続の設定
• セキュリティ監査の実行

SDM には、ファイアウォール ポリシー、ネットワーク アドレス変換（NAT）、VPN、ルーティング プ
ロトコル、その他のオプションなど、高度な機能を設定する場合に使用できるアドバンス モードもあ
ります。

SDM およびルータの詳細
SDM 機能の詳細については、SDM オンライン ヘルプを参照してください。SDM の詳細については、
次の URL も参照してください。
http://www.cisco.com/go/sdm
ここでは、SDM の FAQ、データ シート、カスタマー プレゼンテーション、フラッシュ デモ、技術マ
ニュアルおよび製品アップデートへのリンクなど、SDM に関する詳細を参照できます。
必要に応じて CLI を使用するために PC をルータ コンソール ポートに接続する手順や、ルータの LED
を使用して設置状態を確認する手順などのその他の手順については、ルータのクイック スタート ガイ
ドを参照してください。クイック スタート ガイドには、保証に関する重要な情報が記載されているこ
ともあります。

SDM の最新バージョンの取得
SDM は新機能を提供するために定期的に拡張されています。ルータで SDM がすでに稼働している場
合は、[Tools] メニューをクリックして、[Update SDM] を選択することにより、SDM を自動的に更新
できます。SDM によって、使用可能な新しいバージョンが存在するかどうかが判別され、ユーザはそ
のバージョンをダウンロードして、ルータにインストールできます。
ご使用のサポート対象ルータに SDM がインストールされていない場合は、SDM の最新バージョンを
無料でダウンロードできます。ルータに SDM をインストールする手順については、次の URL を参照
してください。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm
SDM をインストールするルータで SDM がサポートされているかどうかを判別するには、SDM のリ
リース ノートを参照してください。
起動シーケンスの最後に次のメッセージが表示される場合は、ルータに Cisco Router and Security
Device Manager（SDM）がインストールされています。
yourname con0 is now available

概要
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Press RETURN to get started.

ヒント

これらのメッセージが表示されない場合は、ルータに SDM が同梱されていません。SDM を使用する
には、次の URL から、SDM の最新バージョンとそれをルータにインストールする手順をダウンロー
ドできます。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm
SDM のクイック スタート ガイド、リリース ノート、およびその他の資料を入手するには、
http://www.Cisco.com/go/sdm に移動し、技術マニュアルのリンクをクリックしてください。
SDM を使用してルータを設定する手順については、ルータに付属している『Cisco Router and
Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide』を参照してください。

setup コマンド機能による初期設定
ここでは、setup コマンド機能を使用してルータのホスト名を設定したり、パスワードを設定したり、
管理ネットワークと通信するようにインターフェイスを設定したりする方法を示します。
起動シーケンスの最後に次のメッセージが表示される場合は、setup コマンド機能が自動的に起動して
います。
--- System Configuration Dialog --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 '[]'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

setup コマンド機能は、ルータとネットワークの基本情報を要求し、初期コンフィギュレーション ファ
イルを作成します。コンフィギュレーション ファイルが作成されると、ユーザは CLI または Security
Device Manager を使用してさらに設定を追加できます。
setup コマンド機能のプロンプトは、ルータのモデル、搭載されたインターフェイス モジュール、およ
びソフトウェア イメージに応じて変わります。次の例とユーザ入力（太字の部分）は、あくまでも例で
す。

（注）

ステップ 1

setup コマンド機能を間違って使用した場合は、setup コマンド機能を終了し、再度実行してください。
Ctrl+C を押し、特権 EXEC モードのプロンプト（Router#）で setup コマンドを入力します。
setup コマンド機能を使用して操作を進めるには、yes を入力します。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

ステップ 2

次のメッセージが表示されたら、yes を入力して基本管理セットアップを開始します。
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

概要
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to configure each interface on the system
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

ステップ 3

ルータのホスト名（例では Router ）を入力します。
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: Router

ステップ 4

イネーブル シークレット パスワードを入力します。このパスワードは暗号化されており（セキュリ
ティ保護レベルが高い）、設定を表示しても参照できません。
The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: xxxxxx

ステップ 5

イネーブル シークレット パスワードとは異なるイネーブル パスワードを入力します。このパスワード
は暗号化されていない（セキュリティ保護レベルが低い）ので、設定を表示して参照できます。
The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: xxxxxx

ステップ 6

仮想端末パスワードを入力します。このパスワードによって、コンソール ポート以外のポートからの
不正アクセスを防止できます。
The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: xxxxxx

ステップ 7

次のプロンプトに対して、使用するネットワークに適した応答を入力します。
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Community string [public]:

使用可能なインターフェイスの要約が表示されます。

（注）

表示されるインターフェイス番号は、シスコ モジュラ ルータ プラットフォームのタイプ、および搭載
されたインターフェイス モジュールおよびカードによって異なります。
Current interface summary
Controller Timeslots D-Channel Configurable modes Status
T1 0/0
24
23
pri/channelized
Administratively up
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
Interface
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1

ステップ 8

IP-Address
unassigned
unassigned

OK? Method Status
NO unset up
NO unset up

Prol
up
dow

管理ネットワークにルータを接続するために、使用可能なインターフェイスの中から 1 つを選択しま
す。
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: fastethernet0/0

ステップ 9

次のプロンプトに対して、使用するネットワークに適した応答を入力します。
Configuring interface FastEthernet0/0:
Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]: yes

概要
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Operate in full-duplex mode? [no]: no
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface: 172.1.2.3
Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.0.0
Class B network is 172.1.0.0, 26 subnet bits; mask is /16

ステップ 10

コンフィギュレーションが表示されます。
The following configuration command script was created:
hostname Router
enable secret 5 $1$D5P6$PYx41/lQIASK.HcSbfO5q1
enable password xxxxxx
line vty 0 4
password xxxxxx
snmp-server community public
!
no ip routing
!
interface FastEthernet0/0
no shutdown
speed 100
duplex half
ip address 172.1.2.3 255.255.0.0
!
interface FastEthernet0/1
shutdown
no ip address
end

ステップ 11

次のプロンプトに応答します。[2] を選択して、初期設定を保存します。
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.
Press RETURN to get started! RETURN
The user prompt is displayed.
Router>

ステップ 12

初期設定を確認します。確認手順については、「初期設定の確認」（P.7）を参照してください。

詳細については、次の URL にある「Basic Software Configuration Using the Setup Command Facility」
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1800/1841/software/configuration/guide/b_setup.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/cfun_vcg.html

コマンドライン インターフェイスを使用した初期設定
ここでは、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用した設定に関する CLI プロンプトの表示
方法について簡単に説明します。
起動シーケンスの最後に次のメッセージが表示された場合は、CLI を使用できます。

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

これらのメッセージが表示されない場合は、SDM およびデフォルト コンフィギュレーション ファイル
が出荷時にインストールされています。SDM を使用してルータを設定する手順については、「Cisco
Router and Security Device Manager を使用した初期設定」（P.3）を参照してください。

（注）

ステップ 1

リセット、電源のオフ / オン、または停電時に設定が失われないようにするため、変更した設定を適宜
に保存してください。設定を NVRAM（不揮発性 RAM）に保存するには、特権 EXEC モードのプロ
ンプト（Router#）で copy running-config startup-config コマンドを使用します。

CLI を使用して手動設定を続ける場合は、起動時のメッセージが表示されたあとに no を入力します。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

ステップ 2

Return を押して自動インストールを終了し、手動設定を続行します。
Would you like to terminate autoinstall? [yes] Return
Several messages appear, ending with a line similar to the following:
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled <date> <time> by <person>

ステップ 3

Return キーを押して Router> プロンプトを表示します。
...
flashfs[4]: Initialization complete.
Router>

ステップ 4

特権 EXEC モードを開始します。
Router> enable
Router#

ステップ 5

初期設定を確認します。確認手順については、「初期設定の確認」（P.7）を参照してください。

ルータ設定への CLI の使用の詳細については、次の URL にある「Basic Software Configuration Using
the Cisco IOS Command-Line Interface」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1800/1841/software/configuration/guide/b_setup.html

初期設定の確認
新しいインターフェイスが正しく動作していることを確認するには、次のテストを実行します。

• インターフェイスが正しく動作していて、インターフェイスおよびライン プロトコルが正しい状
態（アップまたはダウン）にあることを確認するには、show interfaces コマンドを入力します。
• IP に設定されたインターフェイスのサマリー ステータスを表示するには、show ip interface brief
コマンドを使用します。

概要
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• 正しいホスト名とパスワードが設定されていることを確認するには、show configuration コマン
ドを入力します。
初期設定を入力して確認したら、Cisco ルータに特定の機能を設定できます。

Cisco IOS 起動シーケンスの使用
ここでは、SDM を使用する代わりに、IOS 起動シーケンスを使用してルータを設定する方法について
説明します。

（注）

SDM はデフォルト コンフィギュレーション ファイルを使用するため、SDM を使用してルータを設定
した場合は、標準の Cisco IOS 起動シーケンスは実行されません。
Cisco IOS セットアップ ユーティリティを使用すると、TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）または
BOOTP を使用して設定をダウンロードしたり、標準 Cisco IOS 起動シーケンスで使用可能なその他の
機能を使用したりできます。
ルータに付属のコンフィギュレーション ファイルは、次の処理を行います。

• ファスト イーサネット インターフェイスに IP アドレスを設定して、LAN とのインターフェイス
をイネーブルにします。

• ルータの HTTP/HTTPS サーバをイネーブルにして、LAN からの HTTP アクセスを許可します。
• デフォルト ユーザ名（cisco）およびパスワード（cisco）を作成し、権限レベル 15 を設定します。
• LAN からルータへの Telnet/SSM アクセスをイネーブルにします。
既存の設定を消去して、Cisco IOS 起動シーケンスを使用するには、次の手順を実行します。

（注）

SDM は引き続きルータにインストールされた状態になっています。SDM を再イネーブルにする手順
については、「IOS 起動シーケンスの使用が設定されたルータでの SDM のイネーブル化」（P.9）を参
照してください。

ステップ 1

ルータに付属のライト ブルーのコンソール ケーブルで、ルータのブルー コンソール ポートと PC のシ
リアル ポートを接続します。手順については、ルータに付属のハードウェア インストレーション ガイ
ドを参照してください。

ステップ 2

ルータに電源装置を接続し、電源装置をコンセントに接続してから、ルータの電源をオンにします。手
順については、ルータに付属のクイック スタート ガイドを参照してください。

ステップ 3

ルータに接続するには、PC 上の HyperTerminal または同様の端末エミュレーション プログラムを使用
します。使用する端末エミュレーション設定は、9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ス
トップ ビット、フロー制御なしです。

ステップ 4

プロンプトに enable コマンドを入力します。デフォルト コンフィギュレーション ファイルは、イネー
ブル パスワードを設定しません。
yourname> enable
yourname#

ステップ 5

erase startup-config コマンドを入力します。
yourname# erase startup-config

ステップ 6

Enter を押してコマンドを確認します。

概要
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ステップ 7

reload コマンドを入力します。
yourname# reload

ステップ 8

Enter を押してコマンドを確認します。

標準起動シーケンスの実行が開始します。SDM を使用して以降のルータ設定を行うときに、Web ベー
ス アプリケーションおよび Telnet とセキュア シェル（SSH）プロトコルをサポートするには、ルータ
を手動で再設定する必要があります。権限レベルが 15 のユーザ アカウントも作成する必要がありま
す。詳細については、「IOS 起動シーケンスの使用が設定されたルータでの SDM のイネーブル化」
（P.9）を参照してください。

IOS 起動シーケンスの使用が設定されたルータでの SDM のイネーブル化
IOS 起動シーケンスを使用するために出荷時のスタートアップ コンフィギュレーションを消去した場
合も、SDM を使用できます。そのためには、Web ベース アプリケーションをサポートするようにルー
タを設定し、権限レベル 15 が定義されたユーザ アカウントを設定してから、Telnet および SSH プロ
トコルをサポートするように設定します。これらの変更は、Telnet セッションまたはコンソール接続を
使用して行うことができます。

Web ベース アプリケーション、権限レベル 15 のユーザ、および Telnet/SSH をサポートする
ようにルータを設定する方法
ステップ 1

グローバル コンフィギュレーション モードで次の Cisco IOS コマンドを使用して、ルータ上で
HTTP/HTTPS サーバをイネーブルにします。
Router(config)# ip http server
Router(config)# ip http secure-server
Router(config)# ip http authentication local

ルータが IPSec IOS イメージを使用すると、HTTPS サーバがイネーブルになります。その他の場合
は、HTTP サーバだけがイネーブルになります。
ステップ 2

権限レベルが 15 のユーザ アカウントを作成します（必要に応じて権限をイネーブルにします）。
Router(config)# username <username> privilege 15 password 0 <password>

<username> および <password> を、ユーザが選択したユーザ名およびパスワードで置き換えます。
ステップ 3

SSH および Telnet にローカル ログインおよび権限レベル 15 を設定します。
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet
transport input telnet ssh

ステップ 4

（任意）ローカル ロギングをイネーブルにして、ログ モニタリング機能をサポートします。
Router(config)# logging buffered 51200 warning

手動設定を行ったルータ上で SDM を使用する手順については、「手動で設定されたルータでの SDM
の起動」（P.10）を参照してください。

概要
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手動で設定されたルータでの SDM の起動
SDM は Web ベース アプリケーションです。LAN を介してルータに接続された PC から実行する必要
があります。ルータが DHCP サーバとして設定されている場合、PC を、IP アドレスを自動受信する
ように設定する必要があります。ルータが DHCP サーバとして設定されていない場合は、PC を接続し
たルータ インターフェイスと同じサブネット上のスタティック IP アドレスを、PC に設定する必要が
あります。たとえば、ルータの IP アドレスが 172.16.30.1 で、サブネット マスクが 255.255.255.248
である場合は、172.16.30.2 ～ 172.16.30.6 の範囲のネットワーク アドレスを使用し、ルータと同じサ
ブネット マスクを使用するように、PC を設定する必要があります。
ステップ 1

PC 上で Web ブラウザを開き、ルータの IP アドレスを入力します。
https://IP-address

https://... を指定すると、Secure Socket Layer（SSL）プロトコルでセキュアに接続できます。SSL を
使用できない場合は、http://... を使用できます。
ステップ 2

「Web ベース アプリケーション、権限レベル 15 のユーザ、および Telnet/SSH をサポートするように
ルータを設定する方法」のステップ 2 で指定したユーザ名およびパスワードを入力します。
ルータ設定を継続する手順については、
「Cisco Router and Security Device Manager を使用した初期設
定」（P.3）を参照してください。

概要
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setup コマンド機能を使用した基本的なソフ
トウェア コンフィギュレーション

ルータは、Cisco Router and Security Device Manager（SDM）、Cisco IOS setup コマンド機能、また
は Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して設定できます。

（注）

可能な限り、SDM を使用してルータを設定することを推奨します。SDM の可用性と使用法について
は、ルータに付属のクイック スタート ガイドを参照してください。
ソフトウェア コンフィギュレーション マニュアルでは、CLI を使用して設定作業を実行する方法につ
いて説明します。一方で、このマニュアルでは、Cisco IOS の setup コマンド機能を使用して基本的な
設定を実行する方法を説明します。

内容
• 「このマニュアルでサポートされるプラットフォーム」（P.1）
• 「setup コマンド機能に関する情報」（P.2）
• 「setup コマンド機能を使用した基本的な設定」（P.2）
• 「setup コマンド機能を使用したインターフェイス パラメータの設定例」（P.5）
• 「設定の完了」（P.26）

このマニュアルでサポートされるプラットフォーム
このマニュアルは、次のプラットフォームに対して使用してください。

• Cisco 1800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

setup コマンド機能に関する情報

setup コマンド機能に関する情報
setup コマンド機能を使用すると、ルータを迅速に設定するために必要な情報を入力するようにプロン
プトが表示されます。この機能では、LAN インターフェイスや WAN インターフェイスなどの基本的
な設定を、手順に従って進めます。setup コマンド機能の一般的な詳細については、次のマニュアルを
参照してください。
『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide, Release 12.2』
「Part 1: Cisco IOS User Interfaces」
「Using AutoInstall and Setup」

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/ffcprt1/fcf002.htm

setup コマンド機能を使用した基本的な設定
ここでは、ルータのホスト名とパスワードを設定し、さらに管理ネットワークと通信するためのイン
ターフェイスを設定する手順について説明します。

（注）

表示されるメッセージは、ルータのモデル、搭載されているインターフェイス モジュール、およびソ
フトウェア イメージに応じて変わります。次の例とユーザ入力（太字の部分）は、あくまでも例です。

（注）

setup コマンド機能を間違って使用した場合は、setup コマンド機能を終了し、再度実行してください。
Ctrl+C を押し、特権 EXEC モード（Router#）に setup コマンドを入力します。

ステップ 1

次の方法のいずれかを使用して、setup コマンド機能を入力します。

• Cisco IOS CLI から、特権 EXEC モードで setup コマンドを入力します。
Router> enable
Password: <password>
Router# setup
--- System Configuration Dialog --Continue with configuration dialog? [yes/no]:

• コンフィギュレーション ファイルがまだない状態でルータがリロードを実行すると、setup コマン
ド機能を入力するよう求められます。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

ステップ 2

setup コマンド機能を引き続き使用する場合は、yes を入力します。

setup コマンド機能を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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ステップ 3

次のメッセージが表示されたら、yes を入力して基本管理セットアップを開始します。
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
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

ステップ 4

ルータのホスト名を入力します（例では myrouter）。
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: myrouter

ステップ 5

イネーブル シークレット パスワードを入力します。このパスワードは暗号化される（安全性が高い）
ので、設定を表示してもパスワードは表示されません。
The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: xxxxxx

ステップ 6

イネーブル シークレット パスワードとは異なるイネーブル パスワードを入力します。このパスワード
は暗号化されない（安全性が低い）ので、設定を表示するとパスワードも表示されます。
The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: xxxxxx

ステップ 7

仮想端末パスワードを入力します。このパスワードによって、コンソール ポート以外のポートからの
不正アクセスを防止できます。
The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: xxxxxx

ステップ 8

次のプロンプトに対して、使用するネットワークに適した応答を入力します。
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Community string [public]:

使用可能なインターフェイスの要約が表示されます。

（注）

表示されるインターフェイス番号は、シスコ モジュラ ルータ プラットフォームのタイプ、お
よび搭載されたインターフェイス モジュールとカードによって異なります。

Current interface summary
Controller Timeslots D-Channel Configurable modes Status
T1 0/0
24
23
pri/channelized
Administratively up
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
Interface
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1

IP-Address
unassigned
unassigned

OK? Method Status
NO unset up
NO unset up

Prol
up
dow
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ステップ 9

管理ネットワークにルータを接続するために、使用可能なインターフェイスの中から 1 つを選択しま
す。
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: fastethernet0/0

ステップ 10

次のプロンプトに対して、使用するネットワークに適した応答を入力します。
Configuring interface FastEthernet0/0:
Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]: yes
Operate in full-duplex mode? [no]: no
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface: 172.1.2.3
Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.0.0
Class B network is 172.1.0.0, 16 subnet bits; mask is /16

コンフィギュレーションが表示されます。
The following configuration command script was created:
hostname myrouter
enable secret 5 $1$D5P6$PYx41/lQIASK.HcSbfO5q1
enable password xxxxxx
line vty 0 4
password xxxxxx
snmp-server community public
!
no ip routing
!
interface FastEthernet0/0
no shutdown
media-type 100BaseX
half-duplex
ip address 172.1.2.3 255.255.0.0
!
interface FastEthernet0/1
shutdown
no ip address
!
end

ステップ 11

次のプロンプトに応答します。[2] を選択して初期設定を保存します。
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.
Press RETURN to get started! RETURN

ユーザ プロンプトが表示されます。
myrouter>

初期設定の作業を完了したら、特定の機能について Cisco ルータの設定を開始できます。

setup コマンド機能を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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setup コマンド機能を使用したインターフェイス パラメー
タの設定例
setup コマンド機能のプロンプトは、ルータ内の固定インターフェイスまたはモジュラ インターフェイ
スの種類に応じて変わります。ここでは、setup コマンド機能を使用して次の操作を実行する例を示し
ます。
• 「ファスト イーサネット インターフェイスの設定」（P.5）
• 「ギガビット イーサネット インターフェイスの設定」（P.6）
• 「1 ポートまたは 2 ポートのシリアル インターフェイスの設定」（P.8）
• 「非同期 / 同期シリアル インターフェイス：非同期設定」（P.11）
• 「非同期 / 同期シリアル インターフェイス：同期設定」（P.11）
• 「ISDN 基本速度インターフェイスの設定」（P.13）
• 「チャネライズド E1/T1 ISDN PRI インターフェイスの設定」（P.20）
• 「1 ポート、4 線、56-kbps DSU/CSU 設定」（P.25）

（注）

表示されるメッセージは、ルータのモデル、搭載されているインターフェイス モジュール、およびソ
フトウェア イメージに応じて変わります。次の例とユーザ入力（太字の部分）は、あくまでも例です。

ファスト イーサネット インターフェイスの設定
次に、setup コマンド機能を使用した、ファスト イーサネット インターフェイスの簡単な設定例を示し
ます。
Do you want to configure FastEthernet0/0 interface [yes]:
Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]:
Operate in full-duplex mode? [no]:
Configure IP on this interface? [no]: yes
IP address for this interface: 6.0.0.1
Number of bits in subnet field [0]:
Class A network is 6.0.0.0, 0 subnet bits, mask is /8
Configure IPX on this interface? [yes]:
IPX network number [1]:
Need to select encapsulation type
[0] sap (IEEE 802.2)
[1] snap (IEEE 802.2 SNAP)
[2] arpa (Ethernet_II)
[3] novell-ether (Novell Ethernet_802.3)
Enter the encapsulation type [2]:

（注）

Cisco 1841 および Cisco 2801 のルータには、ファスト イーサネット ポート FE0/0 および FE0/1 に関
するハードウェア上の制限事項があります。半二重モードでトラフィックが許容量の 100% 以上（各方
向に 5 Mbps 以上発生することと同等）になると、インターフェイスでは過度の衝突が発生し、1 秒ご
とにリセットされます。この問題を回避するには、トラフィックを許容量の 100% 未満に抑える必要が
あります。
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ギガビット イーサネット インターフェイスの設定
次に、setup コマンド機能を使用した、ギガビット イーサネット インターフェイスの簡単な設定例を示
します。

（注）

ギガビット イーサネット インターフェイスは、Cisco 1841、Cisco 2801、または Cisco 2811 のルータ
ではサポートされません。
Configuring interface GigabitEthernet0/0:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface [192.168.200.215]: 1.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.255.255.0] : 255.0.0.0
Class A network is 1.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

（注）

Cisco 3800 シリーズのルータでは、ポート gig 0/0 は、Small Form-Factor Pluggable Gigabit Ethernet
Interface Converter（SFP GBIC）および RJ-45 メディア タイプの両方をサポートします。ポート gig
0/1 は、RJ-45 だけをサポートします。ポート gig 0/0 に SFP と RJ-45 のいずれかを選択するには、
media-type コマンドを使用します。詳細については、「ギガビット イーサネット インターフェイス用
のポートの選択」（P.6）を参照してください。
次は、ギガビット イーサネット（GE）インターフェイス向けの 2 つの設定例です。最初の例は、ポー
ト gig 0/0 またはポート gig 0/1 に適用可能な、RJ-45 モードの設定例を示しています。
interface GigabitEthernet0/0
ip address 1.3.153.13 255.0.0.0
duplex auto
speed auto
media-type RJ-45

SFP モード（Cisco 3800 シリーズのルータのみ）は、ポート gig 0/0 でだけ使用可能です。
interface GigabitEthernet0/0
ip address 1.3.153.13 255.0.0.0
duplex auto
speed auto
media-type sfp

ギガビット イーサネット インターフェイス用のポートの選択
SFP ポートは、GE ポート 0 だけでサポートされます。GE ポート 1 は、RJ-45（コパー モード）の操
作だけをサポートします。

GE ポート 0 の SFP タイプを選択するには、コマンドライン インターフェイス（CLI）から次のコマン
ドを使用します。
router(config)# int gigabitEthernet 0/0
router(config-if)# media-type sfp
GigabitEthernet0/0: Changing media to SFP.

（注）

SFP ポートに設定できる速度は、1000 Mbps または自動だけです。デュプレックスに設定できるのは、
全二重または自動モードです。半二重の通信は、サポートされていません。
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次は、gig 0/0 に対する典型的な show running config コマンドの出力です。
router# show run int gigabitEthernet 0/0
Building configuration...
Current configuration : 156 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
load-interval 30
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type sfp
no cdp enable
end

フロー制御機能

RJ-45（コパー）および SFP（ファイバ）のどちらの操作モードでもフロー制御がサポートされます。
これは、輻輳の発生中に、Media Access Control（MAC; メディア アクセス コントロール）ハード
ウェアによって、ポーズ フレームが遠端に送信されることを意味します。また、MAC ハードウェア
は、受信したポーズ フレームに反応します。現在の MAC ハードウェアでは、受信または送信した
ポーズ フレームの数を追跡する方法はありません。
デフォルトでは、フロー制御は有効になっています。
現在、RJ45 または SFP モードのどちらでも、ギガビット イーサネット ポートのフロー制御機能を無
効にするコマンドはありません。

ギガビット イーサネット ポートの速度およびデュプレックスの設定
通常、速度およびデュプレックス通信は、CLI コマンドの speed コマンドと duplex コマンドを使用し
て手動で設定します。

（注）

SFP ポートについては、速度設定には 1000 Mbps または auto だけを設定でき、デュプレックスには
full または auto だけを設定できます。
次に、使用可能なオプションの例を示します。
interface gigabitEthernet 0/[0-1]
router(config-if)# speed ?
10
100
1000
auto

Force 10 Mbps operation
Force 100 Mbps operation
Force 1000 Mbps operation
Enable AUTO speed configuration

router(config-if)# duplex ?
auto
full
half

Enable AUTO duplex configuration
Force full duplex operation
Force half-duplex operation
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速度が 1000 Mbps に設定されると、CLI のデュプレックスのオプションは次のように変わります。
router(config-if)# speed 1000
router(config-if)# duplex ?
auto
full

Enable AUTO duplex configuration
Force full duplex operation

同様に、デュプレックスが half に設定されると、サポートされる速度は、次に示すように 10 Mbps、
100 Mbps、または auto になります。
router(config-if)# speed ?
10
100
auto

Force 10 Mbps operation
Force 100 Mbps operation
Enable AUTO speed configuration

メディア タイプが SFP の場合、設定可能な速度とデュプレックスの設定は次のとおりです。
router(config-if)# media-type sfp
GigabitEthernet0/0: Changing media to SFP.
You may need to update the speed and duplex settings for this interface.
router(config-if)# speed ?
1000
auto

Force 1000 Mbps operation
Enable AUTO speed configuration

router(config-if)# duplex ?
auto
full

（注）

Enable AUTO duplex configuration
Force full duplex operation

SFP モードの g0/0 に対する速度設定とデュプレックス設定がそれぞれ speed=1000 と
duplex=full の場合、自動ネゴシエーションは強制モードになり、自動ネゴシエーションは無効
にされます。SFP の速度とデュプレックスに関するそれ以外のすべてのモード設定では、自動
ネゴシエーションは有効にされます。

speed=1000 モードと duplex=full のモードが、コパー モード（RJ-45）の g0/0 インターフェ
イスと g0/1 インターフェイスの両方に指定される場合、自動ネゴシエーションは有効のままで
す。これは、speed=1000 の強制モードと見なされます。これは、IEEE 802.3 規約の Clause
40（1000-BASE-T）で規定されている、Annex 28D.5 拡張ごとに発生します。
10/100 に対して速度モードとデュプレックスのモードが強制され、g0/0 インターフェイスおよ
び g0/1 インターフェイスに対して full または half モードが強制される場合、自動ネゴシエー
ションは無効にされます。10/100 の速度に対してインターフェイスが強制モードにない場合、
自動ネゴシエーションは有効にされます。

1 ポートまたは 2 ポートのシリアル インターフェイスの設定
次に、1 ポートまたは 2 ポートのシリアル インターフェイスの設定例を示します。
Do you want to configure Serial0/0/0 interface? [yes]:
Some encapsulations supported are
ppp/hdlc/frame-relay/lapb/atm-dxi/smds/x25
Choose encapsulation type
[ppp]:
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（注）

ここでは、カプセル化タイプごとのプロンプトを説明します。PPP および High-Level Data Link
Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）のカプセル化については、これ以上の設定は必要あ
りません。
No serial cable seen.
Choose mode from (dce/dte) [dte]:

ルータにケーブルを接続していない場合、インターフェイスを DTE または DCE のどちらとして使用
するかを指定する必要があります。ケーブルが接続されている場合は、setup コマンド機能により
DTE/DCE ステータスが判別されます。シリアル ケーブルが DCE の場合は、次のプロンプトが表示さ
れます。
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
The following clock rates are supported on the serial interface.
0
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000
800000, 1000000, 1300000, 2000000, 4000000, 8000000
Choose clock rate from above: [2000000]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 192.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8
Configure IPX on this interface? [no]: yes
IPX network number [8]:

フレーム リレー カプセル化
次に、フレーム リレーのカプセル化の設定例を示します。
The following lmi-types are available to be set,
when connected to a frame relay switch
[0] none
[1] ansi
[2] cisco
[3] q933a
Enter lmi-type [2]:

（注）

Local Management Interface（LMI）タイプに none を指定した場合にだけ、setup コマンド機能によっ
て Data Link Connection Identifier（DLCI）番号のプロンプトが表示されます。デフォルト値を使用す
るか、または別の LMI タイプを指定すると、指定したプロトコルによる DLCI 番号が設定されます。
Enter the DLCI number for this interface [16]:
Do you want to map a remote machine’s IP address to dlci? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.2
Do you want to map a remote machine’s IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
The following clock rates are supported on the serial interface.
0
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000
800000, 1000000, 1300000, 2000000, 4000000, 8000000
choose speed from above: [2000000]: 1200
Configure IP on this interface? [yes]:
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IP address for this interface: 192.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

ルータに Internetwork Packet Exchange（IPX）が設定されている場合、setup コマンド機能によって
IPX マップのプロンプトが表示されます。
Do you want to map a remote machine's IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

Link Access Procedure, Balanced のカプセル化
次に、Link Access Procedure, Balanced（LAPB）のカプセル化の設定例を示します。ここでは、DCE
または DTE モードを選択します（デフォルトは DTE）。
lapb circuit can be either in dce/dte mode.
Choose either from (dce/dte) [dte]:

X.25 のカプセル化
次に、X.25 のカプセル化の例を示します。
x25 circuit can be either in dce/dte mode.
Choose from either dce/dte [dte]:
Enter local x25 address: 1234
We will need to map the remote x.25 station’s x25 address
to the remote station’s IP/IPX address
Enter remote x25 address: 4321
Do you want to map the remote machine’s x25 address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.2
Do you want to map the remote machine’s x25 address to IPX address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

lowest 2-way channel [1]:
highest 2-way channel [64]:
frame window (K) [7]:
Packet window (W) [2]:
Packet size (must be powers of 2) [128]:

ATM Data Exchange Interface のカプセル化
次に、Asynchronous Transfer Mode Data Exchange Interface（ATM-DXI）のカプセル化の例を示しま
す。
Enter VPI number [1]:
Enter VCI number [1]:
Do you want to map the remote machine’s IP address to vpi and vci? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.2
Do you want to map the remote machine’s IPX address to vpi and vci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678

Switched Multimegabit Data Service のカプセル化
次に、Switched Multimegabit Data Service （SMDS）のカプセル化の例を示します。
Enter smds address for the local interface: c141.5556.1415
We will need to map the remote smds station’s address
to the remote station’s IP/IPX address

setup コマンド機能を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション

10

OL-5992-01-J

setup コマンド機能を使用したインターフェイス パラメータの設定例

Enter smds address for the remote interface: c141.5556.1414
Do you want to map the remote machine’s smds address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.2
Do you want to map the remote machine’s smds address to IPX address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678

非同期 / 同期シリアル インターフェイス：非同期設定
次に、非同期 / 同期シリアル インターフェイス向けの非同期設定の設定例を示します。
Do you want to configure Serial1/1 interface? [yes]:
Enter mode (async/sync) [sync]: async
Configure IP on this interface? [yes]:
Configure IP unnumbered on this interface? [no]:
IP address for this interface: 192.0.0.0
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 0 subnet bits; mask is /8
Configure LAT on this interface? [no]:
Configure AppleTalk on this interface? [no]:
Configure DECnet on this interface? [no]:
Configure CLNS on this interface? [no]:
Configure IPX on this interface? [no]: yes
IPX network number [8]:
Configure Vines on this interface? [no]:
Configure XNS on this interface? [no]:
Configure Apollo on this interface? [no]:

非同期 / 同期シリアル インターフェイス：同期設定
次に、非同期 / 同期シリアル インターフェイス向けの同期設定の設定例を示します。
Do you want to configure Serial1/0 interface? [yes]:
Enter mode (async/sync) [sync]:
Some supported encapsulations are
ppp/hdlc/frame-relay/lapb/x25/atm-dxi/smds
Choose encapsulation type [hdlc]:

（注）

ここでは、カプセル化タイプごとのプロンプトを説明します。PPP および High-Level Data Link
Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）のカプセル化については、これ以上の設定は必要あ
りません。
No serial cable seen.
Choose mode from (dce/dte) [dte]:

ルータにケーブルを接続していない場合、インターフェイスを DTE または DCE のどちらとして使用
するかを指定する必要があります。ケーブルが接続されている場合は、setup コマンド機能により
DTE/DCE ステータスが判別されます。シリアル ケーブルが DCE の場合は、次のプロンプトが表示さ
れます。
Configure IP on this interface? [no]: yes
Configure IP unnumbered on this interface? [no]:
IP address for this interface: 192.0.0.0
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 0 subnet bits; mask is /8
Configure LAT on this interface? [no]:
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フレーム リレー カプセル化
次に、フレーム リレーのカプセル化の設定例を示します。
The following lmi-types are available to be set,when connected to a frame relay switch:
[0] none
[1] ansi
[2] cisco
[3] q933a
Enter lmi-type [2]:

（注）

Link Management Interface（LMI）タイプに none を指定した場合にだけ、setup コマンド機能によっ
て Data Link Connection Identifier（DLCI）番号のプロンプトが表示されます。デフォルト値を使用す
るか、または別の LMI タイプを指定すると、指定したプロトコルによる DLCI 番号が設定されます。
Enter the DLCI number for this interface [16]:
Do you want to map a remote machine’s IP address to dlci? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map a remote machine’s IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
The following clock rates are supported on the serial interface.
0
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000
800000, 1000000, 1300000, 2000000, 4000000, 8000000
choose speed from above: [2000000]: 1200
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 192.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

ルータに Internetwork Packet Exchange（IPX）が設定されている場合、setup コマンド機能によって
IPX マップのプロンプトが表示されます。
Do you want to map a remote machine's IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

LAPB のカプセル化
次に、LAPB のカプセル化の設定例を示します。ここでは、DCE または DTE モードを選択します（デ
フォルトは DTE）。
lapb circuit can be either in dce/dte mode.
Choose either from (dce/dte) [dte]:

X.25 のカプセル化
次に、X.25 のカプセル化の設定例を示します。
x25 circuit can be either in dce/dte mode.
Choose from either dce/dte [dte]:
Enter local x25 address: 1234
We will need to map the remote x.25 station’s x25 address
to the remote station’s IP/IPX address
Enter remote x25 address: 4321
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Do you want to map the remote machine’s x25 address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map the remote machine’s x25 address to IPX address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

lowest 2-way channel [1]:
highest 2-way channel [64]:
frame window (K) [7]:
Packet window (W) [2]:
Packet size (must be powers of 2) [128]:

ATM-DXI のカプセル化
次に、Asynchronous Transfer Mode, Data Exchange Interface（ATM-DXI）のカプセル化の設定例を示
します。
Enter VPI number [1]:
Enter VCI number [1]:
Do you want to map the remote machine’s IP address to vpi and vci? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map the remote machine’s IPX address to vpi and vci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678

SMDS のカプセル化
次に、Switched Multimegabit Data Service （SMDS）のカプセル化の例を示します。
Enter smds address for the local interface: c141.5556.1415
We will need to map the remote smds station’s address
to the remote station’s IP/IPX address
Enter smds address for the remote interface: c141.5556.1414
Do you want to map the remote machine’s smds address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map the remote machine’s smds address to IPX address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678

ISDN 基本速度インターフェイスの設定
表 1 に、有効な Integrated Services Digital Network （ISDN）スイッチ タイプを示します。
表 1

ISDN のスイッチ タイプ

ISDN のスイッチ タイ
国

プ

説明

オーストラリア

basic-ts013

オーストラリアの TS013 スイッチ
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表 1

ISDN のスイッチ タイプ （続き）

ISDN のスイッチ タイ
国

プ

説明

欧州

basic-1tr6

ドイツの 1TR6 ISDN スイッチ

basic-nwnet3

ノルウェーの NET3 ISDN スイッチ（フェーズ
1）

basic-net3

NET3 ISDN スイッチ（英国およびその他の
国）

basic-net5

NET5 スイッチ（英国およびその他の国）

vn2

フランスの VN2 ISDN スイッチ

vn3

フランスの VN3 ISDN スイッチ

日本

ntt

日本の NTT ISDN スイッチ

ニュージーランド

basic-nznet3

ニュージーランドの NET3 スイッチ

北米

basic-5ess

AT&T 基本速度スイッチ

basic-dms100

NT DMS-100 基本速度スイッチ

basic-ni1

National ISDN-1 スイッチ

次に、ISDN 基本速度通信の設定例を示します。
BRI interface needs isdn switch-type to be configured
Valid switch types are:
[0] none..........Only if you don't want to configure BRI.
[1] basic-1tr6....1TR6 switch type for Germany
[2] basic-5ess....AT&T 5ESS switch type for the US/Canada
[3] basic-dms100..Northern DMS-100 switch type for US/Canada
[4] basic-net3....NET3 switch type for UK and Europe
[5] basic-ni......National ISDN switch type
[6] basic-ts013...TS013 switch type for Australia
[7] ntt...........NTT switch type for Japan
[8] vn3...........VN3 and VN4 switch types for France
Choose ISDN BRI Switch Type [2]:
Do you want to configure BRI0/0/0 interface? [yes]:
Some encapsulations supported are
ppp/hdlc/frame-relay/lapb/x25
Choose encapsulation type
[ppp]:

（注）

ここでは、カプセル化タイプごとのプロンプトを説明します。HDLC のカプセル化には、これ以上の
設定は必要ありません。
Do you have service profile identifiers (SPIDs) assigned? [no]: y
Enter SPID1: 12345
Enter SPID2: 12345

（注）

スイッチ タイプに basic-5ess、basic-ni1、または basic-dms100 を指定した場合にだけ、setup コマン
ド機能によって Service Profile Identifier（SPID; サービス プロファイル識別子）のプロンプトが表示
されます。
Do you want to map the remote machine's IP address in dialer map? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.1
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Do you want to map the remote machine's IP address in dialer map? [yes]:
IPX address of the remote interface: 40.0060.34c6.90ed
To get to 192.0.0.1 we will need to make a phone call.
Please enter the phone number to call: 1234567890
Configure IP on this interface? [yes]:

（注）

ルータに少なくとも 1 つの LAN インターフェイスが設定されている場合、インターフェイス上で非番
号 IP アドレスを使用することを選択できます。
Configure IP unnumbered on this interface? [no]: y
Assign to which interface [Ethernet0/0]:

（注）

ルータに LAN インターフェイスが設定されていない場合、番号指定した IP アドレスを使用する必要
があります。
IP address for this interface: 192.0.0.1
Enter the subnet mask [255.0.0.0]:

ポイントツーポイント プロトコルのカプセル化
次に、point-to-point protocol（PPP; ポイントツーポイント）のカプセル化の設定例を示します。
Would you like to enable multilink PPP [yes]:
Enter a username for CHAP authentication [Router]:remote_router
Enter a password for CHAP authentication: secret

（注）

Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP; チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル）認
証プロセスに使用されるパスワードは大文字と小文字が区別されるので、リモート ルータのパスワー
ドと完全に一致していなければなりません。

フレーム リレー カプセル化
次に、フレーム リレーのカプセル化の設定例を示します。
The following lmi-types are available to be set,
when connected to a frame relay switch
[0] none
[1] ansi
[2] cisco
[3] q933a
Enter lmi-type [2]:

（注）

LMI タイプに none を指定した場合にだけ、setup コマンド機能によって DLCI 番号のプロンプトが表
示されます。デフォルト値を使用するか、または別の LMI タイプを指定すると、指定したプロトコル
による DLCI 番号が設定されます。
Enter the DLCI number for this interface [16]:
Do you want to map a remote machine’s IP address to dlci? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map a remote machine’s IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
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The following clock rates are supported on the serial interface.
0
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000
800000, 1000000, 1300000, 2000000, 4000000, 8000000
choose speed from above: [2000000]: 1200
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 192.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

（注）

ルータに IPX が設定されている場合、setup コマンド機能によって IPX マップのプロンプトが表示され
ます。
Do you want to map a remote machine's IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

Link Access Procedure, Balanced のカプセル化
次に、Link Access Procedure, Balanced（LAPB）のカプセル化の設定例を示します。ここでは、DTE
モードがデフォルトです。
lapb circuit can be either in dce/dte mode
Choose either from (dce/dte) [dte]:

ATM-DXI のカプセル化
次に、Asynchronous Transfer Mode Data Exchange Interface（ATM-DXI）のカプセル化の設定例を示
します。
Enter VPI number [1]:
Enter VCI number [1]:
Do you want to map the remote machine's IP address to vpi and vci? [yes]:
IP address for the remote interface: 6.0.0.1
Do you want to map the remote machine's IPX address to vpi and vci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

SMDS のカプセル化
次に、Switched Multimegabit Data Service （SMDS）のカプセル化の例を示します。
Enter smds address for the local interface: c141.5556.1415
We will need to map the remote smds station's address to the remote station’s IP address
Enter smds address for the remote interface: c141.5556.1414
Do you want to map the remote machine's smds address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.1
Do you want to map the remote machine's smds address to IP address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

X.25 のカプセル化
次に、X.25 のカプセル化の設定例を示します。
x25 circuit can be either in dce/dte mode.
Choose from either dce/dte [dte]:
Enter local x25 address: 1234
We will need to map the remote x.25 station's x25 address
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to the remote station’s IP/IPX address
Do you want to map the remote machine's x25 address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 6.0.0.1
Do you want to map the remote machine's x25 address to IPX address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed
Enter remote x25 address: 4321
Enter lowest 2-way channel [1]:
Enter highest 2-way channel [64]:
Enter frame window (K) [7]:
Enter Packet window (W) [2]:
Enter Packet size (must be powers of 2) [128]:

ISDN BRI 回線の設定
ISDN Basic Rate Interface（BRI; 基本速度インターフェイス）インターフェイスが搭載されたルータを
使用する場合は、あらかじめ地域の電気通信サービス プロバイダーに適切に設定された ISDN BRI 回
線を申し込む必要があります。
申し込みの手順はプロバイダーや国によって異なります。ここでは、一般的なガイドラインを示しま
す。

• 1 つの番号で呼び出される 2 つのチャネルを申し込みます。
• 発信者番号または Automated Number Identification（ANI）とも呼ばれる発呼回線 ID を取得しま
す。

• ISDN BRI 回線に接続される装置がルータだけの場合は、ポイントツーポイント サービスおよび
データ専用回線を申し込みます。

• ルータを経由して ISDN BRI 回線に別の ISDN 装置（ISDN 電話など）を接続する場合は、ポイン
トツーマルチポイント（サブアドレスが必要）および音声データ回線を申し込みます。

スイッチ タイプ別の ISDN BRI プロビジョニング
ISDN BRI プロビジョニングとは、ISDN BRI 回線によって提供されるサービス タイプのことです。プ
ロビジョニングは、ISDN BRI サービス プロバイダーによって実施されますが、プロバイダーに要求
を伝える必要があります。
表 2 では、ルータ用に申し込む必要のあるプロビジョニングをスイッチ タイプ別に示します。
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表 2

スイッチ タイプ別の ISDN プロビジョニング

スイッチ タイプ

プロビジョニング

5ESS Custom BRI

データのみ

データ用 2 B チャネル。
ポイントツーポイント。
端末タイプ = E。
サービス プロバイダーによって割り当てられるディレクトリ番号（DN）：
1 つ。
MiniTerm（MTERM）= 1。
Centrex 回線上での発呼回線 ID の配信を要求。
市内交換以外の ISDN 発信速度を 56 kbps に設定。

5ESS Custom BRI

音声およびデータ用

（これらの値は、ISDN 電話が接続されている場合のみ使用）
音声またはデータ用 2 B チャネル。
マルチポイント。
端末タイプ = D。
サービス プロバイダーによって割り当てられるディレクトリ番号（DN）：
2。
サービス プロバイダーによって割り当てられる必須のサービス プロファイ
ル識別子（SPID）：2。
MTERM = 2。
コール アピアランスの数 = 1。
表示 = なし。
リンギング / アイドル コール アピアランス = アイドル。
自動保留 = なし。
ワンタッチ = なし。
Centrex 回線上での発呼回線 ID の配信を要求。
市内交換以外の ISDN 発信速度を 56 kbps に設定。
ディレクトリ番号 1 によるディレクトリ番号 2 のハンティングが可能。
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表 2

スイッチ タイプ別の ISDN プロビジョニング （続き）

スイッチ タイプ

プロビジョニング

5ESS National ISDN
(NI-1) BRI

音声およびデータ用

DMS-100 BRI

端末タイプ = A。
音声およびデータ用 2 B チャネル。
サービス プロバイダーによって割り当てられるディレクトリ番号（DN）：
2。
サービス プロバイダーによって割り当てられる必須の SPID：2。
市内交換以外の ISDN 発信速度を 56 kbps に設定。
ディレクトリ番号 1 によるディレクトリ番号 2 のハンティングが可能。
音声およびデータ用

音声およびデータ用 2 B チャネル。
サービス プロバイダーによって割り当てられるディレクトリ番号（DN）：
2。
サービス プロバイダーによって割り当てられる必須の SPID：2。
機能信号。
Terminal Endpoint Identifier（TEID）の動的な割り当て。
キーの最大数 = 64。
リリース キー = なし、またはキー番号 = なし。
リンギング インジケータ = なし。
Electronic Key Telephone Set（EKTS）= なし。
Permanent Virtual Circuit（PVC）= 2。
Centrex 回線上での発呼回線 ID の配信を要求。
市内交換以外の ISDN 発信速度を 56 kbps に設定。
ディレクトリ番号 1 によるディレクトリ番号 2 のハンティングが可能。

ISDN サービス プロファイル識別子の定義
一部のサービス プロバイダーは、加入するサービスを ISDN 装置が定義するために、Service Profile
Identifier（SPID; サービス プロファイル識別子）を割り当てています。サービス プロバイダーが
SPID を要求している場合は、接続の初期化時に有効な SPID をサービス プロバイダーに送信しない限
り、ISDN 装置でコールの確立や受信を行うことができません。SPID は通常 7 桁の電話番号に任意の
番号を追加したものですが、サービス プロバイダーによっては別の番号付け方式を使用している場合
もあります。SPID はローカル アクセス ISDN インターフェイスでだけ重要です。SPID がリモート
ルータに送信されることはありません。
現在、DMS-100 と NI-1 のスイッチ タイプでだけ SPID が必要です。DMS-100 スイッチ タイプには、
B チャネルごとに 1 つずつ、合計 2 つの SPID が割り当てられます。AT&T 5ESS スイッチタイプに
よって SPID がサポートされている場合もありますが、この ISDN サービスの設定には SPID を使用し
ないことを推奨します。
サービス プロバイダーから SPID が割り当てられている場合は、ルータ上でこれらの SPID を定義する
必要があります。両方の ISDN BRI B チャネルに対してルータの SPID と Local Directory Number
（LDN; ローカル ディレクトリ番号）を定義するには、特権 EXEC モードで次の isdn spid コマンドを
使用します。
Router(config-if)# isdn spid1 spid-number [ldn]
Router(config-if)# isdn spid2 spid-number [ldn]

（注）

LDN はコマンドのオプション パラメータですが、ルータが 2 番目のディレクトリ番号へのコールにも
応答できるようにするため、LDN を入力する必要が生じる場合があります。
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チャネライズド E1/T1 ISDN PRI インターフェイスの設定
（注）

チャネライズド E1/T1 ISDN PRI インターフェイスは、Cisco 1841 ルータではサポートされていませ
ん。
次に、チャネライズド E1/T1 ISDN PRI インターフェイスの設定例を示します。
The following ISDN switch types are available:
[0] none............If you do not want to configure ISDN
[1] primary-4ess....AT&T 4ESS switch type for US and Canada
[2] primary-5ess....AT&T 5ESS switch type for US and Canada
[3] primary-dms100..Northern Telecom switch type for US and Canada
[4] primary-net5....European switch type for NET5
[5] primary-ni......National ISDN Switch type for the U.S
[6] primary-ntt.....Japan switch type
[7] primary-ts014...Australian switch type
Choose ISDN PRI Switch Type [2]:
Configuring controller T1 1/0 in pri or channelized mode
Do you want to configure this interface controller? [no]:
Will you be using PRI on this controller? [yes]:

E1/T1 PRI モード
次に、E1/T1 PRI モードの設定例を示します。
The following framing types are available:
esf | sf
Enter the framing type [esf]:
The following linecode types are available:
ami | b8zs
Enter the line code type [b8zs]:
Enter number of time slots [24]:
Do you want to configure Serial1/0:23 interface? [yes]:
Configuring the PRI D-channel
Would you like to enable multilink PPP? [yes]:
Configure IP on this interface? [no]: y
Configure IP unnumbered on this interface? [no]: y
Assign to which interface [Ethernet0/0]:
All users dialing in through the PRI will need to be
authenticated using CHAP. The username and password are
case sensitive.
Enter more username and passwords for PPP authentication? [no]: y
Enter the username used for dial-in CHAP authentication [Router]:
Enter the PPP password of the user dialing in on PRI:
Enter more username and passwords for PPP authentication? [no]:

E1 チャネライズド モード
次に、E1 チャネライズド モードの設定例を示します。
The following framing types are available:
no-crc4 | crc4
Enter the framing type [crc4]:
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The following linecode types are available:
ami | hdb3
Enter the line code type [hdb3]:
Do you want to configure Serial1/1:0 interface?: [Yes]:
Configuring the Channelized E1/T1 serial channels
Some encapsulations supported are
ppp/hdlc/frame-relay/lapb/atm-dxi/smds/x25
Choose encapsulation type
[ppp]:
Configure IP on this interface? [no]: y
Configure IP unnumbered on this interface? [no]:
IP address for this interface: 3.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 3.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

（注）

ここでは、カプセル化タイプごとのプロンプトを説明します。HDLC のカプセル化には、これ以上の
設定は必要ありません。

PPP のカプセル化
次に、PPP のカプセル化の設定例を示します。
Would you like to enable multilink PPP [yes]:
Enter a username for CHAP authentication [Router]:remote_router
Enter a password for CHAP authentication: secret

（注）

Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP; チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル）認
証プロセスに使用されるパスワードは大文字と小文字が区別されるので、リモート ルータのパスワー
ドと完全に一致していなければなりません。

フレーム リレー カプセル化
次に、フレーム リレーのカプセル化の設定例を示します。
The following lmi-types are available to be set,
when connected to a frame relay switch
[0] none
[1] ansi
[2] cisco
[3] q933a
Enter lmi-type [2]:

（注）

LMI タイプに none を指定した場合にだけ、setup コマンド機能によって Data Link Connection
Identifier（DLCI）番号のプロンプトが表示されます。デフォルト値を使用するか、または別の Local
Management Interface（LMI）タイプを指定すると、指定したプロトコルによる DLCI 番号が設定され
ます。
Enter the DLCI number for this interface [16]:
Do you want to map a remote machine’s IP address to dlci? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map a remote machine’s IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
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The following clock rates are supported on the serial interface.
0
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000
800000, 1000000, 1300000, 2000000, 4000000, 8000000
choose speed from above: [2000000]: 1200
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 192.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

ルータに Internetwork Packet Exchange（IPX）が設定されている場合、setup コマンド機能によって
IPX マップのプロンプトが表示されます。
Do you want to map a remote machine's IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

LAPB のカプセル化
次に、Link Access Procedure, Balanced（LAPB）のカプセル化の例を示します。
lapb circuit can be either in dce/dte mode
Choose either from (dce/dte) [dte]:

ATM-DXI のカプセル化
次に、Asynchronous Transfer Mode Data Exchange Interface（ATM-DXI）のカプセル化の設定例を示
します。
Enter VPI number [1]:
Enter VCI number [1]:
Do you want to map the remote machine's IP address to vpi and vci? [yes]:
IP address for the remote interface: 6.0.0.1
Do you want to map the remote machine's IPX address to vpi and vci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

SMDS のカプセル化
次に、Switched Multimegabit Data Service （SMDS）のカプセル化の例を示します。
Enter smds address for the local interface: c141.5556.1415
We will need to map the remote smds station's address to the remote station’s IP address
Enter smds address for the remote interface: c141.5556.1414
Do you want to map the remote machine's smds address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 192.0.0.1
Do you want to map the remote machine's smds address to IP address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

X.25 のカプセル化
次に、X.25 のカプセル化の設定例を示します。
x25 circuit can be either in dce/dte mode.
Choose from either dce/dte [dte]:
Enter local x25 address: 1234
We will need to map the remote x.25 station's x25 address
to the remote station’s IP/IPX address
Do you want to map the remote machine's x25 address to IP address? [yes]:
IP address for the remote interface: 6.0.0.1
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Do you want to map the remote machine's x25 address to IPX address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed
Enter remote x25 address: 4321
Enter lowest 2-way channel [1]:
Enter highest 2-way channel [64]:
Enter frame window (K) [7]:
Enter Packet window (W) [2]:
Enter Packet size (must be powers of 2) [128]:

T1 チャネライズド モード
次に、T1 チャネライズド モードの設定例を示します。
The following framing types are available:
esf | sf
Enter the framing type [esf]:
The following linecode types are available:
ami | b8zs
Enter the line code type [b8zs]:
T1 is capable of being configured for channel 1-24
Enter number of time slots [24]: 3
Configure more channel groups? [no]: y
Enter number of time slots [21]: 3
Configure more channel groups? [no]: y
Enter number of time slots [18]: 3
Configure more channel groups? [no]: y
Enter number of time slots [15]:
Configure more channel groups? [no]:

（注）

ここでは、カプセル化タイプごとのプロンプトを説明します。High-Level Data Link Control（HDLC;
ハイレベル データリンク制御）のカプセル化には、これ以上の設定は必要ありません。

PPP のカプセル化
次に、PPP のカプセル化の設定例を示します。
Would you like to enable multilink PPP [yes]:
Enter a remote hostname for PPP authentication [Router]:
Enter a password for PPP authentication:

（注）

Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP; チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル）認
証プロセスに使用されるパスワードは大文字と小文字が区別されるので、リモート ルータのパスワー
ドと完全に一致していなければなりません。

フレーム リレー カプセル化
次に、フレーム リレーのカプセル化の設定例を示します。
The following lmi-types are available to be set,
when connected to a frame relay switch
[0] none
[1] ansi
[2] cisco
[3] q933a
Enter lmi-type [2]:
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（注）

LMI タイプに none を指定した場合にだけ、setup コマンド機能によって Data Link Connection
Identifier（DLCI）番号のプロンプトが表示されます。デフォルト値を使用するか、または別の Local
Management Interface（LMI）タイプを指定すると、指定したプロトコルによる DLCI 番号が設定され
ます。
Enter the DLCI number for this interface [16]:
Do you want to map a remote machine’s IP address to dlci? [yes]:
IP address for the remote interface: 2.0.0.2
Do you want to map a remote machine’s IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.1234.5678
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
The following clock rates are supported on the serial interface.
0
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000
800000, 1000000, 1300000, 2000000, 4000000, 8000000
choose speed from above: [2000000]: 1200
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 192.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]:
Class A network is 2.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

ルータに Internetwork Packet Exchange（IPX）が設定されている場合、setup コマンド機能によって
IPX マップのプロンプトが表示されます。
Do you want to map a remote machine's IPX address to dlci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

LAPB のカプセル化
次に、Link Access Procedure, Balanced（LAPB）のカプセル化の例を示します。
lapb circuit can be either in dce/dte mode
Choose either from (dce/dte) [dte]:

ATM-DXI のカプセル化
次に、Asynchronous Transfer Mode Data Exchange Interface（ATM-DXI）のカプセル化の設定例を示
します。
Enter VPI number [1]:
Enter VCI number [1]:
Do you want to map the remote machine's IP address to vpi and vci? [yes]:
IP address for the remote interface: 6.0.0.1
Do you want to map the remote machine's IPX address to vpi and vci? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

SMDS のカプセル化
次に、Switched Multimegabit Data Service （SMDS）のカプセル化の例を示します。
Enter smds address for the local interface: c141.5556.1415
We will need to map the remote smds station's address to the remote station’s IP address
Enter smds address for the remote interface: c141.5556.1414
Do you want to map the remote machine's smds address to IP address? [yes]:
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IP address for the remote interface: 192.0.0.1
Do you want to map the remote machine's smds address to IP address? [yes]:
IPX address for the remote interface: 40.0060.34c6.90ed

1 ポート、4 線、56-kbps DSU/CSU 設定
スイッチド 56 WAN インターフェイス カードは、デフォルトでは専用回線またはリース回線のサービ
スとして設定されていますが、「1 ポート、4 線、56 kbps DSU/CSU 設定」と呼ばれる回線交換サービ
ス用にも設定できます。通常使用するデータ送信タイプによっては、回線交換サービスまたは専用回線
サービス用にスイッチド 56 WAN インターフェイス カードを設定できます。
一般に、回線交換サービスは短時間のデータ伝送、または専用回線障害時の代替ルートに適していま
す。たとえば、電子メール メッセージを送信したり、終業時に在庫記録や発注記録を 1 つのネット
ワーク データベースから他のデータベースへ毎日更新するような業務には、回線交換サービスが最適
です。
専用回線サービスは、大容量のネットワーク トラフィックを処理する場合に適しています。専用回線
サービスは、常時ネットワーク接続が必要な場合、または 1 日 8 時間を超える接続が必要な場合に適し
ています。

回線交換モード
次に、回線交換モード インターフェイスの設定例を示します。
Do you want to configure Serial0/0/0 interface? [yes]:
Some encapsulations supported are
ppp/hdlc/frame-relay/lapb/atm-dxi/smds/x25
Choose encapsulation type
[ppp]:
Switched 56k interface may either be in switched/Dedicated mode
Choose from either (switched/dedicated) [switched]:
The following switched carrier types are to be set when in switched mode
(at&t, sprint or other)
Choose carrier (at&t/sprint/other) [other]:
Do you want to map the remote machine's ip address in dialer map? [yes]:
IP address for the remote interface : 1.0.0.2
Do you want to map the remote machine's ipx address in dialer map? [yes]:
IPX address for the remote interface : 40.0060.34c6.90ed

（注）

setup コマンド機能により、IP および Internetwork Packet Exchange（IPX）の両方に対して、電話番
号を 1 つだけ入力するように要求します（イネーブルの場合）。
Please enter the phone number to call : 1234567890
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 1.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0] :
Class A network is 1.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

専用回線モード
次に、専用回線モード インターフェイスの設定例を示します。
Do you want to configure Serial0/0/0 interface? [yes]:
Some encapsulations supported are
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ppp/hdlc/frame-relay/lapb/atm-dxi/smds/x25
Choose encapsulation type
[ppp]:
Switched 56k interface may either be in switched/Dedicated mode
Choose from either (switched/dedicated) [switched]: dedi
When in dds mode, the clock for sw56 module can either from line/internal.
Choose clock from (line/internal) [line]:

（注）

内部クロックが選択された場合は、速度を「auto」に設定できません。自動検知が可能なのは、クロッ
ク ソースが「line」の場合だけです。
When in dds mode, the clock for the sw56 module can either be line or internal.
Choose clock from (line/internal) [line]: internal
Warning: internal can be chosen only when connected back-to-back.
Serial interface needs clock rate to be set in dce mode.
The following clock rates are supported on the serial interface.
auto, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4
56, 64
choose clock rate from above [56]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 1.0.0.1
Subnet mask for this interface [255.0.0.0] :
Class A network is 1.0.0.0, 8 subnet bits; mask is /8

設定の完了
setup コマンド機能によって表示されるプロンプトに従ってすべての情報を入力すると、設定が表示さ
れます。ルータ設定を完了するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

setup コマンド機能により、この設定を保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
no と答えると、入力した設定情報は保存されません。また、ルータ イネーブル プロンプトに戻ります
（Router#）。setup と入力すると、System Configuration Dialog に戻ります。
yes と答えると、設定は保存され、ユーザ EXEC プロンプト（Router>）に戻ります。
Use this configuration? {yes/no} : yes
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

Press RETURN to get started!
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:
%LINK-3-UPDOWN:

Interface
Interface
Interface
Interface
Interface
Interface
Interface
Interface

Ethernet0/0, changed state to up
Ethernet0/1, changed state to up
Serial0/0/0, changed state to up
Serial0/0/1, changed state to down
Serial0/2, changed state to down
Serial1/0, changed state to up
Serial1/1, changed state to down
Serial1/2, changed state to down

<Additional messages omitted.>
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ステップ 2

画面にメッセージの停止が表示されたら、Return を押すと Router> プロンプトが表示されます。

（注）

次のメッセージが表示された場合、ポートに接続されているネットワーク上で他の AppleTalk
ルータが検出されなかったことを意味します。

%AT-6-ONLYROUTER: Ethernet0/0: AppleTalk port enabled; no neighbors found

ステップ 3

Router> プロンプトは、現在コマンドライン インターフェイス（CLI）におり、ルータの基本設定が
終了したことを意味します。それでも、これは設定の完了ではありません。この時点で 2 つの選択肢が
あります。

• もう一度 setup コマンド機能を実行し、別の設定を作成します。
Router> enable
Password: password
Router# setup

• CLI を使用して、既存の設定を変更するか、追加の機能を設定します。
Router> enable
Password: password
Router# configure terminal
Router(config)#

setup コマンド機能を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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Cisco IOS コマンドライン インターフェイス
を使用した基本的なソフトウェア コンフィ
ギュレーション

このマニュアルでは、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、ルータの基本
的なソフトウェア コンフィギュレーションを実行する方法を説明します。

内容
• 「このマニュアルでサポートされるプラットフォーム」（P.1）
• 「Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションのための前提条件」
（P.2）
• 「Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションの制限事項」（P.2）
• 「Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションの実行方法」（P.2）
• 「次の作業」（P.19）
• 「その他の参考資料」（P.19）

このマニュアルでサポートされるプラットフォーム
このマニュアルは、次のプラットフォームに対して使用してください。

• Cisco 1800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションのための前提条件

Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィ
ギュレーションのための前提条件
ルータに付属のクイック スタート ガイドの手順に従い、シャーシを設置し、ケーブルを接続し、ルー
タの電源をオンにしてください。

ワンポイント アドバイス

AutoInstall プロセスが実行されないようにするため、ルータの電源をオンにする前に、ルータからす
べての WAN ケーブルを外してください。WAN ケーブルが接続の両側のルータに取り付けられてい
て、ルータの NVRAM（不揮発性 RAM）に有効なコンフィギュレーション ファイルが保存されてい
ない場合（新しいインターフェイスを追加する場合など）、ルータの電源をオンにすると、AutoInstall
の実行が試行される可能性があります。AutoInstall がリモートの TCP/IP ホストに接続されていないと
ルータが判断するのに、数分間かかることもあります。

Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィ
ギュレーションの制限事項
ルータに Cisco Router and Security Device Manager（SDM）がインストールされている場合は、ソフ
トウェアの初期設定に Cisco IOS CLI ではなく Cisco SDM を使用することを推奨します。SDM にア
クセスするには、ルータに付属のクイック スタート ガイドを参照してください。

Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィ
ギュレーションの実行方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「ルータのホスト名の設定」（P.3）（任意）
• 「イネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの設定」（P.4）（必須）
• 「コンソールのアイドル特権 EXEC タイムアウトの設定」（P.5）（任意）
• 「ファスト イーサネット インターフェイスおよびギガビット イーサネット インターフェイスの設
定」（P.7）（必須）
• 「デフォルト ルートまたはラスト リゾート ゲートウェイの指定」（P.9）（必須）
• 「リモート コンソール アクセスのための仮想端末回線の設定」（P.12）（必須）
• 「補助回線の設定」（P.14）（任意）
• 「ネットワーク接続の確認」（P.15）（必須）
• 「ルータ設定の保存」（P.17）（必須）
• 「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 コピーの保存」（P.18）（任意）
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ルータのホスト名の設定
ホスト名は CLI プロンプトとデフォルトの設定ファイル名に使用されます。ルータのホスト名を設定
しないと、出荷時のデフォルトのホスト名である「Router」が使用されます。
ホスト名では、大文字と小文字が区別されるとは限りません。多くのインターネット ソフトウェア ア
プリケーションでは、大文字と小文字は同一に扱われます。通常実行するときに名前を大文字にするこ
とは適切なこともありますが、表記法では、コンピュータ名はすべて小文字で表示されます。詳細につ
いては、RFC 1178 の「Choosing a Name for Your Computer 」を参照してください。
名前は、Advanced Research Projects Agency Network（ARPANET）のホスト名に関する規則に従う
必要があります。このルールではホスト名は文字で始まり、文字または数字で終わり、その間には文
字、数字、またはハイフンしか使用できません。名前は 63 文字以下にする必要があります。詳細につ
いては、RFC 1035 の「Domain Names—Implementation and Specification」を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. hostname name
4. ルータ プロンプトに新しいホスト名が表示されることを確認します。
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

hostname name

ネットワーク サーバのホスト名を指定または修正します。

例：
Router(config)# hostname myrouter

ステップ 4

ルータ プロンプトに新しいホスト名が表示されるこ
とを確認します。

—

例：
myrouter(config)#

ステップ 5

end

（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

例：
myrouter# end

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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次の作業
「イネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの設定」（P.4）に進みます。

イネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの設定
セキュリティのレイヤを追加するには、特にネットワークを経由するパスワードまたは TFTP サーバに
保存されるパスワードの場合、enable password コマンドまたは enable secret コマンドを使用します。
どちらのコマンドも同じ結果を達成します。つまり、特権 EXEC（イネーブル）モードにアクセスす
るために入力する必要がある、暗号化されたパスワードを設定できます。
より高度な暗号化アルゴリズムが使用されるので、enable secret コマンドを使用することを推奨しま
す。enable password コマンドを使用するのは、enable secret コマンドを認識しない古いイメージの
Cisco IOS ソフトウェアをブートする場合、または古いブート ROM をブートする場合だけです。
詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』の「Configuring Passwords and
Privileges」を参照してください。また、『Improving Security on Cisco Routers』テクニカル ノートを
参照してください。

制約事項
enable secret コマンドを設定した場合、このコマンドは enable password コマンドよりも優先されま
す。同時に 2 つのコマンドを有効にはできません。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. enable password password
4. enable secret password
5. end
6. enable
7. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

enable password password

例：
Router(config)# enable password pswd2

目的
（任意）多様な特権レベルに対して、アクセスを制御する
ローカル パスワードを設定します。

• この手順を実行するのは、enable secret コマンドを認
識しない古いイメージの Cisco IOS ソフトウェアを
ブートする場合、または古いブート ROM をブートす
る場合だけです。

ステップ 4

enable secret password

enable password コマンドよりも強化したセキュリティ レ
イヤを指定します。

• ステップ 3 で入力したパスワードと同じパスワードを

例：
Router(config)# enable secret greentree

ステップ 5

使用しないでください。
特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config)# end

ステップ 6

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

enable

• 新しいイネーブルまたはイネーブル シークレット パス
例：

ワードが機能していることを確認します。

Router> enable

ステップ 7

（任意）特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config)# end

トラブルシューティングのヒント
設定したパスワードを思い出せない場合、または特権 EXEC（イネーブル）モードにアクセスできな
い場合は、http://www.cisco.com/warp/public/474 で、お使いのルータの『Password Recovery
Procedures』を参照してください。

次の作業
コンソール インターフェイスの特権 EXEC タイムアウトを 10 分（デフォルト値）以外の値に設定する
には、「コンソールのアイドル特権 EXEC タイムアウトの設定」（P.5）に進みます。
特権 EXEC タイムアウトを変更しない場合は、「デフォルト ルートまたはラスト リゾート ゲートウェ
イの指定」（P.9）に進みます。

コンソールのアイドル特権 EXEC タイムアウトの設定
ここでは、コンソール回線のアイドル特権 EXEC タイムアウトを設定する方法について説明します。
デフォルトでは、特権 EXEC コマンド インタープリタは、ユーザ入力の検出を 10 分間待ってからタイ
ムアウトします。
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コンソール回線を設定するとき、通信パラメータの設定、自動ボー接続の指定、および使用している端
末の端末操作パラメータの設定を行うこともできます。コンソール回線の設定の詳細については、
『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide』を参照して
ください。特に、「Configuring Operating Characteristics for Terminals」と「Troubleshooting and
Fault Management」の章を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. line console 0
4. exec-timeout minutes [seconds]
5. end
6. show running-config
7. exit

（注）

exec-timeout コマンド、または exec-command 値に対する変更は、EXEC モードを終了してログイン
し直した場合にだけトリガーされます。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

line console 0

コンソール回線を設定し、回線コンフィギュレーション コ
マンドのコレクション モードを開始します。

例：
Router(config)# line console 0

ステップ 4

exec-timeout minutes [seconds]

例：
Router(config-line)# exec-timeout 0 0

ステップ 5

アイドル特権 EXEC タイムアウトを設定します。これは特
権 EXEC コマンド インタープリタがユーザの入力が検出
されるまで待つ間隔です。

• 次に、タイムアウトなしを指定する例を示します。
特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-line)# end

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション

6

OL-5593-01-J

Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションの実行方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

実行コンフィギュレーション ファイルを表示します。

• アイドル特権 EXEC タイムアウトを適切に設定したこ
例：

とを確認します。

Router# show running-config

ステップ 7

特権 EXEC モードを終了します。

exit

例：

exec-timeout コマンドの結果を反映するには、
EXEC モードを終了し、ログインし直す必要があ

Router# exit

ります。

（注）

例
次に、コンソールのアイドル特権 EXEC タイムアウトを 2 分 30 秒に設定する例を示します。
line console
exec-timeout 2 30

次に、コンソールのアイドル特権 EXEC タイムアウトを 10 秒に設定する例を示します。
line console
exec-timeout 0 10

次の作業
「ファスト イーサネット インターフェイスおよびギガビット イーサネット インターフェイスの設定」
（P.7）に進みます。

ファスト イーサネット インターフェイスおよびギガビット イーサネット
インターフェイスの設定
ここでは、IP アドレスおよびインターフェイスの説明をルータのイーサネット インターフェイスに割
り当てる方法について説明します。
ファスト イーサネット インターフェイスおよびギガビット イーサネット インターフェイスの総合的な
設定情報については、『Cisco IOS Interface and Hardware Component Configuration Guide 』の
「Configuring LAN Interfaces」の章を参照してください。
インターフェイス番号については、ルータに付属のクイック スタート ガイドを参照してください。

（注）

Cisco 1841 および Cisco 2801 のルータには、ファスト イーサネット ポート FE0/0 および FE0/1 に関
するハードウェア上の制限事項があります。半二重モードでトラフィックが許容量の 100% 以上（各方
向に 5 Mbps 以上発生することと同等）になると、インターフェイスでは衝突の超過が発生し、1 秒ご
とにリセットされます。この問題を回避するには、トラフィックを許容量の 100% 未満に抑える必要が
あります。

手順の概要

1. enable
2. show ip interface brief
3. configure terminal

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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4. interface {fastethernet | gigabitethernet} 0/port
5. description string
6. ip address ip-address mask
7. no shutdown
8. end
9. show ip interface brief
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

ステップ 2

show ip interface brief

例：
Router# show ip interface brief

ステップ 3

configure terminal

IP に設定されているインターフェイスの簡単なステータス
を表示します。
• ルータのイーサネット インターフェイスのタイプ
（ファスト イーサネットまたはギガビット イーサネッ
ト）を調べます。
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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 4

interface {fastethernet | gigabitethernet}
0/port

イーサネット インターフェイスを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
（注）

例：

インターフェイス番号については、ルータに付属
のクイック スタート ガイドを参照してください。

Router(config)# interface fastethernet 0/1

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0

ステップ 5

description string

（任意）インターフェイス設定に説明を追加します。

• 説明があると、そのインターフェイスに接続されてい
例：
Router(config-if)# description FE int to 2nd
floor south wing

ステップ 6

ip address ip-address mask

るものを思い出しやすくなります。また、トラブル
シューティングのために役立つこともあります。
インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定します。

例：
Router(config-if)# ip address 172.16.74.3
255.255.255.0

ステップ 7

no shutdown

インターフェイスをイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# no shutdown

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# end

ステップ 9

IP に設定されているインターフェイスの簡単なステータス
を表示します。

show ip interface brief

• イーサネット インターフェイスが起動し、正しく設定

例：
Router# show ip interface brief

されていることを確認します。

例
ファスト イーサネット インターフェイスの設定：例
!
interface FastEthernet0/0
description FE int to HR group
ip address 172.16.3.3 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no shutdown
!

show ip interface brief コマンドの出力例
Router# show ip interface brief
Interface
FastEthernet0/0
FastEthernet0/1
Router#

IP-Address
172.16.3.3
unassigned

OK? Method Status
Protocol
YES NVRAM up
up
YES NVRAM administratively down down

次の作業
「デフォルト ルートまたはラスト リゾート ゲートウェイの指定」（P.9）に進みます。

デフォルト ルートまたはラスト リゾート ゲートウェイの指定
ここでは、IP ルーティングをイネーブルにしてデフォルト ルートを指定する方法について説明します。
デフォルト ルートの指定の代替手段については、『Configuring a Gateway of Last Resort Using IP
Commands』テクニカル ノートを参照してください。
パケットのよりよいルートがない場合、および宛先が接続されているネットワークではない場合、
Cisco IOS ソフトウェアはラスト リゾート ゲートウェイ（ルータ）を使用します。ここでは、デフォ
ルト ルート（ラスト リゾート ゲートウェイを計算するルート候補）としてネットワークを選択する方
法について説明します。ルーティング プロトコルがデフォルト ルート情報を伝播する方法は、プロト
コルによって異なります。

IP ルーティングおよび IP ルーティング プロトコルの総合的な設定情報については、『Cisco IOS IP
Configuration Guide』を参照してください。特に、「Configuring IP Addressing」の章および「Part 2:
IP Routing Protocols」のすべての章を参照してください。

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip routing
4. ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address [admin-distance] [permanent]
5. ip default-network network-number
または

ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address
6. end
7. show ip route
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip routing

IP ルーティングをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ip routing

ステップ 4

ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address
[admin-distance] [permanent]

スタティック ルートを確立します。

例：
Router(config)# ip route 192.168.24.0
255.255.255.0 172.28.99.2

ステップ 5

ip default-network network-number
or
ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address

例：
Router(config)# ip default-network 192.168.24.0

ラスト リゾート ゲートウェイを計算するルート候補とし
てネットワークを選択します。
ラスト リゾート ゲートウェイを計算するために、ネット
ワーク 0.0.0.0 0.0.0.0 に対するスタティック ルートを作成
します。

例：
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.28.99.1

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション

10

OL-5593-01-J

Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションの実行方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# end

ステップ 7

show ip route

現在のルーティング テーブル情報を表示します。

• ラスト リゾート ゲートウェイが設定されていることを
例：

確認します。

Router# show ip route

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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例
デフォルト ルートの指定：例
!
ip routing
!
ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.28.99.2
!
ip default-network 192.168.24.0
!

show ip route コマンドの出力例
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
Gateway of last resort is 172.28.99.2 to network 192.168.24.0
172.24.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
172.24.192.0 is directly connected, FastEthernet0
172.24.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 172.28.99.0
192.168.24.0 [1/0] via 172.28.99.2
172.16.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
C
172.16.99.0 is directly connected, FastEthernet1
Router#
C
S
S*

次の作業
「リモート コンソール アクセスのための仮想端末回線の設定」（P.12）に進みます。

リモート コンソール アクセスのための仮想端末回線の設定
Virtual Terminal（VTY; 仮想端末）回線は、ルータに対してリモート アクセスするために使用されま
す。ここでは、電源があるユーザだけがルータをリモート アクセスできるように、パスワードを使用
して仮想端末回線を設定する方法について説明します。
デフォルトで、ルータには 5 個の仮想端末回線があります。ただし、仮想端末回線は追加で作成できま
す。『Cisco IOS Terminal Services Configuration Guide 』の「Configuring Protocol Translation and
Virtual Asynchronous Devices」の章を参照してください。
回線パスワードおよびパスワード暗号化の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』
の「Configuring Passwords and Privileges」の章を参照してください。また、『Cisco IOS Password
Encryption Facts』テクニカル ノートを参照してください。
アクセス リストを使用して VTY 回線をセキュリティ保護するには、『Cisco IOS Security
Configuration Guide』の「Traffic Filtering and Virus Protection」の章を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. line vty line-number [ending-line-number]

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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4. password password
5. login
6. end
7. show running-config
8. 別のネットワーク デバイスから、ルータに対する Telnet セッションの開始を試行します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

line vty line-number [ending-line-number]

例：
Router(config)# line vty 0 4

リモート コンソール アクセスために、仮想端末回線
（VTY）の回線コンフィギュレーション コマンドのコレク
ション モードを開始します。

• ルータ上のすべての VTY 回線を設定していることを
確認します。
（注）

ステップ 4

password password

ルータ上の VTY 回線の数を確認するには、line
vty ? コマンドを使用します。

回線のパスワードを指定します。

例：
Router(config-line)# password guessagain

ステップ 5

login

ログイン時のパスワード チェックをイネーブルにします。

例：
Router(config-line)# login

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-line)# end

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config

実行コンフィギュレーション ファイルを表示します。

• リモート アクセスのために仮想端末回線を適切に設定
例：

したことを確認します。

Router# show running-config

ステップ 8

別のネットワーク デバイスから、ルータに対する

Telnet セッションの開始を試行します。

ルータにリモート アクセスできること、および仮想端末回
線のパスワードが正しく設定されていることを確認しま
す。

例：
Router# 172.16.74.3
Password:

例
次に、パスワードを使用して仮想端末回線を設定する例を示します。
!
line vty 0 4
password guessagain
login
!

次の作業
VTY 回線を設定したら、次の手順を実行します。
• （任意）仮想端末回線のパスワードを暗号化するには、『Cisco IOS Security Configuration Guide』
の「Configuring Passwords and Privileges」の章を参照してください。また、『Cisco IOS
Password Encryption Facts』テクニカル ノートを参照してください。
• （任意）アクセス リストを使用して VTY 回線をセキュリティ保護するには、『Cisco IOS Security
Configuration Guide』の「Part 3: Traffic Filtering and Firewalls」を参照してください。
• ルータ用の基本的なソフトウェア コンフィギュレーションを続けるには、「補助回線の設定」
（P.14）に進みます。

補助回線の設定
ここでは、補助回線について回線コンフィギュレーション モードを開始する方法について説明します。
補助回線の設定方法は、補助（AUX）ポートの具体的な実装によって異なります。補助回線の設定に
ついては、次のマニュアルを参照してください。
『Configuring a Modem on the AUX Port for EXEC Dialin Connectivity』（テクニカル ノート）

http://www.cisco.com/warp/public/471/mod-aux-exec.html
『Configuring Dialout Using a Modem on the AUX Port』（設定例）

http://www.cisco.com/warp/public/471/mod-aux-dialout.html
『Connecting a SLIP/PPP Device to a Router's AUX Port』（テクニカル ノート）

http://www.cisco.com/warp/public/701/6.html

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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『Configuring AUX-to-AUX Port Async Backup with Dialer Watch』（設定例）

http://www.cisco.com/warp/public/471/aux-aux-watch.html
『Modem-Router Connection Guide』（テクニカル ノート）

http://www.cisco.com/warp/public/76/9.html
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. line aux 0
4. AUX ポートの特定の実装に合わせて回線を設定するには、テクニカル ノートと設定例を参照して
ください。

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

line aux 0

補助回線について回線コンフィギュレーション コマンドの
コレクション モードを開始します。

例：
Router(config)# line aux 0

ステップ 4

AUX ポートの特定の実装に合わせて回線を設定する

—

には、テクニカル ノートと設定例を参照してくださ
い。

次の作業
「ネットワーク接続の確認」（P.15）に進みます。

ネットワーク接続の確認
ここでは、ルータのネットワーク接続を確認する方法について説明します。
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前提条件
• このマニュアルで前述したすべての設定タスクを完了します。
• 適切に設定したネットワーク ホストにルータを接続する必要があります。
手順の概要

1. enable
2. ping [ip-address | hostname]
3. telnet {ip-address | hostname}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

ステップ 2

ping [ip-address | hostname]

基本的なネットワーク接続を診断します。

• 接続を確認するには、ネクスト ホップのルータ、また
例：
Router# ping 172.16.74.5

ステップ 3

telnet {ip-address | hostname}

は設定済みの各インターフェイスに接続しているホス
トに対して ping を実行します。

Telnet をサポートするホストにログインします。
• VTY 回線パスワードをテストする場合、別のネット
ワーク デバイスからこの手順を実行し、ルータの IP

例：
Router# telnet 10.20.30.40

アドレスを使用します。

例
次の表示は、IP アドレス 192.168.7.27 に対して ping を実行したときの出力例です。
Router# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.7.27
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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次の表示は、IP ホスト名 donald に対して ping を実行したときの出力例です。
Router# ping donald
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

次の作業
「ルータ設定の保存」（P.17）に進みます。

ルータ設定の保存
ここでは、実行コンフィギュレーションを NVRAM のスタートアップ コンフィギュレーションに保存
することで、次のシステム リロード時、または電源の再投入時に設定を失わない方法について説明し
ます。

手順の概要

1. enable
2. copy running-config startup-config
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

ステップ 2

copy running-config startup-config

実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーションに
保存します。

例：
Router# copy running-config startup-config

次の作業
「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 コピーの保存」（P.18）に進みます。
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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 コピーの
保存
ファイルの破損時にファイルの回復を補助し、ダウンタイムを最小限に抑えるために、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 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することを推奨します。
詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration
Guide』の「Managing Configuration Files」および「Loading and Maintaining System Images」の章を
参照してください。

手順の概要

1. enable
2. copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: | tftp:}
3. show flash:
4. copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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

show flash:

例：

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 ファイルの名前を確認します。

Router# show flash:

ステップ 4

copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:}

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
例：
Router# copy flash: ftp:

クアップ コピーとして使用します。

• 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。

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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次の作業

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、特権 EXEC モードで show flash: コマンドを使用してシステム イメージ ファイル名を確認し、
copy flash: tftp: 特権 EXEC コマンドを使用してシステム イメージ（c3640-2is-mz）を TFTP サーバ
にコピーする方法を示します。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# show flash:
System flash directory:
File Length Name/status
1 4137888 c3640-c2is-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]? 172.16.13.110
filename to write on tftp host? c3600-c2is-mz
writing c3640-c2is-mz !!!!...
successful ftp write.

次の作業
• 基本的なソフトウェア コンフィギュレーションが完了したら、ルータを保護するため、ルーティ
ング プロトコルかアクセス リストの実装を検討するか、その他のセキュリティ強化策を検討しま
す。「関連資料：その他の設定」（P.20）に記載されているマニュアルを参照してください。

• ルータの機能を設定するには、「機能マニュアルの検索」を参照してください。

その他の参考資料
ここでは、Cisco IOS CLI を使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーションに関連する資料
について説明します。

関連資料：基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
トピック

関連するマニュアルのタイトルまたはリンク

シャーシの設置、ケーブルの接続、電源投入の手順、
およびインターフェイスの番号付け

ご使用のルータのクイック スタート ガイド

Cisco Security Device Manager（SDM）

http://www.cisco.com/go/sdm

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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その他の参考資料

トピック

関連するマニュアルのタイトルまたはリンク

ルータのホスト名を割り当てるためのガイドライン

RFC 1035、「Domain Names—Implementation and Specification」
RFC 1178、「Choosing a Name for Your Computer」

アクセス リスト、パスワード、および特権

『Cisco IOS Security Configuration Guide』

シスコ製品のパスワード回復手順

『Password Recovery Procedures 』

コンソール回線の設定、コンフィギュレーション ファ 『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management
イルの管理、およびシステム イメージのロードおよび Configuration Guide』
維持
インターフェイスの設定

『Cisco IOS Interface and Hardware Component Configuration
Guide』

IP ルーティングおよび IP ルーティング プロトコル

『Cisco IOS IP Configuration Guide』

デフォルト ルートまたはラスト リゾート ゲートウェ 『Configuring a Gateway of Last Resort Using IP Commands』テク
イの設定
ニカル ノート
仮想端末回線の設定

『Cisco IOS Terminal Services Configuration Guide 』

補助（AUX）ポートの設定

『Configuring a Modem on the AUX Port for EXEC Dialin
Connectivity』テクニカル ノート
『Configuring Dialout Using a Modem on the AUX Port』設定例
『Connecting a SLIP/PPP Device to a Router's AUX Port』（テクニ
カル ノート）
『Configuring AUX-to-AUX Port Async Backup with Dialer Watch』
（設定例）
『Modem-Router Connection Guide』（テクニカル ノート）

関連資料：その他の設定
トピック

関連するマニュアルのタイトルまたはリンク

セキュリティ強化のため、ルータ上（特に境界ルータ 『Improving Security on Cisco Routers』テクニカル ノート
上）でネットワーク管理者が変更を検討すべきシスコ
（注） このマニュアルを表示するには、Cisco.com のアカウント
のコンフィギュレーション設定
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。

IP ルーティングおよび IP ルーティング プロトコル

『Cisco IOS IP Configuration Guide』

アクセス リスト

『Cisco IOS Security Configuration Guide』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

TAC のホームページには、3 万ページに及ぶ検索可能 http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
な技術情報があります。製品、テクノロジー、ソ
リューション、技術的なヒント、およびツールへのリ
ンクもあります。Cisco.com に登録済みのユーザは、
このページから詳細情報にアクセスできます。

Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用した基本的なソフトウェア コンフィギュレーション
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セキュリティ保護されたブランチ ルータの設
定例
内容

• 「概要」（P.1）
• 「はじめる前に」（P.2）
• 「設定」（P.3）
• 「確認」（P.6）
• 「トラブルシューティング」（P.10）
• 「関連情報」（P.11）

概要
このマニュアルでは、次の機能を実装してブランチ ルータをセキュリティ保護するための設定例を示
します。

• Context-Based Access Control（CBAC; コンテキストベース アクセス コントロール）：CBAC
は、ファイアウォール インターフェイスでアクセス リストに一時的な隙間を作成します。このよ
うな隙間は、指定されたトラフィックがファイアウォールを通じて内部ネットワークを出るときに
作成されます。リターン トラフィック（通常はブロックされます）と追加のデータ チャネルは、
この穴からファイアウォールを通って内部ネットワークに入ることができます。ただし、こうした
トラフィックがファイアウォールを通じて戻ることができるのは、ファイアウォールから出るとき
に CBAC をトリガーした元のトラフィックと同じセッションにそのトラフィックが属している場
合だけです。

• Cisco IOS Intrusion Prevention System（IPS; 侵入防御システム）：Cisco IOS IPS 機能は、既存
の Cisco IOS 侵入検知システム（IDS）を再構成したものであり、これによりお客様は、ルータに
デフォルトの組み込みシグニチャをロードするか、attack-drop.sdf という Signature Definition File
（SDF）をロードするかを選択できます。attack-drop.sdf ファイルには、118 の高性能 IPS シグニ
チャが保存されており、利用可能な最新のセキュリティ脅威検知機能を提供します。

• Cisco IOS Firewall Authentication Proxy（Cisco IOS ファイアウォール認証プロキシ）：認証プ
ロキシは、動的なユーザ別の認証および許可を提供し、業界標準の TACACS+ および RADIUS の
認証プロトコルを使用したユーザ認証を実行します。接続に対するユーザ別の認証および許可によ
り、ネットワーク攻撃に対する高度な防御機能が得られます。

セキュリティ保護されたブランチ ルータの設定例
はじめる前に

• Firewall Websense URL Filtering（ファイアウォール Websense URL フィルタリング）：
Firewall Websense URL Filtering 機能により、Cisco IOS ファイアウォール（別名「Cisco Secure
Integrated Software」）は、Websense URL フィルタリング ソフトウェアと相互運用が可能になり、
その結果、いくつかのポリシーに基づき、指定した Web サイトへのユーザ アクセスを防止できま
す。Cisco IOS ファイアウォールは Websense サーバと連動し、特定の URL に対する許可または
拒否（ブロック）を判断します。

はじめる前に
表記法
表記法の詳細については、「Conventions Used in Cisco Technical Tips」を参照してください。

使用されるコンポーネント
このマニュアルの情報は、次のソフトウェアおよびハードウェアのバージョンに基づいています。

• Cisco 2801 ルータ
• Cisco IOS Release 12.3(8)T4
• Advanced IP Services フィーチャ セット

（注）

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このマニュ
アルで使用されるデバイスはすべて、初期設定（デフォルト）の状態から作業が開始されています。
ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要がありま
す。

関連製品
この設定は、次のハードウェアにも使用できます。

• Cisco 1800 シリーズ サービス統合型ルータ（モジュラ）
• Cisco 2800 シリーズ サービス統合型ルータ
• Cisco 3800 シリーズ サービス統合型ルータ
埋め込みの Websense URL Filtering Server（UFS）を持つ Cisco Content Engine ネットワーク モ
ジュール（NM-CE-BP）が搭載された Cisco 3800 シリーズ サービス統合型ルータにも、同様の設定を
利用できます。
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設定

設定
ここでは、このマニュアルで説明する機能を設定するための情報を示します。

ヒント

このマニュアルで使用されるコマンドに関する追加情報を検索するには、Command Lookup Tool を使
用してください。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。

ネットワーク図

121239

このマニュアルでは、次の図に示すネットワーク セットアップを使用します。
ࡉࡦ࠴ ࠝࡈࠖࠬߩ
PC
192.168.1.118/24

FE 0/0
FE 0/1
192.168.1.2/24
192.168.101.2/24
ࠠࡘ࠹ࠖ⼔ߐࠇߚࡉࡦ࠴
ࠪࠬࠦߩࠠࡘ࠹ࠖ⼔ߐࠇߚ
࡞࠲
⸽
ᓮࠨࡃ㧔ACS㧕
192.168.101.119/24
Websense URL
ࡈࠖ࡞࠲ࡦࠣ ࠨࡃ㧔UFS㧕
192.168.1.116/24

IP アドレス 192.168.102.119/24 の HTTP サーバはこの図に示されていません。HTTP サーバは、ネッ
トワーク上のどの場所にも配置できます。この例では、セキュリティ保護されたブランチ ルータの
ファスト イーサネット 0/1 側に配置されています。

構成
このマニュアルでは、次に示す設定を使用します。
router# show running-config
Building configuration...
.
.
.
!---Enable the authentication, authorization, and accounting (AAA) access control model.
aaa new-model
!
!---Identify the Cisco Secure Authentication Control Server (ACS) as a member of a
!---AAA server group. In this example, the AAA server group is called “SJ.”
aaa group server tacacs+ SJ
server 192.168.101.119
!
!---Enable AAA authentication at login and specify the authentication methods to try.
aaa authentication login default local group SJ none
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!---Restrict user access to the network:
!---(a) Run authorization to determine if the user is allowed to run an EXEC shell.
!---(b) Enable authorization that applies specific security policies on a per-user basis.
!---You must use the “aaa authorization auth-proxy” command together with the
!---”ip auth-proxy <name>” command (later in this configuration). Together, these
!---commands set up the authorization policy to be retrieved by the firewall.
aaa authorization exec default group SJ none
aaa authorization auth-proxy default group SJ
!---Make sure that the same session ID is used for each AAA accounting service type
!---within a call.
aaa session-id common
.
.
.
!---Define a set of inspection rules. In this example, the set is called “myfw.”
!---Include each protocol that you want the Cisco IOS firewall to inspect.
ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600
ip inspect name myfw ftp timeout 3600
ip inspect name myfw http urlfilter timeout 3600
ip inspect name myfw rcmd timeout 3600
ip inspect name myfw realaudio timeout 3600
ip inspect name myfw smtp timeout 3600
ip inspect name myfw sqlnet timeout 3600
ip inspect name myfw streamworks timeout 3600
ip inspect name myfw tftp timeout 30
ip inspect name myfw udp timeout 15
ip inspect name myfw tcp timeout 3600
ip inspect name myfw vdolive
!
!---(Optional) Set the length of time an authentication cache entry, along with its
!---associated dynamic user access control list, is managed after a period of inactivity.
ip auth-proxy inactivity-timer 120
!---Create an authentication proxy rule; in this example it is named “aprule.”
!---Set HTTP to trigger the authentication proxy.
ip auth-proxy name aprule http
!
!---Configure the Cisco IOS Intrusion Protection System (IPS) feature:
!---Specify the location from which the router loads the Signature Definition File (SDF).
!---(Optional) Specify the maximum number of event notifications that are placed
!---in the router's event queue.
!---Disable the audit of any signatures that your deployment scenario deems unnecessary.
!---Name the IPS rule, so that you can apply the rule to an interface.
!---Later in this example, this rule (named “ids-policy”) is applied to FE 0/0.
ip ips sdf location tftp://192.168.1.3/attack-drop.sdf
ip ips po max-events 100
ip ips signature 1107 0 disable
ip ips signature 3301 0 disable
ip ips name ids-policy
!
!---Configure the Firewall Websense URL Filtering feature:
!---(Optional) Set the maximum number of destination IP addresses that can be cached
!---into the cache table, which consists of the most recently requested IP addresses
!---and respective authorization status for each IP address.
!---Specify domains for which the firewall should permit or deny all traffic
!---without sending lookup requests to the Firewall Websense URL filtering server (UFS).
!---Specify the IP address of the Firewall Websense UFS.
ip urlfilter cache 0
ip urlfilter exclusive-domain permit www.cisco.com
ip urlfilter server vendor websense 192.168.1.116
.
.
.
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!---Configure the firewall interface that connects to the branch office PCs
!---and the Firewall Websense UFS:
!---Apply access lists and inspection rules to control access to the interface.
!---In this example, access list 116 is used to filter outbound packets, and
!---the inspection rule named “myfw” is used to filter inbound packets.
!---Enable the authentication proxy rule for dynamic, per-user authentication
!---and authorization. See the previous “aaa authorization auth-proxy default group SJ”
!---and “ip auth-proxy name aprule http” command entries.
!---Apply the Cisco IPS rule to outbound traffic.
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ip access-group 116 out
ip inspect myfw in
ip auth-proxy aprule
ip ips ids-policy out
.
.
.
!---Configure the interface that connects to the
!---Cisco Secure Authentication Control Server (Cisco Secure ACS).
!---Apply access lists to control access to the interface.
!---In this example, access list 111 is used to filter inbound packets.
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.101.2 255.255.255.0
ip access-group 111 in
.
.
.
ip classless
!---The following command establishes a static route to the HTTP server,
!---which in this example has an IP address of 192.168.102.119.
ip route 192.168.102.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1
!
!---Enable the HTTP server on your system.
!---Also, specify that the authentication method used for AAA login service
!---should be used for authenticating HTTP server users.
ip http server
ip http authentication aaa
no ip http secure-server
!
!---Configure the access list for the interface that connects to the
!---Cisco Secure ACS.
access-list 111 permit tcp host 192.168.101.119 eq tacacs host 192.168.101.2
access-list 111 permit udp host 192.168.101.119 eq tacacs host 192.168.101.2
access-list 111 permit icmp any any
access-list 111 deny
ip any any
!
!---Configure the access list for the firewall interface that connects to the
!---branch office PCs and the Websense URL Filtering Server (UFS).
access-list 116 permit tcp host 192.168.1.118 host 192.168.1.2 eq www
access-list 116 deny
tcp host 192.168.1.118 any
access-list 116 deny
udp host 192.168.1.118 any
access-list 116 deny
icmp host 192.168.1.118 any
access-list 116 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 116 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 116 permit icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
!
!
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!---Specify the Cisco Secure ACS, in this case a TACACS+ server.
!---Set the authentication encryption key used for all TACACS+ communications
!---between the access server and the TACACS+ daemon. This key must match the key
!---used on the TACACS+ daemon.
tacacs-server host 192.168.101.119
tacacs-server directed-request
tacacs-server key cisco
!
.
.
.
end

確認
ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

• 「Firewall Websense URL Filtering を確認するためのコマンド」（P.6）
• 「Cisco IOS Firewall Authentication Proxy を確認するためのコマンド」（P.7）
• 「Context-Based Access Control を確認するためのコマンド」（P.7）
• 「Cisco IOS Intrusion Prevention System を確認するためのコマンド」（P.8）

ヒント

一部の show コマンドは Output Interpreter Tool でサポートされています。このツールを使用すると、
show コマンド出力の分析結果を表示できます。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。

Firewall Websense URL Filtering を確認するためのコマンド
• show ip urlfilter cache：キャッシュ テーブルにキャッシュできる最大エントリ数と、キャッシュ
テーブルにキャッシュされたエントリ数および宛先 IP アドレスを表示します。
Router# show ip urlfilter cache
Maximum number of cache entries: 0
Number of entries cached: 0
-------------------------------------------------------IP address
Age
Time since last hit
(In seconds)
(In seconds)
--------------------------------------------------------

• show ip urlfilter config：キャッシュ サイズ、未処理の要求の最大数、および許可モードの状態を
含む、設定済みのベンダー サーバを表示します。
Router# show ip urlfilter config
Websense URL Filtering is ENABLED
Primary Websense server configurations
=========================================
Websense server IP address Or Host Name: 192.168.1.116
Websense server port: 15868
Websense retransmission time out: 6 (in seconds)
Websense number of retransmission: 2
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Secondary Websense servers configurations
============================================
Other configurations
=====================
Allow Mode: OFF
System Alert: ENABLED
Audit Trail: DISABLED
Log message on Websense server: DISABLED
Maximum number of cache entries: 0
Maximum number of packet buffers: 200
Maximum outstanding requests: 1000

• show ip urlfilter statistics：Websense サーバに送信される要求、Websense サーバから受信した応
答、システム内で保留中の要求、失敗した要求、ブロックされた URL の数など、URL フィルタリ
ングの統計情報を表示します。
Router# show ip urlfilter statistics
URL filtering statistics
=========================
Current requests count: 0
Current packet buffer count(in use): 0
Current cache entry count: 0
Maxever request count: 0
Maxever packet buffer count: 0
Maxever cache entry count: 0
Total
Total
Total
Total

requests sent to URL Filter Server :13
responses received from URL Filter Server :13
requests allowed: 9
requests blocked: 4

Cisco IOS Firewall Authentication Proxy を確認するためのコマンド
• show ip auth-proxy：認証プロキシのエントリまたは設定を表示します。
Router# show ip auth-proxy cache
Authentication Proxy Cache
Client Name admin, Client IP 192.168.1.118, Port 1902, timeout 120, Time Remaining
120, state INIT
Router# show ip auth-proxy statistics
configuration
Authentication global cache time is 120 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication Proxy Watch-list is disabled
Authentication Proxy Rule Configuration
Auth-proxy name aprule
http list not specified auth-cache-time 120 minutes

Context-Based Access Control を確認するためのコマンド
• show ip access-list：現在の IP アクセス リストの内容を表示します。
• show ip inspect session：CBAC セッションの情報を表示します。
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Cisco IOS Intrusion Prevention System を確認するためのコマンド
• show ip ips signature：無効にされ、削除対象としてマークされているシグニチャなど、Cisco IPS
のシグニチャ情報を表示します。
Router# show ip ips signature
Signatures were last loaded from tftp://192.168.1.3/attack-drop.sdf
SDF release version not available
*=Marked for Deletion
MH=MinHits
TI=ThrottleInterval
WF=WantFrag

Action=(A)larm,(D)rop,(R)eset
AI=AlarmInterval
AT=AlarmThrottle
Ver=Signature Version

Trait=AlarmTraits
CT=ChokeThreshold
FA=FlipAddr

Signature Micro-Engine: SERVICE.SMTP (1 sigs)
SigID:SubID On Action Sev Trait
MH
AI
CT
TI AT FA WF Ver
----------- -- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- -- --3129:0
Y
ADR
MED
0
0
0
0
15 FA N
S59
Signature Micro-Engine: SERVICE.RPC (29 sigs)
SigID:SubID On Action Sev Trait
MH
AI
CT
TI AT FA WF Ver
----------- -- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- -- --6100:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
1.0
6100:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
1.0
6101:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
1.0
6101:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
1.0
6104:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6104:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6105:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6105:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6188:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S43
6189:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S43
6189:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S43
6190:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
6190:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
6191:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
6191:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
6192:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
6192:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
6193:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6193:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6194:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6194:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6195:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6195:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
6196:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S4
6196:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S4
6197:0
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S9
6197:1
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S9
6276:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S30
6276:1
Y
ADR HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S30
Signature Micro-Engine: SERVICE.HTTP (23 sigs)
SigID:SubID On Action Sev Trait
MH
AI
CT
TI AT FA WF Ver
----------- -- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- -- --3140:3
Y
ADR HIGH
0
1
0
0
15 FA N
S80
3140:4
Y
ADR HIGH
0
1
0
0
15 FA N
S80
5045:0
Y
ADR HIGH
0
1
0
0
15 FA N
2.2
5047:0
Y
ADR HIGH
0
1
0
0
15 FA N
2.2
5055:0
Y
AD
HIGH
0
1
0
0
15 FA N
2.2
5071:0
Y
ADR HIGH
0
1
0
0
15 FA N
2.2
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5081:0
5114:0
5114:1
5114:2
5126:0
5159:0
5184:0
5188:0
5188:1
5188:2
5188:3
5245:0
5326:0
5329:0
5364:0
5390:0
5400:0

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR
ADR

MED
MED
MED
MED
MED
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
MED
HIGH
HIGH
HIGH
MED
HIGH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

2.2
2.2
2.2
2.2
S5
S7
S12
S12
S12
S12
S12
S21
S30
1.0
S43
S54
S71

Signature Micro-Engine: ATOMIC.TCP (42 sigs)
SigID:SubID On Action Sev Trait
MH
AI
CT
TI AT FA WF Ver
----------- -- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- -- --3038:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N Y 2.2
3039:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N Y 2.2
3040:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N N 2.2
3041:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N N 2.2
3043:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N Y 2.2
3300:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
9200:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9201:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9202:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9203:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9204:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9205:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9206:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9207:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9208:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9209:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9210:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9211:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9212:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9213:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9214:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9215:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9216:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9217:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9218:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9223:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S40
9224:0
Y
AD
MED
0
0
0
100
30 FA N
S44
9225:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S46
9226:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S46
9227:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S46
9228:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S46
9229:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S46
9230:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S46
9231:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S66
9232:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S69
9233:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S67
9236:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S71
9237:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S71
9238:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S71
9239:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S76
9240:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S79
9241:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
S82
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Signature Micro-Engine: ATOMIC.IPOPTIONS (1 sigs)
SigID:SubID On Action Sev Trait
MH
AI
CT
TI AT FA WF Ver
----------- -- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- -- --1006:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
Signature Micro-Engine: ATOMIC.L3.IP (4 sigs)
SigID:SubID On Action Sev Trait
MH
AI
CT
TI AT FA WF Ver
----------- -- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- -- -- --1102:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.1
1104:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N
2.2
1108:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 GS N
S27
2154:0
Y
AD
HIGH
0
0
0
100
30 FA N Y 1.0
Total Active Signatures: 118
Total Inactive Signatures: 0

トラブルシューティング
ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。
次のマニュアルを参照してください。

• 『Troubleshooting CBAC Configurations』テクニカル ノート
• 『Troubleshooting Authentication Proxy』テクニカル ノート

トラブルシューティング コマンド
（注）

debug コマンドを実行する前に、『Important Information on Debug Commands 』を参照してください。
• debug ip inspect：Cisco IOS ファイアウォール イベントに関するメッセージを表示します。
• debug ip urlfilter：URL フィルタ サブシステムのデバッグ情報をイネーブルにします。
Router# debug ip urlfilter detailed
Urlfilter Detailed Debugs debugging is on
Router#
*Aug 26 20:11:58.538: URLF: got cache idle timer event...
*Aug 26 20:11:58.538: URLF: cache table is about to overflow, delete idle entries
*Aug 26 20:12:00.962: URLF: creating uis 0x64EF00A0, pending request 1
*Aug 26 20:12:00.962: URLF: domain name not found in the exclusive list
*Aug 26 20:12:00.962: URLF: got an cbac queue event...
*Aug 26 20:12:00.962: URLF: websns making a lookup request.
*Aug 26 20:12:00.962: URLF: socket send successful...
*Aug 26 20:12:00.962: URLF: holding pak 0x64823210 (192.168.101.119:80) ->
192.168.1.118:1087 seq 3905567052 wnd 17238
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: got a socket read event...
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: socket recv (header) successful.
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: socket recv (data) successful.
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: websns lookup code = 1
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: websns lookup description code = 1027
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: websns category number = 67
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: websns cache command = 0
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: websns cached entry type = 0
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: Site/URL Blocked: sis 0x64A57D50, uis 0x64EF00A0
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: Sent Deny page with FIN to client and RST to server
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*Aug 26 20:12:00.966: URLF: urlf_release_http_resp_for_url_block - Discarding the pak
0x64823210 held in resp Q (count 1 : thrld 200)
*Aug 26 20:12:00.966: URLF: deleting uis 0x64EF00A0, pending requests 0

• debug ip auth-proxy：認証プロキシのアクティビティを表示します。
Router# debug ip auth-proxy detailed
*Aug 30 23:16:07.680:
*Aug 30 23:16:07.680:
*Aug 30 23:16:07.680:
src_port 1900
*Aug 30 23:16:07.680:
*Aug 30 23:16:07.684:
*Aug 30 23:16:07.684:
*Aug 30 23:16:07.684:
src_port 1900
*Aug 30 23:16:07.684:
*Aug 30 23:16:07.684:
*Aug 30 23:16:07.684:
*Aug 30 23:16:07.684:
src_port 1900
*Aug 30 23:16:07.684:
*Aug 30 23:16:07.688:
*Aug 30 23:16:07.688:

AUTH-PROXY:proto_flag=4, dstport_index=4
SYN SEQ 24350097 LEN 0
dst_addr 192.168.102.119 src_addr 192.168.1.118 dst_port 80
AUTH-PROXY:auth_proxy_half_open_count++ 1
AUTH-PROXY:proto_flag=4, dstport_index=4
ACK 2787182962 SEQ 24350098 LEN 0
dst_addr 192.168.102.119 src_addr 192.168.1.118 dst_port 80
clientport 1900 state 0
AUTH-PROXY:proto_flag=4, dstport_index=4
PSH ACK 2787182962 SEQ 24350098 LEN 282
dst_addr 192.168.102.119 src_addr 192.168.1.118 dst_port 80
clientport 1900 state 0
AUTH-PROXY:proto_flag=4, dstport_index=4
ACK 2787184131 SEQ 24350380 LEN 0

関連情報
• 『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.3』
– 「Configuring Context-Based Access Control」の章
– 「Configuring Authentication Proxy」の章
• 『Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS)』、Cisco IOS Release 12.3(8)T フィーチャ モジュー
ル

• 『Firewall Websense URL Filtering』Cisco IOS Releases 12.2(11)YU および 12.2(15)T フィーチャ
モジュール

• 『Troubleshooting CBAC Configurations』テクニカル ノート
• 『Troubleshooting Authentication Proxy』テクニカル ノート
• テクニカル サポート：シスコ
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グループ アプリケーション向け IP コミュニ
ケーション ソリューションの設定例
内容

• 「概要」（P.1）
• 「前提条件」（P.2）
• 「設定」（P.4）
• 「確認」（P.19）
• 「トラブルシューティング」（P.42）
• 「関連情報」（P.43）

概要
このマニュアルでは、次のような設定例を説明します。

• ある小規模なブランチ オフィスでは、アナログ電話機と IP Phone の両方を使用しています。この
マニュアルで取り上げるこの小規模ブランチ オフィスには、IP テレフォニー サービスが必要であ
り、Cisco アクセス ルータの他の Full-Service Branch（FSB）機能を使用する可能性もあります。
たとえば、Cisco Content Engine（CE）、Voice over IP（VoIP）サービス、バックエンドの VoIP
コール制御デバイスとの統合などの機能です。また、この小規模ブランチ オフィスは、堅牢な統
合ボイスメール ソリューションを必要としています。サービス統合型ルータは、WAN アップリン
ク モジュールや統合 LAN スイッチング モジュールのさまざまなオプションをサポートしていま
す。

• Land Mobile Radio（LMR）は、損失防止（構内の安全とセキュリティ）や無線システム範囲内の
モバイル ワーカー用 Push-to-Talk（PTT）通信など、いくつかの理由から企業に利用されていま
す。LMR の基地局を E&M ポートと接続して IP ネットワークに統合すると、VoIP 経由で基地局
にアクセスできます。LMR 機能により、マルチキャストを使用した無線へのトランシーバの接続
も可能になります。

• マルチキャストとは、E.164 番号を使用して IP Phone と Public Switched Telephone Network
（PSTN; 公衆交換電話網）電話機から LMR にダイヤルインできるようにしたダイヤルプランです。
これまで、PSTN または Hoot & Holler ネットワークへの接続には、E&M ポートが使用されてい
ました。E&M ポートを LMR に接続すると、マルチキャストと VoIP の接続が可能になります。こ
のようなネットワーク構成では、XML サービスを使用している LAN 上のデスクトップ クライア
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ントや IP Phone クライアントから、Cisco IOS のマルチキャスト機能を通じて直接無線システムに
接続できます。LMR はゲートウェイ上の E&M ポートと統合できます。ゲートウェイのコマンド
は、このようなルータから無線への接続をサポートしています。

• このマニュアルでは、物理 T1 ループバックを使用して、マルチキャスト VoIP とユニキャスト
VoIP をブリッジする手段を説明します。これは必ず必要な設定ではありません。これは、Skinny、
H.323、SIP などの標準ベースの VoIP 呼制御スキームにマルチキャスト VoIP オーディオを統合で
きることを示すために取り上げています。標準ベースの VoIP プロトコル間のブリッジングには、
IP 間ゲートウェイの使用を推奨します。物理ループバックを使用した VoIP 対マルチキャストのブ
リッジは、Cisco CallManager Express（Cisco CME）Phone または PSTN 電話機によるローカル
マルチパーティ会議にも使用できます。

• オンボード DSP は、WAN Interface Card（WIC; WAN インターフェイス カード）スロットに搭載
された音声モジュールに使用されます。

• Cisco CallManager は、Cisco CallManager（Release 3.3 (3) 以上）に定義されている H.323 トラ
ンクを通じて、Cisco CME とシームレスに接続します。
• Cisco CME（Release 3.2）はローカルの電話ネットワークを管理します。Cisco CME と Cisco
Unity Express を使用することで、ボイスメール システムと結合された PBX のようにゲートウェ
イを使用できます。

• NM-CUE 上の Cisco Unity Express（Cisco Service Engine 1.1 を使用）は、ボイスメール サービ
スと自動応答サービスを提供します。

• Cisco CME は、本社サイトの Cisco CallManager とシームレスに統合され、すべての補足サービ
スをサポートします。

• Content Engine（CE）モジュールは、Web キャッシュ、ビデオオンデマンド、およびライブ分割
のアプリケーションをサポートしています。

• CE（ce2636-sw-5.1.3）上の Cisco Access Control Network Server（ACNS）は、ユニキャストお
よびマルチキャストを通じたストリーミング ビデオの Web キャッシュと分割によって WAN の帯
域幅を節約します。

前提条件
以下は、この項に含まれる前提条件です。

• 「要件」（P.2）
• 「使用されるコンポーネント」（P.2）
• 「関連製品」（P.3）
• 「表記法」（P.3）

要件
このマニュアルについての特定な要件はありません。

使用されるコンポーネント
このマニュアルの情報は、次のソフトウェアおよび Cisco 3845 ルータのハードウェアとソフトウェア
に基づいています。
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• FastEthernet インターフェイス（NM-ESW-16）（x 16）
• シリアル インターフェイス（x 1）
• 端末回線（x 3）
• チャネライズド T1/PRI ポート（x 2）
• 音声 FXS インターフェイス（VIC-4FXS-DID）（x 4）
• 音声 E&M インターフェイス（VIC2-2E&M）（x 2）
• Cisco Service Engine（NM-CUE）（x 1）
• Cisco Content Engine（NM-CE-BP）（x 1）
• スロット 0 の VIC2-4FS
• スロット 1 の VIC2-2FXS
• スロット 2 ～ 3 のインライン パワー カード搭載 HWICD-9ESW（倍幅）
• Cisco CallManager Release 3.3(3)
• Cisco IOS Release 12.3(11)T 以上
• Enterprise Services フィーチャ セット
このマニュアルの情報は、特定のラボ環境で使用されるデバイスを反映しています。この設定例に使用
されるデバイスはすべて、初期設定（デフォルト）の状態から作業が開始されています。ライブ ネッ
トワークで操作している場合は、使用前に、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要
があります。このマニュアルで示す設定例は、ブランチ オフィスの単一ルータ上での機能の組み合わ
せを示しています。このマニュアルに加え、「関連情報」（P.43）にリストされたマニュアルも参照して
ください。

関連製品
この設定は、Cisco 2800 および Cisco 3800 シリーズのすべてのルータにも使用できます。

表記法
表記法の詳細については、『Cisco Technical Tips Conventions』を参照してください。
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設定
ここでは、このマニュアルで説明する機能を設定するための情報を示します。

（注）

このマニュアルで使用されるコマンドに関する追加情報を検索するには、Cisco IOS Command Lookup
Tool を使用してください。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。

設定のヒント
• ルータ上のギガビット ポートは、インライン パワーを提供しません。

• ルーティングは、イネーブルの状態でなければならず、設定済みであることが前提です。
• サービス統合型ルータ上の外部フラッシュ カードには、ルータ イメージ、VLAN データベース、
および Cisco CME と Cisco Unity Express 用のグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）
ファイルが保存されています。ルータの通常の動作中は、このカードを取り外さないでください。

• LMR をルータに統合する際は、無線周波数（RF）または無線技術（通常、非 IP の製品固有の実
装に関する技術）が必要になる場合があります。無線からルータに接続する物理ケーブルは、すぐ
に入手できない場合があります。

ネットワーク図
このマニュアルでは、次の図に示すネットワーク セットアップを使用します。
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IP

IP
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4
9
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7
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1

システム エンコーダ、オリジナル ソース

7

LMR（LMR のルータへの統合）

2

TDM

8

T1 ループバック（ユニキャストからマルチ
キャストへのブリッジ）、マルチキャスト
オーディオと標準ベースの VoIP を統合する
ための解決策

3

NM-CE による ACNS でのマルチキャストお 9
よびライブ分割

4

Cisco CME/Cisco Unity Express

5

PSTN

10 本社
ゲートウェイからの LAN 上のローカル マル 11 Cisco CallManager

チキャスト

6

PC クライアント、マルチキャスト RTP クラ
イアント、Media Player（ストリーミング）

構成
この例は、Cisco 3845 ルータの設定を示します。

Cisco 3845 ルータ
3845-gw#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 17622 bytes
!
!---Last configuration change at 23:07:46 PDT Wed Jul 7 2004 by cisco
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service internal
!
hostname 3845-gw
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 informational
enable secret 5 $1$3do1$SDp9TOK4YaZ7XguJYD2MD1
!
!---Local Database of username and passwords for Web server and local
!---authentication
!
username cisco password 7 1511021F0725
!
clock timezone PST -8
clock summer-time PDT recurring
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate slot 2
no network-clock-participate slot 3
no network-clock-participate slot 4
no network-clock-participate wic 0
no network-clock-participate wic 1
network-clock-participate wic 2
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no network-clock-participate wic 3
no network-clock-participate aim 0
no network-clock-participate aim 1
aaa new-model
!
!
aaa group server tacacs+ admin
server 192.x or 10.x
server 192.x or 10.x
!
aaa group server radius vpn
server 192.x or 10.x auth-port 1645 acct-port 1646
!
!---AAA configuration used for local authentication
!
aaa authentication login admin group tacacs+ enable
aaa authentication login remote group vpn
aaa authentication login NOTACACS line
aaa authentication login LOCAL local
aaa authentication login WEB none
aaa authentication ppp LOCAL local
aaa authentication dot1x default group vpn
aaa authorization console
aaa authorization exec default local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip source-route
!
ip cef
!
!
!---Configure a DHCP address pool for each IP phone:
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
!
ip dhcp pool NONAT
network 10.1.153.0 255.255.255.248
default-router 10.1.153.1
dns-server 10.1.162.183 10.1.156.120
option 150 ip 10.1.152.9
domain-name cisco.com
!
ip dhcp pool NAT
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 10.1.162.183 1010.1.156.120
option 150 ip 10.1.152.9
domain-name cisco.com
!
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip
no
ip
ip
!
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domain name cisco.com
name-server 10.1.162.183
name-server 10.1.156.120
multicast-routing
sap cache-timeout 30
ssh time-out 30
ssh version 1
ids po max-events 100
ip rcmd domain-lookup
rcmd rcp-enable
rcmd rsh-enable
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voice-card 0
no dspfarm
!
!
!
!---Configuration to enable “H.323 to H.323” and “H.323 to SIP” calls between Cisco
!---CallManager-Cisco CME-Cisco Unity Express. The “allow connections h323 to h323” &
!---“allow-connections h323 to sip” enable an easy configuration on gateway without the
!---need for loopback-dn for incoming calls from Cisco CallManager or for call flow from
!---Cisco CallManager to SIP for Voice Mail.
!
voice service voip
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
no supplementary-service h450.2
no supplementary-service h450.3
supplementary-service h450.12 advertise-only
h323
!
!
!
!---Configuration to support LMR(Land Mobile Radio) integration through E&M port on the
!---router (similar to Hoot and Holler configuration)
!
voice class permanent 1
signal timing oos restart 50000
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action
!
!
!---Two T1 ports connected back-to-back to bridge VoIP to multicast audio bridging. This
!---is required to enable dialing into multicast. Connecting the TDM T1 port back-to-back
!---offers the possibility of using E.164 number as a conference ID, or for using the
!---multicast stream for application such as Hoot and Holler.
!--!---Cisco CME offers 3-party conference calling and is the recommended method for a
!---small branch office, the following T1 loopback cable is not required for configuring
!---the conferencing features.
!--!---Cisco IOS supports audio mixing of loudest three streams. The TDM back to
!---back connection enables the bridging of 23 channels of VoIP to one or
!---more multicast connections (one side with multicast configuration and the
!---other side with VoIP configuration)
!---This method provides a way to connect the standards-based VoIP call control to
!---the multicast audio streams that do not have any associated call control.
!
controller T1 0/2/0
framing esf
linecode b8zs
ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-immediate-start
ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-immediate-start
ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-immediate-start
ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-immediate-start
ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-immediate-start
ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-immediate-start
!
controller T1 0/2/1
framing esf
clock source internal
linecode b8zs
ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-immediate-start
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ds0-group
ds0-group
ds0-group
ds0-group
ds0-group

2
3
4
5
6

timeslots
timeslots
timeslots
timeslots
timeslots

2
3
4
5
6

type
type
type
type
type

e&m-immediate-start
e&m-immediate-start
e&m-immediate-start
e&m-immediate-start
e&m-immediate-start

!
no crypto isakmp enable
!
!
!---Loopback0 used to bind H323 to the Loopback0 interface. RTP Packets
!---originate/terminate on the router using this IP address.
!
interface Loopback0
ip address 10.1.152.9 255.255.255.255
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip bind srcaddr 10.1.152.9
!
interface Loopback2
ip address 10.1.152.241 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
!
interface Loopback3
ip address 10.1.152.249 255.255.255.252
ip virtual-reassembly
ip ospf network point-to-point
!
!---Configuration to enable Hoot and Holler using multicast on router. The multicast
!---streaming of packets from the local router uses the VIF interface to derive the local
!---ip address and the port of the packets. This can be verified by the show command “show
!---voip rtp connection”
!
interface Vif1
ip address 10.1.153.41 255.255.255.252
ip pim sparse-dense-mode
!
!
!---WAN uplink
!
interface Serial0/0/0
ip address 10.1.152.30 255.255.255.252
ip pim sparse-dense-mode
ip nat outside
ip virtual-reassembly
no fair-queue
!
!--- Content Engine connected as a Network Module.
!
interface Content-Engine1/0
ip unnumbered Loopback3
ip pim sparse-dense-mode
service-module ip address 10.1.152.250 255.255.255.252
service-module ip default-gateway 10.1.152.249
!
!
interface FastEthernet3/0
switchport access vlan 110
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 110
no ip address
!
interface FastEthernet3/1
switchport access vlan 100
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switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 110
no ip address
!
interface FastEthernet3/2
switchport access vlan 100
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 110
no ip address
!
interface FastEthernet3/3
switchport access vlan 100
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 110
no ip address
!
!
!---Cisco Unity Express used for local voice-mail storage
!
interface Service-Engine4/0
ip unnumbered Loopback2
service-module ip address 10.1.152.242 255.255.255.252
service-module ip default-gateway 10.1.152.241
!
!--- Data VLAN, used for the desktops at the branch
!
interface Vlan100
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
interface Vlan110
ip address 10.1.153.1 255.255.255.248
ip pim sparse-dense-mode
ip virtual-reassembly
!
!---OSPF used as the routing protocol for scenario
!
router ospf 1
router-id 10.1.152.9
log-adjacency-changes
network 10.1.152.9 0.0.0.0 area 0
network 10.1.152.10 0.0.0.0 area 0
network
network
network
network
network

10.1.152.28 0.0.0.3 area 0
10.1.152.140 0.0.0.3 area 0
10.1.152.240 0.0.0.3 area 0
10.1.152.248 0.0.0.3 area 0
10.1.153.0 0.0.0.3 area 0

!
!---Static routes defined for routing to Service-Engine and Content-Engine network Module
ip classless
ip route 10.1.152.242 255.255.255.255 Service-Engine4/0
ip route 10.1.152.250 255.255.255.255 Content-Engine1/0
!
ip http server
ip http authentication aaa login-authentication LOCAL
no ip http secure-server
ip http path flash:
!
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!---PAT (Port address translation used for the Data VLAN.
ip nat inside source list 11 interface Serial0/0/0 overload
!
!
access-list 11 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
access-list 11 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 11 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
!
!
!---Router serves as TFTP server for Signed Image for 7960 phone on Local LAN.
!
tftp-server flash:P00306000300.bin
tftp-server flash:P00306000300.loads
tftp-server flash:P00306000300.sb2
!
control-plane
!
!
!---VoIP side of the Back-to-Back T1 used for bridging VoIP to multicast streams defined
!---by the dial-peer with “ session protocol multicast”
!
voice-port 0/2/0:1
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:2
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:3
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:4
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:3
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:4
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:5
auto-cut-through
!
voice-port 0/2/0:6
auto-cut-through
!
!---E&M ports connected to the LMR (Land Mobile Radio). Each radio may have a different
!---radio frequency (such as VHF or UHF)
!
voice-port 0/1/0
auto-cut-through
voice-class permanent 1
operation 4-wire
signal lmr
lmr e-lead voice
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 20480
!
voice-port 0/1/1
auto-cut-through
voice-class permanent 1
operation 4-wire
signal lmr
lmr m-lead audio-gate-in
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lmr e-lead voice
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 20481
!
!---Multicast side of the back-to-back T1 used for bridging VoIP to multicast connection
!---trunk points to the dial-peer that is used for streaming into multicast
!
voice-port 0/2/1:1
auto-cut-through
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 20480
!
voice-port 0/2/1:2
auto-cut-through
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 20481
!
!---Multicast side of the back-to-back T1 used for bridging VoIP to multicast connection
!---trunk points to the dial-peer that is used for streaming into multicast for local
!---conferencing. 2111 dialed from the network side is looped back to the other side of
!---the T1 that is connected to the multicast dial-peer to convert it into a multicast
!---stream. The 3-party mixing algorithm takes care of conferencing between the dialed
!---parties
!
voice-port 0/2/1:3
auto-cut-through
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 21111
!
voice-port 0/2/1:4
auto-cut-through
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 21111
!
voice-port 0/2/1:5
auto-cut-through
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 21111
!
voice-port 0/2/1:6
auto-cut-through
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 21111
voice-port 0/3/0
!
voice-port 0/3/1
!
voice-port 0/3/2
!
!---FXS ports tied to multicast Hoot and Holler
!
voice-port 0/3/3
!
!---Dial peers pointing toward the NM-CUE for auto attendant and voice mail
!
dial-peer voice 27749 voip
description Towards CUE-Auto-Attendant
destination-pattern 27749
session protocol sipv2
session target ipv4:10.1.152.242
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
!
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dial-peer voice 27748 voip
description Towards CUE-Voice-Mail
destination-pattern 27748
session protocol sipv2
session target ipv4:10.1.152.242
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
!
!---Dial peers for dialing out; pointing to Cisco CallManager Release 3.3(3)
!
dial-peer voice 101 voip
description CCM-IT-Cisco
destination-pattern .T
session target ipv4:10.1.148.178
dtmf-relay h245-alphanumeric
codec g711ulaw
!
dial-peer voice 9 voip
preference 1
destination-pattern 91..........
session target ipv4:10.1.148.178
!
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 2....
session target ipv4:10.1.148.178
!
!---Dial Peers for multicast streaming from TDM port
!
dial-peer voice 20480 voip
description VoIP to multicast bridging for LMR integration
destination-pattern 20480
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.17.191:20480
codec g711ulaw
vad aggressive
!
dial-peer voice 20481 voip
description VoIP to multicast bridging for LMR integration
destination-pattern 20481
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.17.192:20480
codec g711ulaw
vad aggressive
!
dial-peer voice 21111 voip
description VoIP to multicast bridging for Local Conferencing
destination-pattern 21111
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.17.195:20480
dtmf-relay cisco-rtp
codec g711ulaw
vad aggressive
!---Dial Peers for the T1 physical loopback used for bridging multicast to VoIP
!---(VoIP Side)
!
dial-peer voice 1 pots
description VoIP to multicast bridging for LMR
destination-pattern 27737
port 0/2/0:1
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!
dial-peer voice 3 pots
description VoIP to multicast bridging for LMR
destination-pattern 4089027737
port 0/2/0:1
!
dial-peer voice 4 pots
description VoIP to multicast bridging for LMR
destination-pattern 27738
port 0/2/0:2
!
dial-peer voice 5 pots
description VoIP to multicast bridging for LMR
destination-pattern 4089027738
port 0/2/0:2
!
dial-peer voice 6 pots
description VoIP to local multicast conference bridge
destination-pattern 2111
port 0/2/0:3
!
dial-peer voice 7 pots
description VoIP to local multicast conference bridge
destination-pattern 2111
port 0/2/0:4
!
dial-peer voice 8 pots
description VoIP to local multicast conference bridge
destination-pattern 2111
port 0/2/0:5
!
dial-peer voice 9 pots
description VoIP to local multicast conference bridge
destination-pattern 2111
port 0/2/0:6
!
!
!---Dial Cisco CME Configuration with services configuration
!
!
telephony-service
fxo hook-flash
load 7910 P00403020214
load 7960-7940 P00306000300
max-ephones 27
max-dn 40
ip source-address 10.1.152.9 port 2000
auto assign 1 to 27
timeouts interdigit 5
system message Next GEN Branch Documentation
url services http://phone-xml.berbee.com/menu.xml
create cnf-files version-stamp 7960 Jun 24 2004 14:00:45
dialplan-pattern 1 408902.... extension-length 5
voicemail 27749
mwi relay
mwi expires 99999
max-conferences 8
call-forward pattern .....
web admin customer name cisco password admin
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern .....
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secondary-dialtone 9
!
!
ephone-dn 1 dual-line
number 27725
description Ross
name Ross
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 2 dual-line
number 27726
description Rachel
name Rachel
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 3 dual-line
number 27727
description Chandler
name Chandler
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 4 dual-line
number 27728
description Monica
name Monica
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 5 dual-line
number 27729
description Jen-Shue Shih
name Jen-Shue Shih
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 6 dual-line
number 27730
description Mike
name Mike
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 7 dual-line
number 27731

10

18

18

10

10

18

description Phoebe
name Phoebe
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout 18
!
!
ephone-dn 8 dual-line
number 27732
description Cosmo
name Cosmo
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call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout 18
!
!
ephone-dn 9 dual-line
number 27733
description Jerry
name Jerry
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749
!
!
ephone-dn 10 dual-line
number 27734
description George
name George
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749
!
!
ephone-dn 11 dual-line
number 27735
description Frank
name Frank
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749
!
!
ephone-dn 12 dual-line
number 27736
description Estelle
name Estelle
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749
!
!
ephone-dn 13 dual-line
!
!
ephone-dn 14 dual-line
!
!
ephone-dn 15 dual-line
number 27739
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749
!
!
ephone-dn 16 dual-line
number 27740
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749
!
!

timeout 18

timeout 18

timeout 18

timeout 18

timeout 18

timeout 18

ephone-dn 17 dual-line
number 27741
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout 18
!
!
ephone-dn 18 dual-line
number 27742
call-forward busy 27749

OL-6574-01-J

15

グループ アプリケーション向け IP コミュニケーション ソリューションの設定例
設定

call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 19 dual-line
number 27743
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 20 dual-line
number 27744
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 21 dual-line
number 27745
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 25
!
!
ephone-dn 27
number 27749
call-forward busy 27749
call-forward noan 27749 timeout
!
!
ephone-dn 39
number 8000.....
mwi off
!
!
ephone-dn 40
number 8001.....
mwi on
!
!
ephone 1
mac-address 0003.4713.5554
type CIPC
button 1:1
!
!
!
ephone 2
mac-address 0002.8A3E.6606
type CIPC
button 1:2
!
!
!
ephone 3
mac-address 0001.022C.88A1
type CIPC
button 1:3
!
!
!
ephone 4
mac-address 0009.6B10.494D
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type CIPC
button 1:4
!
!
!
ephone 5
mac-address 0002.8A4B.000B
type CIPC
button 1:5
!
!
!
ephone 6
mac-address 0009.6B53.44C6
type CIPC
button 1:6
!
!
!
ephone 7
mac-address 0009.6B30.E399
type CIPC
button 1:7
!
!
!
ephone 8
mac-address 000B.BE37.1AB1
type 7960
button 1:8
!
!
!
ephone 9
mac-address 0006.D74B.15B3
type 7960
button 1:9
!
!
!
ephone 10
mac-address 000B.5F92.5784
type 7960
button 1:10
!
!
!
ephone 11
mac-address 000C.CE3A.87FA
type 7960
button 1:11
!
!
!
ephone 12
mac-address 000C.CE35.1B23
type 7960
button 1:12
!
!
!
ephone 13
mac-address 0002.8A9B.0CE5
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type CIPC
button 1:13
!
!
!
ephone 14
mac-address 0003.47D8.C236
type CIPC
button 1:14
!
!
!
ephone 15
mac-address 000C.CE35.1935
type 7960
button 1:15
!
!
!
ephone 16
mac-address 0030.94C3.BE45
type 7960
button 1:16
!
!
!
ephone 17
!
!
!
ephone 18
!
!
!
ephone 19
!
!
!
ephone 20
!
!
!
ephone 21
!
!
!
line con 0
authorization exec LOCAL
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line 66
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output all
line 130
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output all
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line 258
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output all
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password 7 04490E020D205E4107
line vty 5 8
exec-timeout 0 0
password 7 03165E0F040E334340
!
scheduler allocate 20000 1000
ntp clock-period 1079741
ntp master
ntp update-calendar
ntp server 10.68.10.80
ntp server 10.68.10.150
end

確認
ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。
一部の show コマンドは Output Interpreter Tool でサポートされています（登録ユーザのみ）。このツー
ルを使用すると、show コマンド出力の分析結果を表示できます。コマンドの使用方法を次にまとめま
す。

• show telephony-service：Cisco CallManager サーバで使用可能な IP テレフォニー サービスを表
示します。

• show ephone registered：IP 電話の登録の発生を確認し、各登録済み IP 電話に関連する情報を一
覧表示します。

• 音声ゲートウェイ用の show コマンド
– show voice port summary：すべての音声ポートの概要を表示します。
– show voip rtp connections：VoIP RTP のアクティブな接続を表示します。
– show voip dsp：DSP 情報を表示します。
– show voice trace：すべての DSP チャネルについて、音声チャネル設定情報を表示します。
– show voice call summary：すべての音声ポートのコール ステータスを表示します。
– show running-config：現在の実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。
• CE 用の show コマンド
– show version：現在ロードされている CE ソフトウェア バージョンに関する情報を、ハード
ウェアおよびデバイス情報とともに表示します。

– show running-config：現在の実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。
– show processes cpu：詳細な CPU 使用率の統計情報（プロセス単位の CPU 使用率）を表示し
ます。

– show statistics wmt streamstat：Windows Media Technologies（WMT）ストリーミング接続
の統計情報を表示します。
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– show statistics wmt all：すべての WMT の統計情報を表示します。
• Cisco CME に関する Cisco Unity Express 用の show および service コマンド
– show interface service-engine：サービス エンジン インターフェイスのステータスを表示しま
す。

– service-module service-engine 4/0 status：Cisco Unity Express のステータスを表示します。
– service-module service-engine 4/0 session：Cisco Unity Express とのセッションを開きます。
• Cisco Unity Express 用の show コマンド
– show running-config：現在の実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。
– show voicemail mailboxes：メールボックスの所有者およびステータスの概要を表示します。
– show voicemail usage：ボイスメール システムの使用状況のスナップショットを表示します。
– show voicemail limits：ボイスメール システムのシステム制限を表示します。
– show ccn application：設定済みの各アプリケーションに関する詳細を表示します。
– show ccn trigger：設定済みのすべてのトリガーのパラメータ値を表示します。
次の概要で、これらの各コマンドの代表的な出力例を示します。

（注）

必要に応じて、関連する出力表示を強調表示で示します。
次に、Cisco CME での show telephony-service コマンドの出力例を示します。
CCME-CUE-SJC# show telephony-service
CONFIG (Version=3.2)
=====================
Version 3.2
Cisco CallManager Express
For on-line documentation please see:
www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/ip_ph/ip_ks/index.htm
ip source-address 10.1.152.9 port 2000
load 7910 P00403020214
load 7960-7940 P00303020214
max-ephones 27
max-dn 40
max-conferences 8
dspfarm units 0
dspfarm transcode sessions 0
max-redirect 5
dialplan-pattern 1 408902.... extension-length 5
voicemail 27749
mwi relay
mwi expires 99999
time-format 12
date-format mm-dd-yy
timezone 0 Greenwich Standard Time
secondary-dialtone 9
url services http://phone-xml.berbee.com/menu.xml
call-forward pattern .....
transfer-pattern .....
keepalive 30
timeout interdigit 5
timeout busy 10
timeout ringing 180
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caller-id name-only: enable
system message CCME2 Cisco (MCEBU) Bldg 22
web admin system name cisco password 3800
web admin customer name cisco1 password 38001
edit DN through Web: enabled.
edit TIME through web: enabled.
Log (table parameters):
max-size: 150
retain-timer: 15
create cnf-files version-stamp 7960 Apr 12 2004 12:16:53
transfer-system full-consult
auto assign 1 to 27
fxo hook-flash
local directory service: enabled.

次に、show ephone registered コマンドを使用した出力例を示します。
CCME-CUE-SJC# show ephone registered

ephone-1 Mac:0003.4713.5554 TCP socket:[6] activeLine:0 REGISTERED
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
IP:172.19.150.31 1649 CIPC
keepalive 10410 max_line 8
button 1: dn 1 number 27725 CH1
IDLE
CH2
IDLE

ephone-9 Mac:0006.D74B.15B3 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
IP:192.168.20.4 50475 Telecaster 7960 keepalive 39556 max_line 6
button 1: dn 9 number 27733 CH1
IDLE
CH2
IDLE

ephone-15 Mac:000C.CE35.1935 TCP socket:[3] activeLine:0 REGISTERED
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
IP:192.168.20.2 51961 Telecaster 7960 keepalive 39556 max_line 6
button 1: dn 15 number 27739 CH1

IDLE

CH2

IDLE

次に、ブランチ オフィスのルータでの show voice port summary コマンドの出力例を示します。
3845-gw# show voice port summary

PORT
=========
0/2/0:1
0/2/0:2
0/2/0:3
0/2/0:4
0/2/0:5
0/2/0:6
0/1/0
0/1/1
0/2/1:1
0/2/1:2
0/2/1:3
0/2/1:4
0/2/1:5
0/2/1:6
0/3/0
0/3/1
0/3/2
0/3/3

CH
SIG-TYPE
ADMIN
== ============ =====
01 e&m-imd
up
02 e&m-imd
up
03 e&m-imd
up
04 e&m-imd
up
05 e&m-imd
up
06 e&m-imd
up
-- e&m-lmr
up
-- e&m-lmr
up
01 e&m-imd
up
02 e&m-imd
up
03 e&m-imd
up
04 e&m-imd
up
05 e&m-imd
up
06 e&m-imd
up
-- fxs-ls
up
-- fxs-ls
up
-- fxs-ls
up
-- fxs-ls
up

OPER
====
dorm
dorm
dorm
dorm
dorm
dorm
up
up
up
up
up
up
up
up
dorm
dorm
dorm
dorm

IN
STATUS
========
idle
idle
idle
idle
idle
idle
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
on-hook
on-hook
on-hook
on-hook

OUT
STATUS
========
idle
idle
idle
idle
idle
idle
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
trunked
idle
idle
idle
idle

EC
==
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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50/0/1
50/0/1
50/0/2
50/0/2
50/0/3
.
50/0/40

1
2
1
2
1

efxs
efxs
efxs
efxs
efxs

up
up
up
up
up

up
up
up
up
up

on-hook
on-hook
on-hook
on-hook
on-hook

idle
idle
idle
idle
idle

y
y
y
y
y

1

efxs

up

dorm on-hook

idle

y

次に、ブランチ オフィスのルータでの show voice rtp connections コマンドの出力例を示します。
3845-gw# show voip rtp connections
VoIP RTP active connections :
No. CallId dstCallId LocalRTP
1
2
1
32414
2
4
3
28764
3
6
5
16416
4
8
7
27572
5
1754
1753
16446
6
1756
1755
31552
7
1758
1757
16454
8
1761
1760
16496
Found 8 active RTP connections

RmtRTP
20480
20480
20480
20480
20480
20480
20480
20480

LocalIP
10.1.153.42
10.1.153.42
10.1.153.42
10.1.153.42
10.1.153.42
10.1.153.42
10.1.153.42
10.1.153.42

RemoteIP
239.192.17.191
239.192.17.192
239.192.17.191
239.192.17.192
239.192.17.195
239.192.17.195
239.192.17.195
239.192.17.195

次に、ブランチ オフィスのルータでの show voip dsp コマンドの出力例を示します。
3845-gw# show voip dsp
----------------------------FLEX VOICE CARD 0 -----------------------------*DSP VOICE CHANNELS*
DSP
DSP
DSPWARE CURR BOOT
PAK
TX/RX
TYPE NUM CH CODEC
VERSION STATE STATE
RST AI VOICEPORT TS ABRT PACK COUNT
===== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ==== ============
C5510 013 01 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/1/0
00
0
1/419970
C5510 013 02 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/1:2
02
0
15/420330
C5510 013 03 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/1:1
01
0
16/420130
C5510 013 04 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/1/1
01
0
0/419879
C5510 013 05 None
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/0:3
03
0
0/14
C5510 013 06 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/1:3
03
0
1873/1655
C5510 014 01 None
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/0:4
04
0
0/14
C5510 014 02 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/1:6
06
0
1833/5379
C5510 014 03 None
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/0:5
05
0
0/14
C5510 014 04 None
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/0:6
06
0
0/14
C5510 014 05 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/1:5
05
0
1424/5334
C5510 014 06 g711ulaw
4.4.1 busy idle
0 0 0/2/1:4
04
0
1402/5057
*DSP SIGNALING CHANNELS*
DSP
DSP
DSPWARE CURR BOOT
PAK
TX/RX
TYPE NUM CH CODEC
VERSION STATE STATE
RST AI VOICEPORT TS ABRT PACK COUNT
===== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ==== ============
C5510 013 01 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/1/0
02
0
34/0
C5510 013 02 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/1/1
02
0
35/0
C5510 013 03 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/3/1
06
0
14/0
C5510 013 04 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/3/0
06
0
14/0
C5510 013 05 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/3/3
02
0
14/0
C5510 013 06 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/3/2
02
0
14/0
C5510 013 07 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/0:1
01
0
4/18
C5510 013 08 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/0:2
02
0
4/18
C5510 013 09 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/1:1
01
0
27/23
C5510 013 10 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/1:2
02
0
27/23
C5510 013 11 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/0:3
03
0
454/335
C5510 013 12 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/0:4
04
0
465/341
C5510 013 13 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/0:5
05
0
433/315
C5510 013 14 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/0:6
06
0
421/307
C5510 013 15 {flex}
4.4.1 alloc idle
0 0 0/2/1:3
03
0
3969/3831

OL-6574-01-J

22

グループ アプリケーション向け IP コミュニケーション ソリューションの設定例
確認

C5510 013 16 {flex}
4.4.1 alloc
C5510 014 01 {flex}
4.4.1 alloc
C5510 014 02 {flex}
4.4.1 alloc
------------------------END OF FLEX

idle
0
idle
0
idle
0
VOICE CARD 0

0 0/2/1:4
04
0
4050/3933
0 0/2/1:5
05
0
3819/3657
0 0/2/1:6
06
0
3724/3553
----------------------------

次に、ブランチ オフィスのルータでの show voice trace コマンドの出力例を示します。
3845-gw# show voice trace 0/2/1:1
0/2/1:1 1 State Transitions: timestamp (state, event) -> (state, event) ...
42.808 (S_SETUP_INDICATED, E_CC_PROCEEDING) ->
42.808 (S_PROCEEDING, E_CC_CONNECT) ->
State Transitions: timestamp (state, event) -> (state, event) ...
42.808 (S_TRUNK_PEND, E_HTSP_EVENT_TIMER) ->
42.808 (S_TRUNK_PROC, E_HTSP_SETUP_ACK) ->
42.808 (S_TRUNK_PROC, E_HTSP_PROCEEDING) ->
42.808 (S_TRUNK_PROC, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH) ->
42.808 (S_TRUNK_W_CONNECT, E_HTSP_CONNECT) ->

次に、ブランチ オフィスのルータでの show voice call summary コマンドの出力例を示します。
3845-gw# show voice call summary
PORT
CODEC
VAD VTSP STATE
VPM STATE
============== ======== === ==================== ======================
0/2/0:1.1
- EM_ONHOOK
0/2/0:2.2
- EM_ONHOOK
0/2/0:3.3
- EM_ONHOOK
0/2/0:4.4
- EM_ONHOOK
0/2/0:5.5
- EM_ONHOOK
0/2/0:6.6
- EM_ONHOOK
0/1/0
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/1/1
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/2/1:1.1
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/2/1:2.2
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/2/1:3.3
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/2/1:4.4
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/2/1:5.5
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/2/1:6.6
g711ulaw y S_CONNECT
S_TRUNKED
0/3/0
- FXSLS_ONHOOK
0/3/1
- FXSLS_ONHOOK
0/3/2
- FXSLS_ONHOOK
0/3/3
- FXSLS_ONHOOK
50/0/1 .1
- EFXS_ONHOOK
50/0/9 .1
- EFXS_ONHOOK
50/0/9 .2
- EFXS_ONHOOK

次に、CE での show version コマンドの出力例を示します。
sjc22-13a-rb-CE3# show version
Application and Content Networking System Software (ACNS)
Copyright (c) 1999-2003 by Cisco Systems, Inc.
Application and Content Networking System Software Release 5.1.3 (build b15 Feb
13 2004)
Version: ce2636-sw-5.1.3
Compiled 17:52:07 Feb 13 2004 by test
Compile Time Options: PP SS
System was restarted on Tue Jan 1 00:01:12 1980.
The system has been up for 16 hours, 8 seconds.
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次に、CE での show running-config コマンドの出力例を示します。
sjc22-13a-rb-CE3# show running-config
hostname sjc22-13a-rb-CE3
!
http dns-cache serial-lookup
!
!
ip domain-name cisco.com
!
!
gui-server secure port 8002
!
!
interface FastEthernet external
shutdown
exit
interface FastEthernet internal
exit
!
!
primary-interface FastEthernet 0/1
!
wmt license-key 92W5SNNNSULWCXN78
wmt accept-license-agreement
wmt max-concurrent-sessions 9
wmt mms allow extension asf none nsc wma wmv mp3
wmt broadcast alias-name lanka source mms://24.6.215.172/AAA
wmt enable
!
!
multicast accept-license-agreement
!
!
ip name-server 10.68.162.183
ip name-server 10.72.156.120
!
!
wccp router-list 1 10.1.152.249
wccp web-cache router-list-num 1
wccp version 2
!
!
!
!
!
!
!
!
username admin password 1 bVmDmMMmZAPjY
username admin privilege 15
!
!
authentication login local enable primary
authentication configuration local enable primary
!
!
cdm ip 10.86.46.81
cms enable
!
!
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!
End of ACNS configuration

次に、CE での show processes cpu コマンドの出力例を示します。
sjc22-13a-rb-CE3# show processes cpu
CPU usage:
Current
Peak
cpu:
96 %
100 %
CPU average usage since last reboot:
cpu: 0.03% User, 7.28% System, 1.80% User(nice), 90.90% Idle
cpu0: 0.03% User, 7.28% System, 1.80% User(nice), 90.90% Idle
-------------------------------------------------------------------PID STATE PRI User T SYS T
COMMAND
----- ----- --- ------ ------ -------------------1
S
0
744
4839 (init)
2
3
4
5
6
157
197
201
202
298
902
1494
1544

R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S

0
19
0
0
0
0
10
10
10
0
10
10
10

0
0
0
0
0
0
30143
0
396
0
108
2
3

0
0
0
0
0
0
3926
0
150
0
23
1
1

(keventd)
(ksoftirqd_CPU0)
(kswapd)
(bdflush)
(kupdated)
(streamd)
(nodemgr)
(syslogd)
(dataserver)
(kjournald)
(ruby_disk)
(parser_server)
(su)

次に、CE での show statistics xmt streamstat コマンドの出力例を示します。
sjc22-13a-rb-CE3# show statistics wmt streamstat
Detailed Stream Statistics
==========================
Incoming Streams:
=================
Bandwidth in Kbps, Duration in seconds
Type Transport
Filename
LIVE MMS(TCP)
AAA

Source
RMT_MMS

Pkts_Recd Bytes_Recd Duration
Stream-Id
807995
1165556557 44531
5878

Outgoing Streams:
=================
Client-IP
Type Transport
Server-IP
Filename
10.21.96.174
LIVE HTTP
24.6.215.172
lanka
10.21.81.206
LIVE MMS(UDP)
24.6.215.172
lanka
10.21.88.96
LIVE HTTP
24.6.215.172
lanka
10.21.113.252
LIVE MMS(UDP)
24.6.215.172
lanka
10.21.116.124
LIVE HTTP
24.6.215.172
lanka
10.21.115.95
LIVE MMS(UDP)
24.6.215.172
lanka

Source
RMT_MMS
RMT_MMS
RMT_MMS
RMT_MMS
RMT_MMS
RMT_MMS

BW

Server-IP

216

24.6.215.172

State
Pkts_sent
Stream-Id
Play
216441
13830
Play
59505
15639
Play
165227
14402
Play
596188
8644
Play
53848
15682
Play
481970
10694

Bytes_sent

Duration BW

312540804

11946

216

85925220

3283

216

238587788

9129

216

860895472

32961

216

77756512

3033

216

695964680

26584

216

OL-6574-01-J

25

グループ アプリケーション向け IP コミュニケーション ソリューションの設定例
確認

10.21.65.223
LIVE MMS(UDP)
24.6.215.172
lanka
sjc22-13a-rb-CE3#

RMT_MMS

Play
16161

15883

22935052

878

次に、CE での show statistics xmt all コマンドの出力例を示します。
sjc22-13a-rb-CE3# show statistics wmt all
Unicast Requests Statistics
===========================
Total unicast requests received: 79
------------------------------------Total

% of Total
Unicast Requests
-------------------------------------------Streaming Requests served:
Mcast nsc file Request:
Requests error:

Total

By Type of Content
-----------------Live content:
On-Demand Content:

75
0
0

94.94%
0.00%
0.00%

% of Total Streaming Requests
---------------------------------------------

75
0

100.00%
0.00%

MMSU:
MMST:
HTTP:

32
1
42

42.67%
1.33%
56.00%

Local:
Remote MMS:
Remote HTTP:
Multicast:

0
75
0
0

0.00%
100.00%
0.00%
0.00%

By Transport Protocol
---------------------

By Source of Content
--------------------

CDN-Related WMT Requests
-------------------CDN Content Hits:
0
CDN Content Misses:
0
CDN Content Live:
0
CDN Content Errors:
0
Unicast Bytes Statistics
========================
Total unicast incoming bytes: 1178064843
---------------------------------

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Total

% of Total Unicast
Incoming Bytes
-------------------------------------------By Type of Content
-----------------Live content:
On-Demand Content:
By Transport Protocol
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--------------------MMSU:
MMST:
HTTP:

0
1178064843
0

0.00%
100.00%
0.00%

Unicast Bytes Statistics
========================
Total unicast outgoing bytes: 4698135144
--------------------------------Total

% of Total Unicast
Outgoing Bytes
-------------------------------------------By Type of Content
-----------------Live content:
On-Demand Content:

4698135144
0

100.00%
0.00%

MMSU:

3148201513

67.01%

MMST:
HTTP:

0
1549933631

0.00%
32.99%

By Transport Protocol
---------------------

Unicast Savings Statistics
==========================
Total bytes saved: 3520070301
-------------------------Total

By Pre-positioned content:
By Live-splitting:
By Cache-hit:

% of Total Bytes
Saved
-------------------------------------------0
0.00%
3520070301
100.00%
0
0.00%
Total

% of Total
Live Outgoing Bytes
-------------------------------------------Live Splitting
-------------Incoming bytes:
Outgoing bytes:
Bytes saved:

1178064843
4698135144
3520070301

25.08%
100.00%
74.92%

Total

% of Bytes Cache
Total
-------------------------------------------Caching
------Bytes cache-miss:
Bytes cache-hit:
Bytes cache-total:

0
0
0

Bytes cache-bypassed:

0

0.00%
0.00%
0.00%

Total

% of Req Cache
Total
-------------------------------------------Cacheable requests
-----------------Req cache-miss:
Req cache-hit:

0
0

0.00%
0.00%
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Req cache-partial-hit:
Req cache-total:

0
0

Req cache-bypassed:

81

Objects not cached
-----------------Cache bypassed:
Exceed max-size:

81
0

0.00%
0.00%

Usage Summary
=============
Concurrent Unicast Client Sessions
---------------------------------Current:
8
Max:
8
Concurrent Active Multicast Sessions
-----------------------------------Current:
0
Max:
0
Concurrent Remote Server Sessions
--------------------------------Current:
1
Max:
1
Concurrent Unicast Bandwidth (Kbps)
----------------------------------Current: 1734.120
Max: 1734.120
Concurrent Multicast Out Bandwidth (Kbps)
----------------------------------------Current:
0.000
Max:
0.000
Concurrent Bandwidth to Remote Servers (Kbps)
--------------------------------------------Current:
216.765
Max:

216.765

Error Statistics
================
Total request errors:

0

Errors generated by this box
Reach MAX connections:
Reach MAX incoming bandwidth:
Reach MAX outgoing bandwidth:
Reach MAX incoming bit rate:
Reach MAX outgoing bit rate:
MMSU under wccp:
MMSU not allowed:
MMST not allowed:
MMSU/T not allowed:
HTTP not allowed:
1st tcp pkt error, possible port scan:
Illegal url:
No socket:
Cannot connect:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Authentication fail:
Remote server error:
Client error:
Internal error:
Local vod file not found:
Local vod file header corrupted:
Local vod file data corrupted:
Unknown error:

0
0
0
0
0
0
0
0

Errors generated by remote servers
Reach MAX connections:
Reach MAX bandwidth:
Reach MAX bit rate:
Illegal url:
Invalid request:
No socket:
Cannot connect:
Conection refused:
Access deny:
Invalid stream type:
Remote server error:
Remote timeout:
Remote proxy error:
File not found:
File header corrupted:
File data corrupted:
Remote unknown error:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Authentication Retries from Clients:

0

WMT Rule Template Statistics
================
URL Rewrite:
Connection Reset:
URL Block:
No-Auth:
No-Cache:
Selective Cache:
Allow:

0
0
0
0
0
0
0

WMT URL Filter Statistics
================
URL Allowed:

0

URL Filtered:

0

次に、Cisco CME での Cisco Unity Express の show interface service-engine 4/0 コマンドの出力例を
示します。
3845-gw# show interface service-engine 4/0
Service-Engine4/0 is up, line protocol is up
Hardware is I82559FE, address is 000e.8335.7c30 (bia 000e.8335.7c30)
Interface is unnumbered. Using address of Loopback2 (10.1.152.241)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:14, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
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Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
138507 packets input, 21920546 bytes, 0 no buffer
Received 2237 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
421216 packets output, 53661814 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、Cisco CME での Cisco Unity Express の service-module service-engine 4/0 status コマンドの
出力例を示します。
3845-gw# service-module service-Engine 4/0 status
Service Module is Cisco Service-Engine4/0
Service Module supports session via TTY line 258
Service Module is in Steady state
Getting status from the Service Module, please wait..
cisco service engine 1.1

次に、Cisco CME での Cisco Unity Express の service-module service-engine 4/0 status session コマ
ンドの出力例を示します。
3845-gw# service-module service-engine 4/0 session
Trying 10.1.152.241, 2258 ... Open

User Access Verification
Username: cisco
Password:
se-10-32-152-242#
se-10-32-152-242#
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次に、Cisco Unity Express での show running-config コマンドの出力例を示します。
se-10-32-152-242# show running-config
Generating configuration:
clock timezone America/Los_Angeles
hostname se-10-32-152-242
ip domain-name cisco.com
ip name-server 10.64.2.113 10.64.11.48
ntp server 10.1.152.241
groupname Administrators create
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username
username

Ross create
Rachel create
Chandler create
Monica create
Jeshih create
Mike create
Phoebe create
Cosmo create
Jerry create
George create
Frank create
Estelle create
Ross phonenumber "27725"
Rachel phonenumber "27726"
chandler phonenumber "27727"
Monica phonenumber "27728"
Jeshih phonenumber "27729"
Mike phonenumber "27730"
Phoebe phonenumber "27731"
Cosmo phonenumber "27732"
Jerry phonenumber "27733"
George phonenumber "27734"
Frank phonenumber "27735"
Estelle phonenumber "27736"

groupname Administrators member cisco
groupname Administrators privilege superuser
groupname Administrators privilege ManagePrompts
backup server url "ftp://127.0.0.1/ftp" credentials hidden "EWlTygcMhYmjazXhE/VN
XHCkplVV4KjescbDaLa4fl4WLSPFvv1rWUnfGWTYHfmPSd8ZZNgd+Y9J3xlk2B35jwAAAAA="
ccn application autoattendant
description "autoattendant"
enabled
maxsessions 8
script "aa.aef"
parameter "MaxRetry" "3"
parameter "operExtn" "0"
parameter "welcomePrompt" "AAWelcome.wav"
end application
ccn application ciscomwiapplication
description "ciscomwiapplication"
enabled
maxsessions 8
script "setmwi.aef"
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parameter "strMWI_OFF_DN" "8000"
parameter "strMWI_ON_DN" "8001"
parameter "CallControlGroupID" "0"
end application
ccn application promptmgmt
description "promptmgmt"
enabled
maxsessions 1
script "promptmgmt.aef"
end application
ccn application voicemail
description "voicemail"
enabled
maxsessions 8
script "voicebrowser.aef"
parameter "logoutUri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/mbxLogout.jsp"
parameter "uri" "http://localhost/voicemail/vxmlscripts/login.vxml"
end application
ccn engine
end engine
ccn subsystem jtapi
ccm-manager address
end subsystem
ccn subsystem sip
gateway address "10.1.152.241"
end subsystem
ccn trigger sip phonenumber 27748
application "autoattendant"
enabled
locale "en_US"
maxsessions 8
end trigger
ccn trigger sip phonenumber 27749
application "voicemail"
enabled
locale "en_US"
maxsessions 8
end trigger
ccn trigger sip phonenumber 27751
application "promptmgmt"
enabled
locale "en_US"
maxsessions 1
end trigger
voicemail default expiration time 30
voicemail default language en_US
voicemail default mailboxsize 3000
voicemail recording time 900
voicemail default messagesize 60
voicemail operator telephone 0
voicemail capacity time 6000
voicemail mailbox owner "Ross" size 3000
description "Ross mailbox"
end mailbox
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voicemail mailbox owner "Rachel" size 3000
description "Rachel mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Chandler" size 3000
description "Chandler mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Monica" size 3000
description "Monica mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Jeshih" size 3000
description "Jeshih mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Mike" size 3000
description "Mike mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Phoebe" size 3000
description "Phoebe mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Cosmo" size 3000
description "Cosmo mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Jerry" size 3000
description "Jerry mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "George" size 3000
description "George mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Frank" size 3000
description "Frank mailbox"
end mailbox
voicemail mailbox owner "Estelle" size 3000
description "Estelle mailbox"
end mailbox
end

次に、Cisco Unity Express での show voicemail mailboxes コマンドの出力例を示します。
se-10-32-152-242# show voicemail mailboxes
OWNER
"Ross"
"Rachel"
"Chandler"
"Monica"
"Jeshih"
"Mike"
"Phoebe"
"Cosmo"
"Jerry"
"George"
"Frank"
"Estelle"

MSGS
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

NEW
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

SAVED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MSGTIME
0
0
0
142
0
0
0
0
0
0
0
0

MBXSIZE
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

USED
0 %
0 %
0 %
5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
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次に、Cisco Unity Express での show voicemail usage コマンドの出力例を示します。
se-10-32-152-242# show voicemail usage
personal mailboxes:
general delivery mailboxes:
orphaned mailboxes:
capacity of voicemail (minutes):
allocated capacity (minutes):
message time used (seconds):
message count:
average message length (seconds):
greeting time used (seconds):
greeting count:
average greeting length (seconds):
total time used (seconds):
total time used (minutes):
percentage used time (%):

12
0
0
6000
600.0
141
3
47.0
0
0
0.0
141
2.3499999046325684
1

次に、Cisco Unity Express での show voicemail limits コマンドの出力例を示します。
se-10-32-152-242# show voicemail limits
Default Mailbox Size (seconds):
Default Caller Message Size (seconds):
Maximum Recording Size (seconds):
Default Message Age (days):
System Capacity (minutes):
Default Prompt Language:
Operator Telephone:

3000
60
900
30
6000
en_US
0

次に、Cisco Unity Express での show ccn application コマンドの出力例を示します。
se-10-32-152-242# show ccn application
Name:
Description:
Script:
ID number:
Enabled:
Maximum number of sessions:
strMWI_OFF_DN:
strMWI_ON_DN:
CallControlGroupID:

ciscomwiapplication
ciscomwiapplication
setmwi.aef
0
yes
8
8000
8001
0

Name:
Description:
Script:
ID number:
Enabled:
Maximum number of sessions:
logoutUri:
bxLogout.jsp
uri:
ogin.vxml

voicemail
voicemail
voicebrowser.aef
1
yes
8
http://localhost/voicemail/vxmlscripts/m

Name:
Description:
Script:
ID number:
Enabled:
Maximum number of sessions:
MaxRetry:
operExtn:
welcomePrompt:

autoattendant
autoattendant
aa.aef
2
yes
8
3
0
AAWelcome.wav
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Name:
Description:
Script:
ID number:
Enabled:
Maximum number of sessions:

promptmgmt
promptmgmt
promptmgmt.aef
3
yes
1

次に、Cisco Unity Express での show ccn trigger コマンドの出力例を示します。
se-10-32-152-242# show ccn trigger
Name:
Type:
Application:
Locale:
Idle Timeout:
Enabled:
Maximum number of sessions:

27749
SIP
voicemail
en_US
10000
yes
8

Name:
Type:
Application:
Locale:
Idle Timeout:
Enabled:
Maximum number of sessions:

27751
SIP
promptmgmt
en_US
10000
yes
1

Name:
Type:
Application:
Locale:
Idle Timeout:
Enabled:
Maximum number of sessions:
se-10-32-152-242#

27748
SIP
autoattendant
en_US
10000
yes
8

確認画面：例
次の表示画面の例は、確認目的での Cisco CallManager、Cisco CallManager Express（Cisco CME）、
および Cisco Unity Express のグラフィカル ユーザ インターフェイスを示しています。これらの画面例
は参照用として掲載しており、次の項で説明します。

• 「Cisco CallManager の画面例」（P.36）
• 「Cisco CME の画面例」（P.38）
• 「Cisco Unity Express の画面例」（P.40）
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Cisco CallManager の画面例
次の画面例は、Cisco CallManager Release 3.3(3) の Cisco CME 用のトランク設定を示しています。
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次の画面表示例は、メディア ターミネーション ポイント（MTP）ソフトウェア設定を示しています。
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Cisco CME の画面例
次の画面表示例は、Cisco CallManager の内線を示しています。
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次の画面表示例は、Cisco CME Phone に関する詳細情報を示しています。
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Cisco Unity Express の画面例
次の画面表示例は、Cisco Unity Express ユーザ設定の音声メールボックスのリストを示しています。
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次の画面表示例は、Cisco Unity Express の音声メールボックスに関する詳細情報を示しています。
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次の画面表示例は、グループ プロファイル アドミニストレータの表示を示しています。

トラブルシューティング
ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。
次のテクニカル ノートを参照してください。

• 『IP Security Troubleshooting - Understanding and Using debug Commands』

トラブルシューティング用の参照マニュアルとコマンド
以下で勧める参考資料とコマンドは、Cisco CME ベースでの Cisco Unity Express の実装におけるトラ
ブルシューティングに役立ちます。

（注）

debug コマンドを実行する前に、『Important Information on Debug Commands』を参照してください。
VoIP コールの基本事項に対するトラブルシューティングおよびデバッグについては、次のマニュアル
を参照してください。
• http://www.cisco.com/warp/public/788/voip/voip_debugcalls.html
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次は、VoIP コールのトラブルシューティングに関するコマンドです。

• show dialplan number：このコマンドは、特定の電話番号をダイヤルしたときに到達するダイヤ
ル ピアを示すために使用します。

• debug vtsp session：このコマンドは、シグナリング スタックからの信号表示やアプリケーション
からの要求に基づいて、ルータがどのように DSP と相互作用しているかを追跡するのに役立つ情
報を表示します。

• debug vtsp dsp：このコマンドは、音声ポートによって受信された番号を表示します。
• debug vtsp all：このコマンドにより、次のデバッグ音声テレフォニー サービス プロバイダー
（VTSP）のコマンド（debug vtsp session、debug vtsp error 、および debug vtsp dsp）がイネーブ
ルになります。

• debug vpm signal：このコマンドは、シグナリング イベントだけに関するデバッグ情報を収集し
ます。このコマンドは、PBX へのシグナリングでの問題を解決する場合にも役立ちます。
• debug voip ccapi：このコマンドは、コール制御アプリケーション プログラミング インターフェ
イス（API）を通じた実行パスを追跡します。コール制御 API は、コール セッション アプリケー
ションと、下位のネットワーク固有のソフトウェアとの間のインターフェイスとして機能します。
このコマンドの出力結果を使用して、ルータがコールを処理する方法がわかります。

• debug vpm port：このコマンドは、デバッグ出力を特定のポートに制限します。デバッグ出力は、
単位のポートには大量すぎる場合があります。6 ポート シャーシでは問題が発生する可能性があり
ます。このデバッグ コマンドは、他のデバッグ モードのいずれかまたはすべてと併用してくださ
い。

関連情報
Cisco CallManager Express のその他の詳細については、次を参照してください。
• http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/index.html

Cisco Unity Express のその他の詳細については、次を参照してください。
• http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/index.html
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Easy VPN の設定例
このマニュアルでは、Cisco 1800 シリーズ、Cisco 2800 シリーズ、および Cisco 3800 シリーズのルー
タを使用した Easy VPN（EzVPN）の設定例を示します。

内容
• 「概要」（P.1）
• 「はじめる前に」（P.3）
• 「設定」（P.3）
• 「確認」（P.12）
• 「トラブルシューティング」（P.15）
• 「関連情報」（P.17）

概要
このマニュアルでは、次の特徴を持つ Easy VPN（EzVPN）の設定例を示します。

• 2 つのクライアント ブランチ サイトと本社の間のすべてのトラフィックは、IP Security（IPSec）
暗号化トンネルの Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）を介して送受信されます。
• 使用されている技術には Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー交換）Dead Peer
Detection（DPD）、スプリット トンネリング、グループ ポリシーなどがあり、これらをサーバ上
でドメイン ネーム サーバ（DNS）情報、Windows Information Name Service（WINS）情報、ド
メイン名、およびクライアントの IP アドレス プールを使用して採用しています。
• 本社では、EzVPN コンセントレータ、および ATM インターフェイスを搭載した Cisco 3800 シ
リーズ ルータを使用しています。

• 片方のブランチでは、Cisco 2800 シリーズ ルータを使用し、シリアル インターフェイスを搭載し
たネットワーク モードの EzVPN クライアントを採用しています。もう一方のブランチでは、
Cisco 1800 シリーズ ルータと、SHDSL インターフェイスを搭載したクライアント モードの
EzVPN を使用しています。

Easy VPN の設定例
概要

• さまざまな show コマンドを使用して、EzVPN コンセントレータでの Internet Security
Association Key Management Protocol（ISAKMP）や IPSec セキュリティ アソシエーション
（SA）の設定を表示したり、クライアント上の IPSec クライアント EzVPN のステータスを表示で
きます。

用語集

ATM：Asynchronous Transfer Mode（非同期転送モード）。データを 53 バイトのセル単位に整理し、
それらをデジタル信号で送信する接続スイッチング プロトコルです。単一のメッセージ内で、各セル
は、他のセルの送信または着信に対して非同期的に処理されます（これが名前の由来です）。また、セ
ルは多重化方式で送信される前にキューに格納されます。ATM は、音声、ビデオ、データなど、さま
ざまなサービスで使用できます。

DNS：Domain Name Server（ドメイン名サーバ）の略。名前とインターネット プロトコル（IP）アド
レス、およびアドレスと名前の対応付けを行います。DNS は、ドメイン名と IP アドレスのマッピング
リストを格納します。
DPD：Dead Peer Detection の略。クライアント キープアライブ機能を実装したもので、IPSec トンネ
ルの反対側の VPN デバイスの可用性をチェックします。
IKE：Internet Key Exchange（インターネット キー交換）の略。IKE は、共有セキュリティ ポリシー
を確立し、キーを必要とするサービス（IPSec など）のキーを認証します。IPSec トラフィックが通過
する前に、各ルータ、ファイアウォール、およびホストはそのピアの ID を検証する必要があります。
これは、事前共有キーを両側のホストに手動で入力するか、認証局（CA）のサービスによって行われ
ます。

IPSec：IP Security（IP セキュリティ）の略。参加ピア間でのデータの機密性、整合性、および認証を
提供するオープン スタンダードの枠組みです。IPSec は、このようなセキュリティ サービスを IP レイ
ヤで提供します。IPSec は IKE を使用して、プロトコルやアルゴリズムのネゴシエーションをローカ
ル ポリシーに基づいて処理し、IPSec で使用される暗号キーや認証キーを生成します。IPSec では、一
対のホスト間、一対のセキュリティ ゲートウェイ間、または一対のセキュリティ ゲートウェイとホス
トの間で 1 つ以上のデータ フローを保護できます。

ISAKMP：Internet Security Association Key Management Protocol の略。キー交換による暗号化と認
証のためのプロトコルです。ISAKMP では、VPN 接続された 2 つのピア間に少なくとも一組のメッ
セージが交換されないと、安全なリンクを確立できません。
NETBEUI：NetBIOS Extended User Interface の略。Microsoft ベースのネットワークに関連する転送
プロトコル。TCP/IP と違い、NETBEUI は、ルーティング可能なネットワーク プロトコルではありま
せん。

NetBIOS：Network Basic Input/Output System の略。1980 年代に登場したピアツーピアの低レベル
ネットワーキング プロトコルです。NetBIOS は、ネットワーク オペレーティング システムをネット
ワーク ハードウェアとリンクします。NetBIOS はルーティング可能ではないので、ルータを通過させ
るには TCP/IP でカプセル化する必要があります。
SA：Security Association（セキュリティ アソシエーション）の略。IPSec によってネゴシエーション
される一方向チャネルです。双方向通信には一組の SA が必要です。SA は、セッション キーと初期ベ
クトルのインデックス付けに使用されます。

SHDSL：Symmetrical High-Speed Digital Subscriber Line の略。どちらの送信方向でも同じ速度
（192 kbps ～ 2.3 Mbps）で動作する DSL の実装です。
WINS：Windows Internet Naming Service の略。ホスト名を IP アドレスに変換する Microsoft ベース
のネットワークのサービスです。NETBEUI プロトコルを使用しており、NetBIOS とも互換性があり
ます。
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はじめる前に
次に、この設定例を使用する際の要件を示します。

表記法
表記法の詳細については、『Cisco Technical Tips Conventions』を参照してください。

使用されるコンポーネント
このマニュアルの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

• 本社の Cisco 3845 ルータ：Cisco CallManager クラスタ、インターネットへの ATM アクセスあり
• ブランチ 1 の Cisco 1841 ルータ：WIC-1SHDSL インターフェイス カード搭載、インターネット
への DSL アクセスあり
• ブランチ 2 の Cisco 2811 ルータ：インターネットへのシリアル インターフェイス接続あり
• Cisco 1800 シリーズ ルータおよび Cisco 2800 シリーズ ルータ：Cisco IOS Release 12.3(8)T4
• Cisco 3800 シリーズ ルータ：Cisco IOS Release 12.3(11)T
• Advanced Enterprise Services フィーチャ セット
このマニュアルの情報には、特定のラボのセットアップと環境で使用されたデバイスの結果が反映され
ています。このマニュアルで使用されるデバイスはすべて、初期設定（デフォルト）の状態から作業が
開始されています。ライブ ネットワークライブ ネットワークで操作している場合は、使用前に、コマ
ンドが及ぼす潜在的な影響を事前に十分に理解しておく必要があります。

（注）

Cisco 2811 ルータの IPSec にステートフル フェールオーバーを設定する場合、AIM-VPN モジュール
が設置されていないと、次のメッセージが表示されることがあります。
%crypto_ha_ipsec-4-crypto_ha_not_supported_by_hw 2811

AIM-VPN モジュールが Cisco 2811 ルータに設置されると、このエラー メッセージは表示されなくな
ります。

関連製品
この設定は、次のハードウェアにも使用できます。

• Cisco 1800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

設定
ここでは、このマニュアルで説明する機能を設定するための情報を示します。
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（注）

このマニュアルで使用されるコマンドに関する追加情報については、Cisco IOS Command Lookup
Tool を使用してください。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。

設定のヒント
• クリプト マップを適用する前に、トンネルが機能していることを確認します。
• トンネル インターフェイスと物理インターフェイスの両方に IPSec クリプト マップを適用します。

ネットワーク図
このマニュアルでは、次の図に示すネットワーク セットアップを使用します。
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IP

IP

IP

IP

IP
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次に、図内に番号で示す要素と意味を説明します。

1. 本社の場所

6. ブランチ 1 のルータからインターネットへの
DSL リンク

2. 本社のルータからインターネットへの ATM リ 7. ブランチ 2 のルータからインターネットへのシ
ンク

リアル リンク

3. インターネット経由によるブランチ 1 への
VPN トンネル

8. ブランチ 1 の場所

4. インターネット経由によるブランチ 2 への
VPN トンネル

9. ブランチ 2 の場所

5. インターネット（クラウドで表現）
本社の場所（番号 1）は、次の特徴を持つ Cisco 3845 ルータを使用しています。

• EzVPN サーバ
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• インターネットへの ATM アクセス
• Cisco CallManager クラスタで稼働
• パブリック IP アドレス：10.32.152.26
• プライベート IP アドレス プール：192.168.1.0/24
ブランチ 1 の場所（番号 8）は、次の特徴を持つ Cisco 1841 ルータを使用しています。

• クライアント モードを使用する EzVPN クライアント
• インターネットへの DSL アクセス
• WIC-1SHDSL インターフェイス カードを搭載
• パブリック IP アドレス：10.32.152.46
• プライベート IP アドレス プール：192.168.3.0/24 ブランチ 2 の場所（番号 9）は、次の特徴を持
つ Cisco 2811 ルータを使用しています。
• ネットワーク モードを使用する EzVPN クライアント
• インターネットへのシリアル アクセス
• パブリック IP アドレス：10.32.150.46
• プライベート IP アドレス プール：192.168.3.1/24

構成
この例では次の設定を使用しています。

• 「本社の設定（Cisco 3845 ルータ）」（P.5）
• 「ブランチ 1 のルータ設定（Cisco 1841 ルータ）」（P.9）
• 「ブランチ 2 のルータ設定（Cisco 2811 ルータ）」（P.10）

本社の設定（Cisco 3845 ルータ）
EzVPN-Hub# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6824 bytes
!
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname EzVPN-Hub
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$t8oN$hXnGodPh8ZM/ka6k/9aO51
!
username admin secret 5 $1$cfjP$kKpB7e3pfKXfpK0RIqX/E.
username ezvpn-spoke2 secret 5 $1$vrSS$AhSPxEUnPOsSpJkGdzjXg/
username ezvpn-spoke1 secret 5 $1$VK0p$4D0YXNOtC6K7MR4/vinUL.
mmi polling-interval 60
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no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!
aaa authentication login USER_AAA local
aaa authentication login USERLIST local
aaa authorization network GROUP_AAA local
aaa session-id common
ip subnet-zero
!
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
voice-card 0
no dspfarm
!
!--- IKE configuration
!
crypto isakmp policy 10
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp keepalive 90 12
!
crypto isakmp client configuration group VPN1
acl SPLIT_T
ip access-list extended SPLIT_T
permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
key cisco123
dns 192.168.168.183 192.168.226.120
wins 192.168.179.89 192.168.2.87
domain cisco.com
pool VPN-POOL
save-password
!
!--- IPSec configuration
!
crypto ipsec transform-set TRANSFORM-1 esp-3des esp-md5-hmac
!
crypto dynamic-map INT_MAP 1
set security-association lifetime kilobytes 530000000
set security-association lifetime seconds 14400
set transform-set TRANSFORM-1
!
!
crypto map INT_MAP client authentication list USER_AAA
crypto map INT_MAP isakmp authorization list GROUP_AAA
crypto map INT_MAP client configuration address respond
crypto map INT_MAP 30000 ipsec-isakmp dynamic INT_MAP
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
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no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
!
interface ATM0/0/0
description === public interface ===
ip address 10.32.152.26 255.255.255.252
ip pim sparse-dense-mode
ip ospf network point-to-point
no atm ilmi-keepalive
pvc 10/100
protocol ip 10.32.152.25 broadcast
!
crypto map INT_MAP
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet4/1
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/2
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/3
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/4
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/5
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/6
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/7
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/8
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/9
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/10
switchport access vlan 10
no ip address
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!
interface FastEthernet4/11
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/12
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/13
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/14
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/15
switchport access vlan 10
no ip address
!
!-- Entries for FastEthernet 4/16 through 4/35 omitted for redundancy
!
interface GigabitEthernet4/0
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet4/1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
!
ip local pool VPN-POOL 10.1.1.1 10.1.1.10
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.152.25
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
control-plane
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login authentication USERLIST
!
!
end
!
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ブランチ 1 のルータ設定（Cisco 1841 ルータ）
EzVPN-Spoke-1# show running-config
Building configuration...
.
.
Current configuration : 4252 bytes
!
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname EzVPN-Spoke-1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 informational
enable secret 5 $1$b7.Q$Y2x1UXyRifSStbkH/YyrP.
!
username admin password 7 0519030B234D5C0617
memory-size iomem 20
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!
aaa authentication login USERLIST local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
!
ip dhcp pool PRIVATE_DHCP
import all
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
!
!
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
ip sap cache-timeout 30
ip ssh time-out 30
ip ids po max-events 100
no ftp-server write-enable
!
!--- IPSec configuration
!
crypto ipsec client ezvpn VPN1
connect auto
group VPN1 key cisco123
mode client
peer 10.32.152.26
username ezvpn-spoke1 password cisco1
!
interface FastEthernet0/0
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description === private interface ===
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
crypto ipsec client ezvpn VPN1 inside
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface ATM0/1/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl equipment-type CPE
dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A
dsl linerate AUTO
pvc 0/35
encapsulation aal5snap
!
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
!
!
interface Dialer0
description === public interface ===
ip address 10.32.152.46 255.255.255.252
ip pim sparse-dense-mode
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
crypto ipsec client ezvpn VPN1
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.152.45
!
ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login authentication USERLIST
!
!
end

ブランチ 2 のルータ設定（Cisco 2811 ルータ）
EzVPN-Spoke-2# show running-config
Building configuration...
.
Current configuration : 4068 bytes
!
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
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service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname EzVPN-Spoke-2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$9BB/$KP4mHUWzUxzpuEPg5s7ow/
!
username admin password 7 10481A110C07
memory-size iomem 25
aaa new-model
!
!
aaa authentication login USERLIST local
aaa session-id common
ip subnet-zero
!
!
ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.3.1
!
ip dhcp pool PRIVATE_DHCP
import all
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
!
!
no ip domain lookup
ip multicast-routing
ip ids po max-events 100
!
no ftp-server write-enable
voice-card 0
no dspfarm
!
!--- IPSec configuration
!
crypto ipsec client ezvpn VPN1
connect auto
group VPN1 key cisco123
mode network-extension
peer 10.32.152.26
username ezvpn-spoke2 password cisco2
!
interface FastEthernet0/0
description === private interface ===
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
crypto ipsec client ezvpn VPN1 inside
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/0/0
description === public interface ===
ip address 10.32.150.46 255.255.255.252
crypto ipsec client ezvpn VPN1
!
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ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.150.45
!
ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
dial-peer cor custom
!
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
login authentication USERLIST
!
end

確認
ここでは、設定が正しく機能していることを確認する手順を説明します。
一部の show コマンドは Output Interpreter Tool でサポートされています（登録ユーザのみ）。このツー
ルを使用すると、show コマンド出力の分析結果を表示できます。次に要約を示します。

• show crypto engine connections active ：暗号化パケットおよび復号化パケットを表示します。
• show crypto ipsec sa：ハブのフェーズ 2 IPSec セキュリティ アソシエーションを表示します。
• show crypto ipsec client ezvpn：EzVPN クライアントのフェーズ 2 IPSec セキュリティ アソシ
エーションを表示します。

• show crypto isakmp sa：フェーズ 1 ISAKMP セキュリティ アソシエーションを表示します。

IPSec のネゴシエーションが成功したことを示す最初の兆候の 1 つは、Virtual Private Network（VPN;
仮想私設網）のコンセントレータ コンソールに表示されるメッセージです。EzVPN クライアントによ
る IPSec ネゴシエーションが成功すると、次の内容に似たメッセージが VPN コンセントレータ コン
ソールに表示され、リモート EzVPN クライアントへの暗号化接続が確立されたことを示します。
EzVPN-Hub#
*Feb 23 10:33:10.663: %CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto tunnel is UP
10.32.150.46:500
Id: VPN1
*Feb 23 10:33:37.439: %CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto tunnel is UP
10.32.152.46:500
Id: VPN1

.

Peer

.

Peer

次に、show crypto ipsec sa コマンドおよび show crypto ipsec client ezvpn コマンドの出力例を示し
ます。
次は、EzVPN ハブの場所での設定を使用して実行された show crypto ipsec sa コマンドの出力例です。
EzVPN-Hub# show crypto ipsec sa
interface: ATM0/0/0
Crypto map tag: INT_MAP, local addr. 10.32.152.26
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port):
remote ident (addr/mask/prot/port):
current_peer: 10.32.152.46:500
PERMIT, flags={}
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0,
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0,
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#pkts
#pkts
#pkts
#send

compressed: 0, #pkts decompressed: 0
not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.152.46
path mtu 4470, media mtu 4470
current outbound spi: EBA2AC93
inbound esp sas:
spi: 0xDBEB20(14412576)
transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5131, flow_id: 11, crypto map: INT_MAP
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4570368/14331)
ike_cookies: 787F69F1 41C7488D 92A37C71 AE8FEC38
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xEBA2AC93(3953306771)
transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5132, flow_id: 12, crypto map: INT_MAP
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4570368/14331)
ike_cookies: 787F69F1 41C7488D 92A37C71 AE8FEC38
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: 10.32.150.46:500
PERMIT, flags={}
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.150.46
path mtu 4470, media mtu 4470
current outbound spi: 59C46762
inbound esp sas:
spi: 0xA9344358(2838774616)
transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5129, flow_id: 9, crypto map: INT_MAP
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4574224/14292)
ike_cookies: A479BC19 B6199FB9 E043AE83 9DECB0E8
IV size: 8 bytes
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replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x59C46762(1506043746)
transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5130, flow_id: 10, crypto map: INT_MAP
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4574224/14292)
ike_cookies: A479BC19 B6199FB9 E043AE83 9DECB0E8
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

次は、EzVPN スポーク 1 の場所での設定を使用して実行された show crypto ipsec client ezvpn コマ
ンドの出力例です。
EzVPN-Spoke-1#show crypto ipsec client ezvpn
Easy VPN Remote Phase: 2
Tunnel name : VPN1
Inside interface list: FastEthernet0/0,
Outside interface: Dialer0
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
Address: 10.1.1.3
Mask: 255.255.255.255
DNS Primary: 192.168.168.183
DNS Secondary: 192.168.226.120
NBMS/WINS Primary: 192.168.179.89
NBMS/WINS Secondary: 192.168.2.87
Default Domain: cisco.com

次は、EzVPN スポーク 2 の場所での設定を使用して実行された show crypto ipsec client ezvpn コマ
ンドの出力例です。
EzVPN-Spoke-2#show crypto ipsec client ezvpn
Easy VPN Remote Phase: 2
Tunnel name : VPN1
Inside interface list: FastEthernet0/0,
Outside interface: Serial0/0/0
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
DNS Primary: 192.168.168.183
DNS Secondary: 192.168.226.120
NBMS/WINS Primary: 192.168.179.89
NBMS/WINS Secondary: 192.168.2.87
Default Domain: cisco.com
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トラブルシューティング
ここでは、設定のトラブルシューティングのための情報を示します。
次のテクニカル ノートを参照してください。

• 『IP Security Troubleshooting - Understanding and Using debug Commands』

トラブルシューティング コマンド
（注）

debug コマンドを実行する前に、『Important Information on Debug Commands 』を参照してください。
次の debug コマンドは、両方の IPSec ルータ（ピア）で実行する必要があります。セキュリティ アソ
シエーションは、両方のピアでクリアする必要があります。

• debug crypto engine：Cisco IOS ソフトウェアが暗号化または復号化を実行するタイミングなど、
暗号化エンジンに関連する情報を表示します。

• debug crypto ipsec：フェーズ 2 の IPSec ネゴシエーションを表示します。
• debug crypto ipsec client ezvpn：EzVPN クライアントから VPN コンセントレータへのネゴシ
エーションを表示します。

• debug crypto isakmp：フェーズ 1 の ISAKMP ネゴシエーションを表示します。
• clear crypto ipsec client ezvpn：既存の EzVPN 接続をクリアします。
• clear crypto isakmp：フェーズ 1 のセキュリティ アソシエーションをクリアします。
• clear crypto sa：フェーズ 2 のセキュリティ アソシエーションをクリアします。
次に、debug crypto ipsec client ezvpn コマンドの出力例を示します。
EzVPN-Spoke-1# debug crypto ipsec client ezvpn
*May 24 03:04:51.923: EZVPN(VPN1): New State: CONNECT_REQUIRED
!
!--- The following line shows the connection going down, not part of the debug output.
!
*May 24 03:04:51.923: %CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto tunnel is DOWN. Peer
10.32.152.26:500
Id: 10.32.152.26
!
!---Debug output resumes
!
*May 24 03:04:51.927: EZVPN(VPN1): Current State: CONNECT_REQUIRED
*May 24 03:04:51.927: EZVPN(VPN1): Event: CONNECT
*May 24 03:04:51.927: EZVPN(VPN1): ezvpn_connect_request
*May 24 03:04:51.927: EZVPN(VPN1): New State: READY
*May 24 03:04:51.999: EZVPN(VPN1): Current State: READY
*May 24 03:04:51.999: EZVPN(VPN1): Event: CONN_UP
*May 24 03:04:51.999: EZVPN(VPN1): ezvpn_conn_up 7F890E16 DB923EE3 67C9C0D2 7EE723AC
*May 24 03:04:51.999: EZVPN(VPN1): No state change
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): Current State: READY
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): Event: XAUTH_REQUEST
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): ezvpn_xauth_request
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): ezvpn_parse_xauth_msg
*May 24 03:04:52.007: EZVPN: Attributes sent in xauth request message:
*May 24 03:04:52.007:
XAUTH_USER_NAME_V2(VPN1):
*May 24 03:04:52.007:
XAUTH_USER_PASSWORD_V2(VPN1):
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): send saved username ezvpn-spoke1 and password <omitted>
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): New State: XAUTH_REQ
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*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): Current State: XAUTH_REQ
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): Event: XAUTH_REQ_INFO_READY
*May 24 03:04:52.007: EZVPN(VPN1): ezvpn_xauth_reply
*May 24 03:04:52.007:
XAUTH_USER_NAME_V2(VPN1): ezvpn-spoke1
*May 24 03:04:52.011:
XAUTH_USER_PASSWORD_V2(VPN1): <omitted>
*May 24 03:04:52.011: EZVPN(VPN1): New State: XAUTH_REPLIED
*May 24 03:04:52.023: EZVPN(VPN1): Current State: XAUTH_REPLIED
*May 24 03:04:52.023: EZVPN(VPN1): Event: XAUTH_STATUS
*May 24 03:04:52.023: EZVPN(VPN1): New State: READY
*May 24 03:04:52.039: EZVPN(VPN1): Current State: READY
*May 24 03:04:52.039: EZVPN(VPN1): Event: MODE_CONFIG_REPLY
*May 24 03:04:52.039: EZVPN(VPN1): ezvpn_mode_config
*May 24 03:04:52.039: EZVPN(VPN1): ezvpn_parse_mode_config_msg
*May 24 03:04:52.039: EZVPN: Attributes sent in message:
*May 24 03:04:52.039:
Address: 10.1.1.4
*May 24 03:04:52.039:
DNS Primary: 192.168.168.183
*May 24 03:04:52.039:
DNS Secondary: 192.168.226.120
*May 24 03:04:52.039:
NBMS/WINS Primary: 192.168.179.89
*May 24 03:04:52.039:
NBMS/WINS Secondary: 192.168.2.87
*May 24 03:04:52.039:
Split Tunnel List: 1
*May 24 03:04:52.039:
Address
: 192.168.0.0
*May 24 03:04:52.039:
Mask
: 255.255.0.0
*May 24 03:04:52.039:
Protocol
: 0x0
*May 24 03:04:52.039:
Source Port: 0
*May 24 03:04:52.039:
Dest Port : 0
*May 24 03:04:52.039: EZVPN: Unknown/Unsupported Attr: SPLIT_DNS (0x7003)
*May 24 03:04:52.039:
Default Domain: cisco.com
*May 24 03:04:52.039:
Savepwd on
*May 24 03:04:52.039: EZVPN: Unknown/Unsupported Attr: BACKUP_SERVER (0x7009)
*May 24 03:04:52.039: EZVPN: Unknown/Unsupported Attr: APPLICATION_VERSION (0x7)
*May 24 03:04:52.039: EZVPN(VPN1): ezvpn_nat_config
*May 24 03:04:52.043: EZVPN(VPN1): New State: SS_OPEN
*May 24 03:04:52.047: EZVPN(VPN1): Current State: SS_OPEN
*May 24 03:04:52.047: EZVPN(VPN1): Event: SOCKET_READY
*May 24 03:04:52.047: EZVPN(VPN1): No state change
!
!--- The following line shows the connection coming up, not part of the debug output.
!
*May 24 03:04:52.075: %CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto tunnel is UP . Peer
10.32.152.26:500
Id: 10.32.152.26
!
!---Debug output resumes
!
*May 24 03:04:52.079: EZVPN(VPN1): Current State: SS_OPEN
*May 24 03:04:52.079: EZVPN(VPN1): Event: MTU_CHANGED
*May 24 03:04:52.079: EZVPN(VPN1): No state change
*May 24 03:04:52.079: EZVPN(VPN1): Current State: SS_OPEN
*May 24 03:04:52.079: EZVPN(VPN1): Event: SOCKET_UP
*May 24 03:04:52.079: ezvpn_socket_up
*May 24 03:04:52.079: EZVPN(VPN1): New State: IPSEC_ACTIVE
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関連情報
• 『Cisco IOS Wide-Area Networking Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Dial Technologies Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Security Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Interface and Hardware Component Configuration Guide』
• Cisco Technical Assistance Center
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Hoot & Holler over V3PN の設定例
このマニュアルでは、Cisco Virtual Private Network（VPN）を使用した基本的なマルチキャスト ベー
スの音声アプリケーションを示す設定例を示します。

内容

• 「概要」（P.1）
• 「前提条件」（P.2）
• 「設定」（P.3）
• 「確認」（P.17）
• 「トラブルシューティング」（P.40）
• 「関連情報」（P.43）

概要
このマニュアルでは、Cisco Voice and Video over VPN（V3PN）の設定例を示します。この例で使用さ
れる音声アプリケーションは、金融機関の取引フロアでブランチ オフィスとの通信に典型的に使用さ
れる Hoot & Holler です。この設定シナリオでは、Quality of Service（QoS）および VPN 機能が重視
されています。この設定には次の特徴があります。

• 2 つのクライアント ブランチ サイトと本社間のすべてのトラフィックは、IPSec で暗号化されたト
ンネルの VPN を通過します。
• Cisco V3PN のこの実装は、Sparse Mode および Auto-RP での Protocol Independent Multicast
（PIM）の使用を特徴としています。トラフィックの送信に使用されるルーティング プロトコル
は、Open Shortest Path First（OSPF）です。
• Internet Key Exchange/Dead Peer Detection（IKE/DPD）、スプリット トンネリング、グループ ポ
リシーなどの技術を、サーバ上で、ドメイン ネーム システム（DNS）情報、Windows
Information Name Service（WINS）情報、ドメイン名、およびクライアントの IP アドレス プール
を使用して採用しています。

• 本社では、ATM インターフェイスを搭載した Cisco 3800 シリーズ ルータを使用しています。
• 片方のブランチでは、Cisco 2800 シリーズ ルータを使用し、シリアル インターフェイスを採用し
ています。もう一方の Cisco 2800 シリーズ ルータを使用するブランチでは、Symmetrical
High-Speed Digital Subscriber Line（SHDSL）インターフェイスを使用しています。

Hoot & Holler over V3PN の設定例
前提条件

• さまざまな show コマンドを使用して、コンセントレータでの Internet Security Association Key
Management Protocol（ISAKMP）および IP Security（IPSec）セキュリティ アソシエーション
（SA）の設定を表示したり、クライアントのステータスを表示できます。

前提条件
ここでは、この設定例を理解するための重要な情報を示します。設定例に進む前に、この項をよく読ん
でください。

• 表記法
• 要件
• 関連製品
• 使用されるコンポーネント

要件
このマニュアルについての特定な要件はありません。

使用されるコンポーネント
このマニュアルの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

• 本社の Cisco 3845 ルータ：Cisco CallManager クラスタ、インターネットへの ATM アクセスあり
• ブランチ 1 の Cisco 2801 ルータ：WIC-SHDSL-V2 インターフェイス カード搭載、インターネッ
トへの DSL アクセスあり
• ブランチ 2 の Cisco 2811 ルータ：インターネットへのシリアル インターフェイス接続あり
• Cisco IOS Release 12.3(11)T 以上
• Advanced Enterprise Services フィーチャ セット
このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このマニュ
アルで使用されるデバイスはすべて、初期設定（デフォルト）の状態から作業が開始されています。
ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要がありま
す。

関連製品
この設定は、次のハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータの場合は Cisco IOS Release 12.3(8)T4 以上のリリース。Cisco 3800 シ
リーズ ルータの場合は Cisco IOS Release 12.3(11)T 以上のリリース。
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表記法
表記法の詳細については、『Cisco Technical Tips Conventions』を参照してください。

設定
ここでは、このマニュアルで説明する機能を設定するための情報を示します。

（注）

このマニュアルで使用されるコマンドに関する追加情報については、Cisco IOS Command Lookup
Tool を使用してください。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。

設定のヒント

• クリプト マップを適用する前に、トンネルが機能していることを確認します。
• トンネル インターフェイスと物理インターフェイスの両方に IPSec クリプト マップを適用します。

ネットワーク図
このマニュアルでは、次の図に示すネットワーク セットアップを使用します。
8
1
6
3
IP

IP

IP

IP

IP

2
7

9
121225

5
4

IP
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次に、図内に番号で示す要素と意味を説明します。

1

本社の場所

6

ブランチ 1 のルータからインターネットへの
DSL リンク

2

本社のルータからインターネットへの ATM
リンク

7

ブランチ 2 のルータからインターネットへの
シリアル リンク

インターネット経由によるブランチ 1 への

8

ブランチ 1 の場所

9

ブランチ 2 の場所

3

VPN トンネル
4
5

インターネット（クラウドで表現）
インターネット経由によるブランチ 2 への

VPN トンネル
本社の場所（番号 1）は、次の特徴を持つ Cisco 3845 ルータを使用しています。

• インターネットへの ATM アクセス
• Cisco CallManager クラスタで稼働
• パブリック IP アドレス：10.32.152.26
• プライベート IP アドレス プール：192.168.1.0/24
ブランチ 1 の場所（番号 8）は、次の特徴を持つ Cisco 2801 ルータを使用しています。

• インターネットへの DSL アクセス
• WIC-SHDSL-V2 インターフェイス カードを搭載
• パブリック IP アドレス：10.32.153.32
• プライベート IP アドレス プール：192.168.2.0/24
ブランチ 2 の場所（番号 9）は、次の特徴を持つ Cisco 2811 ルータを使用しています。

• インターネットへのシリアル アクセス
• パブリック IP アドレス：10.32.150.46/30
• プライベート IP アドレス プール：192.168.3.0/24

構成
このマニュアルでは、次の設定を使用しています。

• 「本社の設定（Cisco 3845 ルータ）」（P.4）
• 「ブランチ 1 のルータ設定（Cisco 2801 ルータ）」（P.9）
• 「ブランチ 2 のルータ設定（Cisco 2811 ルータ）」（P.14）

本社の設定（Cisco 3845 ルータ）
HUB-R1# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 9385 bytes
!
version 12.3
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no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname HUB-R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$t8oN$hXmGodPh8ZM/ka6k/9aO51
!
username cisco secret 5 $1$cfjP$kKpBWe3pfKXfpK0RIqX/E.
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate slot 2
no network-clock-participate slot 3
no network-clock-participate slot 4
no network-clock-participate wic 0
no network-clock-participate wic 1
no network-clock-participate wic 2
no network-clock-participate wic 3
no network-clock-participate aim 0
no network-clock-participate aim 1
aaa new-model
!
!
! ENABLE AAA AND USE LOCAL AUTHENTICATION FOR VPN CONNECTIONS
!
aaa authentication login USERLIST local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
!
! CREATE DHCP POOL FOR INTERNAL CLIENTS ON VLAN 10
!
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
!
ip dhcp pool LOCAL
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
!
!
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
! ENABLE MULTICAST ROUTING
ip multicast-routing
ip ids po max-events 100
no ftp-server write-enable
voice-card 0
no dspfarm
!
!
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout 65535
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action
!
!
controller T1 0/2/0
framing sf
linecode ami
!
controller T1 0/2/1
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framing sf
linecode ami
! CLASSIFY DIFFERENT QOS TRAFFIC, SETTING IP PRECEDENCE AND DSCP
!
class-map match-all data
match ip precedence 2
class-map match-all control-traffic
match ip dscp af31
class-map match-all video
match ip precedence 4
class-map match-all voice
match ip dscp ef
!
!
! ALLOCATE AVAILABLE BANDWIDTH FOR EACH QOS CLASSIFICATION, DEPENDING ON EXPECTED NEED
! FOR EXAMPLE, DSCP VALUE EF (CLASS VOICE) WILL BE GIVEN 35% OF THE BANDWIDTH
!
policy-map LLQ
class control-traffic
bandwidth percent 5
class voice
priority percent 35
class video
bandwidth percent 15
class data
bandwidth percent 20
class class-default
fair-queue
!
!
! SET THE IKE POLICY TO USE 3DES
!
crypto isakmp policy 10
encr 3des
authentication pre-share
group 2
!
!SPECIFY THAT ISAKMP CLIENTS (SPOKE ROUTERS) WILL NOT NEED TO USE XAUTH (USERNAME AND
PASSWORD) WHEN CONNECTING
!
crypto isakmp key cisco address 10.32.150.46 no-xauth
crypto isakmp key cisco address 10.32.153.34 no-xauth
!
!
crypto ipsec transform-set TRANSFORM_1 esp-3des esp-sha-hmac
!
! DEFINE THE REMOTE SPOKES, THEIR IP ADDRESSES AND ANY POLICIES THAT NEED TO BE
IMPLEMENTED
crypto map INT_CM 1 ipsec-isakmp
description === Peer device = Branch-2 ===
set peer 10.32.150.46
set security-association lifetime kilobytes 530000000
set security-association lifetime seconds 14400
set transform-set TRANSFORM_1
match address IPSEC_ACL_1
crypto map INT_CM 2 ipsec-isakmp
description === Peer device = Branch-1 ===
set peer 10.32.153.34
set security-association lifetime kilobytes 530000000
set security-association lifetime seconds 14400
set transform-set TRANSFORM_1
match address IPSEC_ACL_2
!
!
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!
! CREATE TUNNELS TO THE SPOKE ROUTERS. THE MTU IS LOWERED TO ALLOW THE GRE AND IP-SEC
HEADER
! PIM SD IS ENABLED SO AS TO ALLOW MULTICAST, AND THE TUNNEL SOURCE AND DESTINATION ARE
SPECIFIED
!
interface Tunnel0
description === Peer device = Branch-2 ===
bandwidth 10000
ip unnumbered Vlan10
ip mtu 1420
ip pim sparse-dense-mode
qos pre-classify
tunnel source ATM1/0
tunnel destination 10.32.150.46
crypto map INT_CM
!
interface Tunnel1
description === Peer device = Branch-1 ===
bandwidth 10000
ip unnumbered Vlan10
ip mtu 1420
ip pim sparse-dense-mode
qos pre-classify
tunnel source ATM1/0
tunnel destination 10.32.153.34
crypto map INT_CM
!
! THIS LOOPBACK INTERFACE ACTS AS THE MULTICAST RP
!
interface Loopback100
ip address 192.168.4.1 255.255.255.255
ip pim sparse-dense-mode
!
! THIS VIF INTERFACE IS USED AS THE MULTICAST SOURCE FOR THE VOICE ENDPOINT
interface Vif1
ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! NOT USED
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
!
! NOT USED
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
!
! INTERFACE CONNECTING TO THE PUBLIC NETWORK IN OUR SCENARIO
! ATM PVC 10/100 IS USED IN THIS EXAMPLE. THE PREVIOUSLY DEFINED LLQ QOS POLICY IS USED
HERE
interface ATM1/0
description === Public interface ===
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bandwidth 155000
ip address 10.32.152.26 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
no atm ilmi-keepalive
crypto map INT_CM
pvc 10/100
protocol ip 10.32.152.25 broadcast
vbr-rt 100000 100000
service-policy output LLQ
!
! PLACE ALL SWITCHPORT INTERFACES INTO VLAN 10
!
interface FastEthernet4/0
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface FastEthernet4/1
switchport access vlan 10
no ip address
!
! ... REDUNDANT FAST ETHERNET CONFIGURATION OMITTED.
!
interface FastEthernet4/15
switchport access vlan 10
no ip address
!
interface GigabitEthernet4/0
no ip address
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
!
! INTERFACE FOR CONNECTING INTERNAL HOSTS.
!
interface Vlan10
description === Private interface ===
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
!
! ENABLE ROUTING FOR ALL RELEVANT NETWORKS (INTERNAL USER SUBNET, LOOPBACK FOR RP AND VIF
FOR VOICE)
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.1 0.0.0.0 area 0
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
!
! DEFINE STATIC ROUTES SO THAT THE REMOTE NETWORKS STAY IN THE ROUTING TABLE, EVEN IF
CONNECTION IS LOST
! THIS PREVENTS ROUTING TABLE FLAPS
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.152.25
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Null0 249
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 Null0 249
!
ip http server
no ip http secure-server
!
! CONFIGURE AUTOMATIC DISCOVERY OF GROUP-TO-RENDEZVOUS POINT (AUTO-RP)
!
ip pim send-rp-announce Loopback100 scope 5
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ip pim send-rp-discovery Loopback100 scope 5
! SPECIFY TRAFFIC TO BE ENCRYPTED (HERE IT'S ALL GRE TRAFFIC)
!
ip access-list extended IPSEC_ACL_1
permit gre host 10.32.152.26 host 10.32.150.46
ip access-list extended IPSEC_ACL_2
permit gre host 10.32.152.26 host 10.32.153.34
!
!
control-plane
!
!CONFIGURE THE VOICE PORT AND LINK IT TO DIAL-PEER 100. THIS CONNECTION IS PERMANENT. THE
VOICE-CLASS WAS DEFINED EARLIER IN THE CONFIGURATION, AND ESTABLISHES AN 'ALWAYS ON'
CONNECTION
!
voice-port 0/1/0
voice-class permanent 1
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 100
!
voice-port 0/1/1
!
!
!
!THIS DIAL-PEER CONNECTS THE VOICE PORT TO MULTICAST GROUP 239.168.1.100. g711 CODEC (64k)
IS USED, AND VAD IS ENABLED
!
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 100
session protocol multicast
session target ipv4:239.168.1.100:19890
codec g711ulaw
vad aggressive
!
!
!
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login authentication USERLIST
!
end
!

ブランチ 1 のルータ設定（Cisco 2801 ルータ）
Branch-1# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6300 bytes
!
! Last configuration change at 03:11:55 UTC Sat Apr 17 2004
! NVRAM config last updated at 02:03:50 UTC Sat Apr 17 2004
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
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!
hostname Branch-1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 informational
enable secret 5 $1$b7.Q$Y2x1UXyRifSStbkR/YyrP.
!
username cisco password 7 0519050B234D5C0617
memory-size iomem 20
no network-clock-participate wic 1
no network-clock-participate wic 2
no network-clock-participate wic 3
no network-clock-participate wic 4
no network-clock-participate wic 5
no network-clock-participate wic 6
no network-clock-participate wic 7
no network-clock-participate wic 8
no network-clock-participate aim 0
no network-clock-participate aim 1
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!
aaa authentication login USERLIST local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
!
ip dhcp pool LOCAL
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
!
!
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
ip multicast-routing
ip sap cache-timeout 30
ip ssh time-out 30
ip ids po max-events 100
no ftp-server write-enable
voice-card 0
!
!
no virtual-template subinterface
!
!
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout 65535
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action
!
!
!
controller T1 3/0
framing sf
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linecode ami
controller T1 3/1
framing sf
linecode ami
!
! CLASSIFY DIFFERENT QOS TRAFFIC, SETTING IP PRECEDENCE AND DSCP
!
class-map match-all data
match ip precedence 2
class-map match-all control-traffic
match ip dscp af31
class-map match-all video
match ip precedence 4
class-map match-all voice
match ip dscp ef
!
! ALLOCATE AVAILABLE BANDWIDTH FOR EACH QOS CLASSIFICATION, DEPENDING ON EXPECTED NEED
! FOR EXAMPLE, DSCP VALUE EF (CLASS VOICE) WILL BE GIVEN 35% OF THE BANDWIDTH
!
policy-map LLQ
class control-traffic
bandwidth percent 5
class voice
priority percent 35
class video
bandwidth percent 15
class data
bandwidth percent 20
class class-default
fair-queue
!
!
! SET THE IKE POLICY TO USE 3DES
!
crypto isakmp policy 10
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco address 10.32.152.26 no-xauth
!
!
crypto ipsec transform-set TRANSFORM_1 esp-3des esp-sha-hmac
!
! SPECIFY REMOTE PEER
!
crypto map INT_CM 1 ipsec-isakmp
description === Peer device = HUB-R1 ===
set peer 10.32.152.26
set security-association lifetime kilobytes 530000000
set security-association lifetime seconds 14400
set transform-set TRANSFORM_1
match address IPSEC_ACL_1
!
!
! CREATE TUNNEL TO THE HUB ROUTERS. THE MTU IS LOWERED TO ALLOW THE GRE AND IPSEC HEADER
! PIM SD IS ENABLED SO AS TO ALLOW MULTICAST, AND THE TUNNEL SOURCE AND DESTINATION ARE
SPECIFIED
!
!
interface Tunnel0
description === Peer device = HUB-R1 ===
bandwidth 10000
ip unnumbered FastEthernet0/0
ip mtu 1420
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ip pim sparse-dense-mode
qos pre-classify
tunnel source 10.32.153.34
tunnel destination 10.32.152.26
crypto map INT_CM
!
! VIF INTERFACE FOR MULTICAST SOURCE ADDRESS (USED FOR VOICE MULTICAST)
!
interface Vif1
ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
!
interface FastEthernet0/0
description === Private interface ===
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
! DSL INTERFACE CONNECTING TO THE PUBLIC NETWORK IN OUR SCENARIO
! ATM PVC 8/35 IS USED IN THIS EXAMPLE.
!
interface ATM2/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl equipment-type CPE
dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A
dsl linerate AUTO
pvc 0/35
encapsulation aal5snap
!
pvc 8/35
vbr-nrt 2000 1000
encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1
!
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
!
interface FastEthernet4/1
no ip address
!
interface FastEthernet4/2
no ip address
!
interface FastEthernet4/3
no ip address
!
! LOGICAL INTERFACE FOR DSL LINK. THE PREVIOUSLY DEFINED LLQ QOS POLICY IS USED HERE
! PPP MULTILINK IS ENABLED SO INTERFACE CAN SUPPORT QOS
!
interface Virtual-Template1
description === Public interface ===
ip address 10.32.153.34 255.255.255.252
service-policy output LLQ
ppp multilink
ppp multilink fragment delay 8
ppp multilink interleave
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crypto map INT_CM
interface Vlan1
no ip address
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.153.33
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Null0 249
!
ip http server
no ip http secure-server
!
! SPECIFY TRAFFIC TO BE ENCRYPTED (HERE IT'S ALL GRE TRAFFIC)
!
ip access-list extended IPSEC_ACL_1
permit gre host 10.32.153.34 host 10.32.152.26
!
!
!
control-plane
!
!
!
! CONFIGURE THE VOICE PORT AND LINK IT TO DIAL-PEER 100. THIS CONNECTION IS PERMANENT. THE
VOICE-CLASS WAS DEFINED EARLIER IN
! THE CONFIGURATION, AND ESTABLISHES AN 'ALWAYS ON' CONNECTION
!
voice-port 1/0
voice-class permanent 1
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 100
!
voice-port 1/1
!
voice-port 1/2
!
voice-port 1/3
!
!
!THIS DIAL-PEER CONNECTS THE VOICE PORT TO MULTICAST GROUP 239.168.1.100. g711 CODEC (64k)
IS USED, AND VAD IS ENABLED
!
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 100
session protocol multicast
session target ipv4:239.168.1.100:19890
codec g711ulaw
vad aggressive
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login authentication USERLIST
!
end
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ブランチ 2 のルータ設定（Cisco 2811 ルータ）
Branch-2# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 5041 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname Branch-2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$9BB/$KP4mHUWzUxzpDEPg5s7ow/
!
username cisco password 7 10481A170C07
memory-size iomem 25
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!
aaa authentication login USERLIST local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.3.1
!
ip dhcp pool LOCAL
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
!
!
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
ip multicast-routing
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
!
no ftp-server write-enable
voice-card 0
no dspfarm
!
!
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout 65535
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action
!
!
crypto isakmp policy 10
encr 3des
authentication pre-share
group 2
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crypto isakmp key cisco address 10.32.152.26 no-xauth
!
!
crypto ipsec transform-set TRANSFORM_1 esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map INT_CM 1 ipsec-isakmp
description === Peer device = HUB-R1 ===
set peer 10.32.152.26
set security-association lifetime kilobytes 530000000
set security-association lifetime seconds 14400
set transform-set TRANSFORM_1
match address IPSEC_ACL_1
!
!
!
class-map match-all data
match ip precedence 2
class-map match-all control-traffic
match ip dscp af31
class-map match-all video
match ip precedence 4
class-map match-all voice
match ip dscp ef
!
!
policy-map LLQ
class control-traffic
bandwidth percent 5
class voice
priority percent 35
class video
bandwidth percent 15
class data
bandwidth percent 20
class class-default
fair-queue
!
!
!
interface Tunnel0
description === Peer device = HUB-R1 ===
bandwidth 10000
ip unnumbered FastEthernet0/0
ip mtu 1420
ip pim sparse-dense-mode
qos pre-classify
tunnel source Serial0/0/0
tunnel destination 10.32.152.26
crypto map INT_CM
!
interface Vif1
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
!
interface FastEthernet0/0
description === Private interface ===
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
duplex auto
speed auto
no keepalive
!
!
!
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interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
!
interface FastEthernet0/3/0
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet0/3/1
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet0/3/2
no ip address
shutdown
!
interface FastEthernet0/3/3
no ip address
shutdown
!
interface Serial0/0/0
description === Public interface ===
ip address 10.32.150.46 255.255.255.252
service-policy output LLQ
crypto map INT_CM
!
interface Vlan1
no ip address
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.150.45
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
!
ip http server
no ip http secure-server
!
ip access-list extended IPSEC_ACL_1
permit gre host 10.32.150.46 host 10.32.152.26
!
!
!
control-plane
!
!
voice-port 0/1/0
voice-class permanent 1
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 100
!
voice-port 0/1/1
!
!
!
dial-peer cor custom
!
!
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dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 100
session protocol multicast
session target ipv4:239.168.1.100:19890
codec g711ulaw
vad aggressive
!
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
password 7 0002000E0D4B
login authentication USERLIST
!
!
end

確認
ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。確認プロセス
は、次の 2 つの部分で構成されます。

• 「本社の接続の確認」（P.17）
• 「リモートの場所の接続の確認」（P.27）

本社の接続の確認
ここでは、設定が正しく機能していることを確認する手順を説明します。
一部の show コマンドは Output Interpreter Tool でサポートされています（登録ユーザのみ）。このツー
ルを使用すると、show コマンド出力の分析結果を表示できます。
次に要約を示します。

• show crypto isakmp sa：リモート ユーザによる接続が成功したかどうかを表示します。
• show crypto ipsec sa：各 IPSec SA に関する情報を表示します。
• show ip ospf neighbor：ルータに Open Shortest Path First（OSPF）ネイバーがあるかどうかを表
示します。

• show ip route：リモート ネットワークおよびマルチキャスト サブネットにアクセスできるかどう
かを表示します（ルーティング テーブルを評価）。

• show ip pim neighbor：ルーティング テーブルの確認後、有効な Protocol Independent Multicast
（PIM）ネイバーが存在するかどうかを表示します。
• show ip pim rp map：ランデブー ポイント（RP）（この場合はルータ）が正しく学習されるかど
うかを表示します。

• show ip mroute active：アクティブなマルチキャスト ストリームが存在するかどうか（この場合
は音声ストリーム）を表示します。

• show voice trunk-conditioning supervisory：音声ポート接続がアップ状態かどうかを表示しま
す。

• show voip rtp connections：RTP 音声ストリームの送信元と送信先を示します。
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• show voice call summary：コールに関する情報（使用されるコーデックまたは電話機の状態など）
を表示します。

• show class-map：QoS マーキング スキーム（マークアップされた音声トラフィックなど）を表示
します。これは、V3PN の実装として定義されます。
• show policy-map interface atm 1/0 output：ATM インターフェイスでトラフィックがどのように
キューに格納されたかを表示します。トラフィックは Differentiated Services Code Point（DCSP ）
および IP precedence の値に基づいて割り当てられるので、パケットはキューごとに個別にカウン
トされます。

• show crypto engine brief：現在実行中の VPN エンジンを表示します。
次の概要で、これらの各コマンドの代表的な出力例を示します。

（注）

必要に応じて、関連する出力表示を太字で強調表示します。
次に、本社のルータの設定を使用して実行された show crypto isakmp sa コマンドの出力例を示しま
す。
HUB-R1# show crypto isakmp sa
dst
10.32.152.26
10.32.152.26

src
10.32.153.34
10.32.150.46

state
QM_IDLE
QM_IDLE

conn-id slot
29
0
31
0

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show crypto ipsec sa コマンドの出力例を示します。
HUB-R1# show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.152.26
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.153.34:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 174918, #pkts encrypt: 174918, #pkts digest: 174918
#pkts decaps: 126855, #pkts decrypt: 126855, #pkts verify: 126855
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 66, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.153.34
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: 69111392
inbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5213, flow_id: 93, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508969241/10148)
ike_cookies: DE2C7D5A FB6197B3 795753FB 41D07F6D
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
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outbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5214, flow_id: 94, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508968340/10147)
ike_cookies: DE2C7D5A FB6197B3 795753FB 41D07F6D
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.150.46/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.150.46:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 168329, #pkts encrypt: 168329, #pkts digest: 168329
#pkts decaps: 127676, #pkts decrypt: 127676, #pkts verify: 127676
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 5, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.150.46
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D3C362F0
inbound esp sas:
spi: 0x4589EBE8(1166666728)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5219, flow_id: 99, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (528510577/14207)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xC172073D(3245475645)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5221, flow_id: 101, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (522107198/14206)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x2A87D473(713544819)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5220, flow_id: 100, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (528510577/14205)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
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IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xD3C362F0(3552797424)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5222, flow_id: 102, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (522107166/14204)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
interface: Tunnel1
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.152.26
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.153.34:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 171877, #pkts encrypt: 171877, #pkts digest: 171877
#pkts decaps: 123829, #pkts decrypt: 123829, #pkts verify: 123829
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 66, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.153.34
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: 69111392
inbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5213, flow_id: 93, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508970067/10208)
ike_cookies: DE2C7D5A FB6197B3 795753FB 41D07F6D
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5214, flow_id: 94, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508969170/10207)
ike_cookies: DE2C7D5A FB6197B3 795753FB 41D07F6D
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
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protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.150.46/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.150.46:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 165228, #pkts encrypt: 165228, #pkts digest: 165228
#pkts decaps: 124592, #pkts decrypt: 124592, #pkts verify: 124592
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 5, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.150.46
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D3C362F0
inbound esp sas:
spi: 0x4589EBE8(1166666728)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5219, flow_id: 99, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (528510577/14267)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xC172073D(3245475645)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5221, flow_id: 101, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (522108046/14267)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x2A87D473(713544819)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5220, flow_id: 100, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (528510577/14266)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xD3C362F0(3552797424)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5222, flow_id: 102, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (522108025/14266)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
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interface: ATM1/0
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.152.26
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.153.34:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 172131, #pkts encrypt: 172131, #pkts digest: 172131
#pkts decaps: 124081, #pkts decrypt: 124081, #pkts verify: 124081
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 66, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.153.34
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: 69111392
inbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5213, flow_id: 93, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508969984/10202)
ike_cookies: DE2C7D5A FB6197B3 795753FB 41D07F6D
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5214, flow_id: 94, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508969108/10202)
ike_cookies: DE2C7D5A FB6197B3 795753FB 41D07F6D
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.150.46/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.150.46:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 165491, #pkts encrypt: 165491, #pkts digest: 165491
#pkts decaps: 124855, #pkts decrypt: 124855, #pkts verify: 124855
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 5, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.152.26, remote crypto endpt.: 10.32.150.46
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path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D3C362F0
inbound esp sas:
spi: 0x4589EBE8(1166666728)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5219, flow_id: 99, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (528510577/14263)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xC172073D(3245475645)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5221, flow_id: 101, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (522107974/14262)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x2A87D473(713544819)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5220, flow_id: 100, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (528510577/14262)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xD3C362F0(3552797424)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5222, flow_id: 102, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (522107953/14261)
ike_cookies: 59F8CBF0 5B2E8553 7D356DD4 F5DE05AD
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show ip ospf neighbors コマンドの出力例を示しま
す。
HUB-R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID
192.168.7.1
192.168.5.1

Pri
0
0

State
FULL/
FULL/

-

Dead Time
00:00:39
00:00:36

Address
192.168.2.1
192.168.3.1

Interface
Tunnel1
Tunnel0

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show ip route コマンドの出力例を示します。
HUB-R1# show ip route
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Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.32.152.25 to network 0.0.0.0

C
O
C
C
O
C
O
O
S*

192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.4.1 is directly connected, Loopback100
192.168.5.0/24 [110/11] via 192.168.3.1, 00:12:48, Tunnel0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
10.32.152.24/30 is directly connected, ATM1/0
192.168.6.0/24 is directly connected, Vif1
192.168.7.0/24 [110/11] via 192.168.2.1, 00:12:48, Tunnel1
192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10
192.168.2.0/24 [110/11] via 192.168.2.1, 00:12:50, Tunnel1
192.168.3.0/24 [110/11] via 192.168.3.1, 00:12:50, Tunnel0
0.0.0.0/0 [1/0] via 10.32.152.25

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show ip pim neighbors コマンドの出力例を示しま
す。
HUB-R1# show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor
Interface
Address
192.168.3.1
Tunnel0
192.168.2.1
Tunnel1

Uptime/Expires

Ver

00:13:52/00:01:40 v2
00:13:44/00:01:18 v2

DR
Prio/Mode
1 / S
1 / S

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show ip pim rp map コマンドの出力例を示します。
HUB-R1# show ip pim rp map
PIM Group-to-RP Mappings
This system is an RP (Auto-RP)
This system is an RP-mapping agent (Loopback100)
Group(s) 224.0.0.0/4
RP 192.168.4.1 (?), v2v1
Info source: 192.168.4.1 (?), elected via Auto-RP
Uptime: 2d02h, expires: 00:02:25

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show ip mroute active コマンドの出力例を示しま
す。
HUB-R1# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.168.1.100, (?)
Source: 192.168.5.2 (?)
Rate: 0 pps/0 kbps(1sec), 0 kbps(last 0 secs), 2 kbps(life avg)
Source: 192.168.7.2 (?)
Rate: 0 pps/0 kbps(1sec), 80 kbps(last 40 secs), 2 kbps(life avg)

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show voice trunk-conditioning supervisory コマン
ドの出力例を示します。
HUB-R1# show voice trunk-conditioning supervisory
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SLOW SCAN
0/1/0 : state : TRUNK_SC_CONNECT, voice : on, signal : on ,master
status: trunk connected
sequence oos : no-action
pattern :
timing : idle = 0, restart = 0, standby = 0, timeout = 65535
supp_all = 0, supp_voice = 0, keep_alive = 0
timer: oos_ais_timer = 0, timer = 0

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show voip rtp connections コマンドの出力例を示し
ます。
HUB-R1# show voip rtp connections
VoIP RTP active connections :
No. CallId dstCallId LocalRTP RmtRTP LocalIP
1
16
15
20380
19890 192.168.6.2
Found 1 active RTP connections

RemoteIP
239.168.1.100

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show voice call summary コマンドの出力例を示しま
す。
HUB-R1# show voice call summary
PORT
CODEC
============== ========
0/1/0
g711ulaw
0/1/1
-

VAD VTSP STATE
VPM STATE
=== ==================== ======================
y S_CONNECT
S_TRUNKED
- FXSLS_ONHOOK

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show class-map コマンドの出力例を示します。
HUB-R1# show class-map
Class Map match-all control-traffic (id 1)
Match ip dscp af31
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all video (id 3)
Match ip precedence 4
Class Map match-all voice (id 2)
Match ip dscp ef

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show policy-map interface atm 1/0 output コマンド
の出力例を示します。
HUB-R1# show policy-map interface atm 1/0 output
ATM1/0: VC 10/100 Service-policy output: LLQ
Class-map: control-traffic (match-all)
180010 packets, 43922248 bytes
5 minute offered rate 1000 bps, drop rate 0 bps
Match: ip dscp af31
Queueing
Output Queue: Conversation 265
Bandwidth 5 (%)
Bandwidth 5000 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 89887/21932300
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(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: voice (match-all)
6485132 packets, 1893649352 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip dscp ef
Queueing
Strict Priority
Output Queue: Conversation 264
Bandwidth 35 (%)
Bandwidth 35000 (kbps) Burst 875000 (Bytes)
(pkts matched/bytes matched) 147/42924
(total drops/bytes drops) 48/14016
Class-map: video (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 4
Queueing
Output Queue: Conversation 266
Bandwidth 15 (%)
Bandwidth 15000 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: data (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 2
Queueing
Output Queue: Conversation 267
Bandwidth 20 (%)
Bandwidth 20000 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: class-default (match-any)
97836 packets, 15410572 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Queueing
Flow Based Fair Queueing
Maximum Number of Hashed Queues 256
(total queued/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

次に、本社のルータの設定を使用して実行された show crypto engine brief コマンドの出力例を示しま
す。
HUB-R1# show crypto engine brief
crypto engine name:
crypto engine type:
State:
Product Name:
FW Version:
Time running:
Compression:
DES:
3 DES:
AES CBC:
AES CNTR:
Maximum buffer length:
Maximum DH index:
Maximum SA index:
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hardware
Enabled
Onboard-VPN
01100200
479742 seconds
Yes
Yes
Yes
Yes (128,192,256)
No
4096
0500
0500
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Maximum Flow index:
Maximum RSA key size:

1000
2048

crypto engine name: Cisco VPN Software Implementation
crypto engine type: software
serial number: 77C943AD
crypto engine state: installed
crypto engine in slot: N/A

リモートの場所の接続の確認
ここでは、設定が正しく機能していることを確認する手順を説明します。
一部の show コマンドは Output Interpreter Tool でサポートされています（登録ユーザのみ）。このツー
ルを使用すると、show コマンド出力の分析結果を表示できます。
一般的に、リモートの場所の接続を確認するために使用される show コマンドは、本社のルータに使用
されるコマンドと同じです。本社とブランチの両方の確認に共通する show コマンドの要約について
は、「本社の接続の確認」（P.17）を参照してください。次に、リモートの場所にだけ使用されるコマン
ドを示します。

• show policy-map interface virtual-access 4 output：DSL インターフェイスでトラフィックがど
のようにキューに格納されたかを表示します（ブランチ 1）。トラフィックは DCSP および IP
precedence の値に基づいて割り当てられるので、パケットはキューごとに個別にカウントされま
す。

• show policy-map interface serial 0/0/0 output：シリアル インターフェイスでトラフィックがど
のようにキューに格納されたかを表示します（ブランチ 2）。トラフィックは DCSP および IP
precedence の値に基づいて割り当てられるので、パケットはキューごとに個別にカウントされま
す。
次の概要で、これらの各コマンドの代表的な出力例を示します。

（注）

関連する出力表示を強調表示で示します。
出力例は、2 つのセクションに分かれています。

• 「ブランチ 1 ルータの確認」（P.27）
• 「ブランチ 2 ルータの確認」（P.34）

ブランチ 1 ルータの確認
次に、ブランチ 1 ルータ（DSL）の設定を使用して実行された show crypto isakmp sa コマンドの出力
例を示します。
Branch-1# show crypto isakmp sa
dst
10.32.152.26

src
10.32.153.34

state
QM_IDLE

conn-id slot
4
0

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show crypto ipsec sa コマンドの出力例を示しま
す。
Branch-1# show crypto ipsec sa
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interface: Tunnel0
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.153.34
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.152.26:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 78341, #pkts encrypt: 78341, #pkts digest: 78341
#pkts decaps: 118387, #pkts decrypt: 118387, #pkts verify: 118387
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 11, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.153.34, remote crypto endpt.: 10.32.152.26
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D5823DEF
inbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5151, flow_id: 31, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508937407/10703)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5152, flow_id: 32, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508938275/10702)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

interface: Virtual-Template1
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.153.34
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.152.26:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 78380, #pkts encrypt: 78380, #pkts digest: 78380
#pkts decaps: 118426, #pkts decrypt: 118426, #pkts verify: 118426
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 11, #recv errors 0
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local crypto endpt.: 10.32.153.34, remote crypto endpt.: 10.32.152.26
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D5823DEF
inbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5151, flow_id: 31, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508937393/10702)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5152, flow_id: 32, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508938237/10700)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

interface: Virtual-Access3
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.153.34
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.152.26:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 78508, #pkts encrypt: 78508, #pkts digest: 78508
#pkts decaps: 118555, #pkts decrypt: 118555, #pkts verify: 118555
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 11, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.153.34, remote crypto endpt.: 10.32.152.26
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D5823DEF
inbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5151, flow_id: 31, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508937361/10700)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
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replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5152, flow_id: 32, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508938204/10697)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

interface: Virtual-Access4
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.153.34
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.153.34/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.152.26:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 78628, #pkts encrypt: 78628, #pkts digest: 78628
#pkts decaps: 118675, #pkts decrypt: 118675, #pkts verify: 118675
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 11, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.32.153.34, remote crypto endpt.: 10.32.152.26
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: D5823DEF
inbound esp sas:
spi: 0x69111392(1762726802)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5151, flow_id: 31, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508937328/10697)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xD5823DEF(3582082543)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5152, flow_id: 32, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508938172/10695)
ike_cookies: 795753FB 41D07F6D DE2C7D5A FB6197B3
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IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show ip ospf neighbor コマンドの出力例を示し
ます。
Branch-1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID
192.168.1.1

Pri
0

State
FULL/

-

Dead Time
00:00:35

Address
192.168.1.1

Interface
Tunnel0

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show ip route コマンドの出力例を示します。
Branch-1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.32.153.33 to network 0.0.0.0

O
O
C
C
O
C
O
C
O
S*

192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.4.1 [110/11] via 192.168.1.1, 00:33:28, Tunnel0
192.168.5.0/24 [110/21] via 192.168.1.1, 00:33:28, Tunnel0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
10.32.153.33/32 is directly connected, Virtual-Access4
10.32.153.32/30 is directly connected, Virtual-Access3
is directly connected, Virtual-Access4
192.168.6.0/24 [110/11] via 192.168.1.1, 00:33:28, Tunnel0
192.168.7.0/24 is directly connected, Vif1
192.168.1.0/24 [110/11] via 192.168.1.1, 00:33:28, Tunnel0
192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.3.0/24 [110/21] via 192.168.1.1, 00:33:28, Tunnel0
0.0.0.0/0 [1/0] via 10.32.153.33

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show ip pim neighbor コマンドの出力例を示し
ます。
Branch-1# show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor
Interface
Address
192.168.1.1
Tunnel0

Uptime/Expires

Ver

00:20:59/00:01:25 v2

DR
Prio/Mode
1 / S

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show ip pim rp mapping コマンドの出力例を示
します。
Branch-1# show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
Group(s) 224.0.0.0/4
RP 192.168.4.1 (?), v2v1
Info source: 192.168.4.1 (?), elected via Auto-RP
Uptime: 00:20:28, expires: 00:02:23
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次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show ip mroute active コマンドの出力例を示し
ます。
Branch-1# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.168.1.100, (?)
Source: 192.168.5.2 (?)
Rate: 0 pps/0 kbps(1sec), 80 kbps(last 10 secs), 7 kbps(life avg)
Source: 192.168.7.2 (?)
Rate: 0 pps/0 kbps(1sec), 80 kbps(last 10 secs), 7 kbps(life avg)

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show voice trunk-conditioning supervisory コ
マンドの出力例を示します。
Branch-1# show voice trunk-conditioning supervisory
SLOW SCAN
1/0 : state : TRUNK_SC_CONNECT, voice : on, signal : on ,master
status: trunk connected
sequence oos : no-action
pattern :
timing : idle = 0, restart = 0, standby = 0, timeout = 65535
supp_all = 0, supp_voice = 0, keep_alive = 0
timer: oos_ais_timer = 0, timer = 0

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show voip rtp connections コマンドの出力例を
示します。
Branch-1# show voip rtp connections
VoIP RTP active connections :
No. CallId dstCallId LocalRTP RmtRTP LocalIP
1
4
3
31156
19890 192.168.7.2
Found 1 active RTP connections

RemoteIP
239.168.1.100

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show voice call summary コマンドの出力例を示
します。
Branch-1# show voice call summary
PORT
CODEC
============== ========
1/0
g711ulaw
1/1
1/2
1/3
-

VAD VTSP STATE
=== ====================
y S_CONNECT
- - - -

VPM STATE
======================
S_TRUNKED
FXSLS_ONHOOK
FXSLS_ONHOOK
FXSLS_ONHOOK

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show class map コマンドの出力例を示します。
Branch-1# show class-map
Class Map match-all control-traffic (id 1)
Match ip dscp af31
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all video (id 3)
Match ip precedence 4
Class Map match-all voice (id 2)
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Match ip

dscp ef

次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show policy-map interface virtual-access 4
output コマンドの出力例を示します。
Branch-1 #show policy-map interface virtual-access 4 output
Virtual-Access4
Service-policy output: LLQ
Class-map: control-traffic (match-all)
45166 packets, 10659176 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip dscp af31
Queueing
Output Queue: Conversation 265
Bandwidth 5 (%)
Bandwidth 50 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: voice (match-all)
3241999 packets, 920726516 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip dscp ef
Queueing
Strict Priority
Output Queue: Conversation 264
Bandwidth 35 (%)
Bandwidth 350 (kbps) Burst 8750 (Bytes)
(pkts matched/bytes matched) 3217794/913852296
(total drops/bytes drops) 0/0
Class-map: video (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 4
Queueing
Output Queue: Conversation 267
Bandwidth 15 (%)
Bandwidth 150 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: data (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 2
Queueing
Output Queue: Conversation 266
Bandwidth 20 (%)
Bandwidth 200 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: class-default (match-any)
41789 packets, 6646861 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Queueing
Flow Based Fair Queueing
Maximum Number of Hashed Queues 256
(total queued/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
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次に、ブランチ 1 ルータの設定を使用して実行された show crypto engine brief コマンドの出力例を示
します。
Branch-1# show crypto engine brief
crypto engine name:
crypto engine type:
State:
VPN Module in slot:
Product Name:
Software Serial #:
Device ID:
Vendor ID:
Revision No:
VSK revision:
Boot version:
DPU version:
HSP version:
Time running:
Compression:
DES:
3 DES:
AES CBC:
AES CNTR:
Maximum buffer length:
Maximum DH index:
Maximum SA index:
Maximum Flow index:
Maximum RSA key size:

Virtual Private Network (VPN) Module
hardware
Enabled
0
AIM-VPN/BPII
55AA
0014 - revision 0002
13A3
0x00140002
0
255
0
2.2(21) (ALPHA)
0 Seconds
Yes
Yes
Yes
Yes (128,192,256)
No
4096
1000
1000
2000
2048

crypto engine name:
crypto engine type:
serial number:
crypto engine state:
crypto engine in slot:

Cisco VPN Software Implementation
software
70107010
installed
N/A

ブランチ 2 ルータの確認
次に、ブランチ 2 ルータ（シリアル）の設定を使用して実行された show crypto isakmp sa コマンドの
出力例を示します。
Branch-2# show crypto isakmp sa
dst
10.32.152.26

src
10.32.150.46

state
QM_IDLE

conn-id slot
3
0

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show crypto ipsec sa コマンドの出力例を示しま
す。
Branch-2# show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.150.46
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.150.46/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.152.26:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 1706, #pkts encrypt: 1706, #pkts digest: 1706
#pkts decaps: 1715, #pkts decrypt: 1715, #pkts verify: 1715
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#pkts
#pkts
#pkts
#send

compressed: 0, #pkts decompressed: 0
not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
errors 10, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.32.150.46, remote crypto endpt.: 10.32.152.26
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: C172073D
inbound esp sas:
spi: 0x2A87D473(713544819)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5151, flow_id: 31, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508372675/14364)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xD3C362F0(3552797424)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5153, flow_id: 33, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (521045477/14364)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x4589EBE8(1166666728)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5152, flow_id: 32, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508372675/14364)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xC172073D(3245475645)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5154, flow_id: 34, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (521045458/14363)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
interface: Serial0/0/0
Crypto map tag: INT_CM, local addr. 10.32.150.46
protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.32.150.46/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.32.152.26/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.32.152.26:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
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#pkts
#pkts
#pkts
#pkts
#pkts
#send

encaps: 1864, #pkts encrypt: 1864, #pkts digest: 1864
decaps: 1874, #pkts decrypt: 1874, #pkts verify: 1874
compressed: 0, #pkts decompressed: 0
not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
errors 10, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.32.150.46, remote crypto endpt.: 10.32.152.26
path mtu 1420, media mtu 1420
current outbound spi: C172073D
inbound esp sas:
spi: 0x2A87D473(713544819)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5151, flow_id: 31, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508372675/14361)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xD3C362F0(3552797424)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5153, flow_id: 33, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
Branch-2#
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (521045425/14360)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x4589EBE8(1166666728)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5152, flow_id: 32, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (508372675/14360)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
spi: 0xC172073D(3245475645)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 5154, flow_id: 34, crypto map: INT_CM
crypto engine type: Hardware, engine_id: 2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (521045411/14359)
ike_cookies: 7D356DD4 F5DE05AD 59F8CBF0 5B2E8553
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound ah sas:
outbound pcp sas:

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show ip ospf neighbor コマンドの出力例を示し
ます。
Branch-2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID
192.168.1.1
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Pri
0

State
FULL/

-

Dead Time
00:00:37

Address
192.168.1.1

Interface
Tunnel0

Hoot & Holler over V3PN の設定例
確認

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show ip route コマンドの出力例を示します。
Branch-2# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.32.150.45 to network 0.0.0.0

O
C
C
O
O
O
O
C
S*

192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
192.168.4.1 [110/11] via 192.168.1.1, 00:31:10, Tunnel0
192.168.5.0/24 is directly connected, Vif1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
10.32.150.44/30 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.6.0/24 [110/11] via 192.168.1.1, 00:31:10, Tunnel0
192.168.7.0/24 [110/21] via 192.168.1.1, 00:31:10, Tunnel0
192.168.1.0/24 [110/11] via 192.168.1.1, 00:31:11, Tunnel0
192.168.2.0/24 [110/21] via 192.168.1.1, 00:31:11, Tunnel0
192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
0.0.0.0/0 [1/0] via 10.32.150.45
is directly connected, Serial0/0/0

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show ip pim neighbor コマンドの出力例を示し
ます。
Branch-2# show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor
Interface
Address
192.168.1.1
Tunnel0

Uptime/Expires

Ver

00:31:52/00:01:26 v2

DR
Prio/Mode
1 / S

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show ip pim rp mapping コマンドの出力例を示
します。
Branch-2# show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
Group(s) 224.0.0.0/4
RP 192.168.4.1 (?), v2v1
Info source: 192.168.4.1 (?), elected via Auto-RP
Uptime: 2d03h, expires: 00:02:47

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show ip mroute active コマンドの出力例を示し
ます。
Branch-2# show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: 239.168.1.100, (?)
Source: 192.168.5.2 (?)
Rate: 50 pps/80 kbps(1sec), 80 kbps(last 10 secs), 2 kbps(life avg)
Source: 192.168.7.2 (?)
Rate: 50 pps/80 kbps(1sec), 80 kbps(last 30 secs), 2 kbps(life avg)
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次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show voice trunk-conditioning supervisory コ
マンドの出力例を示します。
Branch-2# show voice trunk-conditioning supervisory
SLOW SCAN
0/1/0 : state : TRUNK_SC_CONNECT, voice : on, signal : on ,master
status: trunk connected
sequence oos : no-action
pattern :
timing : idle = 0, restart = 0, standby = 0, timeout = 65535
supp_all = 0, supp_voice = 0, keep_alive = 0
timer: oos_ais_timer = 0, timer = 0

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show voip rtp connections コマンドの出力例を
示します。
Branch-2# show voip rtp connections
VoIP RTP active connections :
No. CallId dstCallId LocalRTP RmtRTP LocalIP
1
9
8
18618
19890 192.168.5.2
Found 1 active RTP connections

RemoteIP
239.168.1.100

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show voice call summary コマンドの出力例を示
します。
Branch-2# show voice call summary
PORT
CODEC
============== ========
0/1/0
g711ulaw
0/1/1
-

VAD VTSP STATE
VPM STATE
=== ==================== ======================
y S_CONNECT
S_TRUNKED
- FXSLS_ONHOOK

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show policy-map interface serial 0/0/0 output
コマンドの出力例を示します。
Branch-2# show policy-map interface serial 0/0/0 output
Serial0/0/0
Service-policy output: LLQ
Class-map: control-traffic (match-all)
50099 packets, 11823300 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip dscp af31
Queueing
Output Queue: Conversation 265
Bandwidth 5 (%)
Bandwidth 77 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 863/203668
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: voice (match-all)
3241968 packets, 920715872 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip dscp ef
Queueing
Strict Priority
Output Queue: Conversation 264
Bandwidth 35 (%)
Bandwidth 540 (kbps) Burst 13500 (Bytes)
(pkts matched/bytes matched) 13/3532
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(total drops/bytes drops) 0/0
Class-map: video (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 4
Queueing
Output Queue: Conversation 266
Bandwidth 15 (%)
Bandwidth 231 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: data (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 2
Queueing
Output Queue: Conversation 267
Bandwidth 20 (%)
Bandwidth 308 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
Class-map: class-default (match-any)
75804 packets, 9111740 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Queueing
Flow Based Fair Queueing
Maximum Number of Hashed Queues 256
(total queued/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

次に、ブランチ 2 ルータの設定を使用して実行された show crypto engine brief コマンドの出力例を示
します。
Branch-2# show crypto engine brief
crypto engine name:
crypto engine type:
State:
Product Name:
NetGX Middleware Version:
NetGX Firmware Version:
Time running:
Compression:
DES:
3 DES:
AES CBC:
AES CNTR:
Maximum buffer length:
Maximum DH index:
Maximum SA index:
Maximum Flow index:
Maximum RSA key size:

crypto engine name:
crypto engine type:
serial number:
crypto engine state:
crypto engine in slot:

Virtual Private Network (VPN) Module
hardware
Enabled
Onboard-VPN
v1.2.0
v2.2.0
414404 seconds
Yes
Yes
Yes
Yes (128,192,256)
No
4096
0300
0300
2400
2048

Cisco VPN Software Implementation
software
FFFFFFFF
installed
N/A
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トラブルシューティング
ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。
次のテクニカル ノートを参照してください。

• 『IP Security Troubleshooting - Understanding and Using debug Commands』

トラブルシューティング コマンド
（注）

debug コマンドを実行する前に、『Important Information on Debug Commands 』を参照してください。
次の debug コマンドは、両方の IPSec ルータ（ピア）で実行する必要があります。セキュリティ アソ
シエーションは、両方のピアでクリアする必要があります。

• debug crypto engine：Cisco IOS ソフトウェアが暗号化または復号化を実行するタイミングなど、
暗号化エンジンに関連する情報を表示します。

• debug crypto ipsec：フェーズ 2 の IPSec ネゴシエーションを表示します。
• debug crypto isakmp：フェーズ 1 の ISAKMP ネゴシエーションを表示します。
• debug ip pim auto-rp：グループとランデブー ポイント（RP）のマッピングの自動検出で使用さ
れた各 PIM パケットの内容や、アドレスと RP のマッピング データベースに対して取られたアク
ションを表示します。

• clear crypto isakmp：フェーズ 1 に関連するセキュリティ アソシエーションをクリアします。
• clear crypto sa：フェーズ 2 に関連するセキュリティ アソシエーションをクリアします。
次に、debug crypto isakmp コマンドおよび debug crypto ipsec コマンドの出力例を示します。関連
する表示例は太字で示し、コメントには先頭に感嘆符が付き斜体で表示しています。
router# debug crypto isakmp
router# debug crypto ipsec
Jul 29 16:06:33.619 PDT: ISAKMP (0:134217730): received packet from 10.32.150.46 dport 500
sport 500 Global (I) MM_SA_SETUP
Jul 29 16:06:33.619 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
Jul 29 16:06:33.619 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_I_MM3 New State = IKE_I_MM4
Jul 29 16:06:33.619 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing KE payload. message ID = 0
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing NONCE payload. message ID = 0
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP: Looking for a matching key for 10.32.150.46 in default :
success
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):found peer pre-shared key matching 10.32.150.46
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):SKEYID state generated
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing vendor id payload
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): vendor ID is Unity
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing vendor id payload
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): vendor ID is DPD
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing vendor id payload
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): speaking to another IOS box!
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:received payload type 20
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:received payload type 20
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_INTERNAL,
IKE_PROCESS_MAIN_MODE
Jul 29 16:06:33.635 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_I_MM4 New State = IKE_I_MM4
Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Send initial contact
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Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):SA is doing pre-shared key authentication using
id type ID_IPV4_ADDR
Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP (0:134217730): ID payload
next-payload : 8
type
: 1
address
: 10.32.152.26
protocol
: 17
port
: 500
length
: 12
Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Total payload length: 12
Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): sending packet to 10.32.150.46 my_port 500
peer_port 500 (I) MM_KEY_EXCH
Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_COMPLETE
Jul 29 16:06:33.639 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_I_MM4 New State = IKE_I_MM5
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP (0:134217730): received packet from 10.32.150.46 dport 500
sport 500 Global (I) MM_KEY_EXCH
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing ID payload. message ID = 0
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP (0:134217730): ID payload
next-payload : 8
type
: 1
address
: 10.32.150.46
protocol
: 17
port
: 500
length
: 12
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing HASH payload. message ID = 0
! REMOTE PEER IS SHOWN TO BE AUTHENTICATED IN THE NEXT LINE.
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):SA authentication status:
authenticated
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):SA has been authenticated with 10.32.150.46
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP: Trying to insert a peer 10.32.152.26/10.32.150.46/500/,
and inserted successfully.
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_I_MM5 New State = IKE_I_MM6
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_INTERNAL,
IKE_PROCESS_MAIN_MODE
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_I_MM6 New State = IKE_I_MM6
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP (0:134217730): received packet from 10.32.150.46 dport 500
sport 500 Global (I) MM_KEY_EXCH
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP: set new node 2118711810 to QM_IDLE
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing HASH payload. message ID =
2118711810
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing DELETE payload. message ID =
2118711810
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):peer does not do paranoid keepalives.
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):deleting node 2118711810 error FALSE reason
"Informational (in) state 1"
Jul 29 16:06:33.643 PDT: IPSEC(key_engine): got a queue event with 1 kei messages
Jul 29 16:06:33.643 PDT: IPSEC(key_engine_delete_sas): rec'd delete notify from ISAKMP
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PROCESS_COMPLETE
! PHASE 1 IS SHOWN TO BE COMPLETED SUCCESSFULLY IN THE NEXT LINE.
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_I_MM6 New State =
IKE_P1_COMPLETE
Jul 29 16:06:33.643 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):beginning Quick Mode exchange, M-ID of
159862783
Jul 29 16:06:33.651 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): sending packet to 10.32.150.46 my_port 500
peer_port 500 (I) QM_IDLE
Jul 29 16:06:33.651 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Node 159862783, Input = IKE_MESG_INTERNAL,
IKE_INIT_QM
Jul 29 16:06:33.651 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_QM_READY New State =
IKE_QM_I_QM1
Jul 29 16:06:33.651 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_COMPLETE
Jul 29 16:06:33.651 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_P1_COMPLETE New State =
IKE_P1_COMPLETE
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Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP (0:134217730): received packet from 10.32.150.46 dport 500
sport 500 Global (I) QM_IDLE
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing HASH payload. message ID =
159862783
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing SA payload. message ID = 159862783
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Checking IPSec proposal 1
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP: transform 1, ESP_3DES
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
attributes in transform:
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
encaps is 1 (Tunnel)
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
SA life type in seconds
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
SA life duration (basic) of 3600
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
SA life type in kilobytes
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
SA life duration (VPI) of 0x0 0x46 0x50 0x0
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
authenticator is HMAC-SHA
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:
group is 1
! A PROPOSAL IS FOUND THAT IS COMPATIBLE IN THE NEXT LINE.
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):atts are acceptable.
Jul 29 16:06:33.923 PDT: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
(key eng. msg.) INBOUND local= 10.32.152.26, remote= 10.32.150.46,
local_proxy= 10.32.152.26/255.255.255.255/47/0 (type=1),
remote_proxy= 10.32.150.46/255.255.255.255/47/0 (type=1),
protocol= ESP, transform= esp-3des esp-sha-hmac (Tunnel),
lifedur= 0s and 0kb,
spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x12
Jul 29 16:06:33.923 PDT: Crypto mapdb : proxy_match
src addr
: 10.32.152.26
dst addr
: 10.32.150.46
protocol
: 47
src port
: 0
dst port
: 0
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing NONCE payload. message ID =
159862783
Jul 29 16:06:33.923 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing KE payload. message ID = 159862783
Jul 29 16:06:33.931 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing ID payload. message ID = 159862783
Jul 29 16:06:33.931 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): processing ID payload. message ID = 159862783
Jul 29 16:06:33.931 PDT: ISAKMP: Locking peer struct 0x6635AA1C, IPSEC refcount 1 for for
stuff_ke
Jul 29 16:06:33.931 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): Creating IPSec SAs
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
inbound SA from 10.32.150.46 to 10.32.152.26 (f/i) 0/ 0
(proxy 10.32.150.46 to 10.32.152.26)
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
has spi 0x1442EBFC and conn_id 0 and flags 13
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
lifetime of 3600 seconds
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
lifetime of 4608000 kilobytes
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
has client flags 0x0
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
outbound SA from 10.32.152.26 to 10.32.150.46 (f/i) 0/0
(proxy 10.32.152.26 to 10.32.150.46)
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
has spi -2093906224 and conn_id 0 and flags 1B
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
lifetime of 3600 seconds
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
lifetime of 4608000 kilobytes
Jul 29 16:06:33.931 PDT:
has client flags 0x0
Jul 29 16:06:33.931 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1): sending packet to 10.32.150.46 my_port 500
peer_port 500 (I) QM_IDLE
Jul 29 16:06:33.935 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):deleting node 159862783 error FALSE reason "No
Error"
Jul 29 16:06:33.935 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Node 159862783, Input = IKE_MESG_FROM_PEER,
IKE_QM_EXCH
! PHASE 2 IS SHOWN TO BE COMPLETED SUCCESSFULLY IN THE NEXT LINE.
Jul 29 16:06:33.935 PDT: ISAKMP:(0:2:SW:1):Old State = IKE_QM_I_QM1 New State =
IKE_QM_PHASE2_COMPLETE
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(key_engine): got a queue event with 2 kei messages
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(initialize_sas): ,
(key eng. msg.) INBOUND local= 10.32.152.26, remote= 10.32.150.46,
local_proxy= 10.32.152.26/0.0.0.0/47/0 (type=1),
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remote_proxy= 10.32.150.46/0.0.0.0/47/0 (type=1),
protocol= ESP, transform= esp-3des esp-sha-hmac (Tunnel),
lifedur= 3600s and 4608000kb,
spi= 0x1442EBFC(339930108), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x13
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(initialize_sas): ,
(key eng. msg.) OUTBOUND local= 10.32.152.26, remote= 10.32.150.46,
local_proxy= 10.32.152.26/0.0.0.0/47/0 (type=1),
remote_proxy= 10.32.150.46/0.0.0.0/47/0 (type=1),
protocol= ESP, transform= esp-3des esp-sha-hmac (Tunnel),
lifedur= 3600s and 4608000kb,
spi= 0x833186D0(2201061072), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x1B
Jul 29 16:06:33.935 PDT: Crypto mapdb : proxy_match
src addr
: 10.32.152.26
dst addr
: 10.32.150.46
protocol
: 47
src port
: 0
dst port
: 0
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(crypto_ipsec_sa_find_ident_head): reconnecting with the
same proxies and 101.253.249.204
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSec: Flow_switching Allocated flow for sibling 80000003
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(policy_db_add_ident): src 10.32.152.26, dest 10.32.150.46,
dest_port 0
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(create_sa): sa created,
(sa) sa_dest= 10.32.152.26, sa_proto= 50,
sa_spi= 0x1442EBFC(339930108),
sa_trans= esp-3des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 4002
Jul 29 16:06:33.935 PDT: IPSEC(create_sa): sa created,
(sa) sa_dest= 10.32.150.46, sa_proto= 50,
sa_spi= 0x833186D0(2201061072),
sa_trans= esp-3des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 4001

関連情報
• 『Cisco IOS Quality of Service Configuration Guide』Release 12.3
• 『Cisco IOS Security Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Voice Command Reference』Release 12.3
• 『Cisco IOS Wide-Area Networking Configuration Guide』
• Cisco Technical Assistance Center
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（注）

ルータを設定するには、Cisco Router and Security Device Manager（SDM）を使用することを推奨し
ます。SDM にアクセスするには、ルータに付属のクイック スタート ガイドを参照してください。

Cisco IOS 機能マニュアルには、次の方法でアクセスできます。
• 「Cisco.com 機能リソースの使用」（P.1）
• 「特定の機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用してマニュアルを検索する方法」（P.2）
• 「サポートされているすべての機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用してマニュアルを検
索する方法」（P.3）
• 「Cisco IOS リリースごとにフィーチャ モジュールを参照することで機能マニュアルを検索する方
法」（P.4）
• 「Cisco IOS リリース ノートを参照して機能マニュアルを検索する方法」（P.4）
サポートされている主要な機能の一覧については、データ シートおよびルータに関する他の製品資料
を参照してください。その他の IOS 関連の技術マニュアルは、次の URL でご覧いただけます。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

Cisco.com 機能リソースの使用
次は、Cisco.com で入手可能な音声、セキュリティ、およびダイヤル設定に関するリソースへのリンク
です。

音声設定に関するリソース
Cisco IOS 音声設定ライブラリは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_c/cisco_ios_voice_configuration_library_glossary/
vcl.htm

特定の機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用してマニュアルを検索する方法

セキュリティ設定に関するリソース
『Cisco IOS Security Configuration Guide 』は、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/sec_vcg.html

ダイヤル設定に関するリソース
『Cisco IOS Dial Technologies Configuration Guide』は、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/dial_vcg.html

特定の機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用し
てマニュアルを検索する方法
Cisco Feature Navigator は、機能マニュアルを検索するのに最適なツールです。
（注）

Cisco Feature Navigator は、すべてのプラットフォームおよびソフトウェア リリースをサポートする
わけではありません（古いリリースや期間限定リリースなど）。

ステップ 1

Cisco Feature Navigator は、http://www.cisco.com/go/fn から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。

ステップ 2

[Search by Feature] をクリックします。

ステップ 3

機能名を入力し、[Search] をクリックします。
検索結果が [Features Available] ボックスに表示されます。[Features Available] ボックスを表示するた
め、下方向へのスクロールが必要になる場合があります。

[Features Available] ボックスに「None Available」と表示されたら、機能名を少し変えて検索し直して
ください。検索フィールドを表示するため、上方向へのスクロールが必要になる場合があります。
[Features Available] ボックスに目的の機能が表示されたら、ステップ 4 に進みます。
ステップ 4

[Features Available] ボックス内の機能名をクリックします。

ステップ 5

[Features Available] ボックスのすぐ下にある [Show Description(s)] をクリックします。
Cisco Feature Navigator には機能の短い説明が表示されます。また、機能が複雑であるか、ユーザ設定
が伴う場合は、[For More Information] リンクが表示されます。

ステップ 6

[For More Information] が使用可能な場合はクリックします。
Cisco Feature Navigator には機能マニュアルが表示されます（通常はフィーチャ モジュールの形式）。
これには、機能の設定、確認、およびトラブルシューティングに関する情報が含まれます。
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サポートされているすべての機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用してマニュアルを検索する方法

サポートされているすべての機能を対象に、Cisco Feature
Navigator を使用してマニュアルを検索する方法
Cisco Feature Navigator は、お使いのルータのすべての機能に関するマニュアルを検索するのに最適な
ツールです。

（注）

Cisco Feature Navigator は、すべてのプラットフォームおよびソフトウェア リリースをサポートする
わけではありません（古いリリースや期間限定リリースなど）。

ステップ 1

Cisco Feature Navigator は、http://www.cisco.com/go/fn から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。

ステップ 2

[Search by Release/Image Name/Product Code/Platform] をクリックします。

ステップ 3

[Platform] の隣にあるドロップダウン メニューで、お使いのルータを選択します。

ステップ 4

[Continue] をクリックします。
Cisco Feature Navigator には、お使いのルータでサポートされている機能の一覧が表示されます。必要
に応じて、次のいずれかを実行します。

• この一覧にある特定の機能に関するマニュアルにアクセスするには、ステップ 5 に進みます。
• 特定の Cisco IOS Release でサポートされている機能の一覧を表示するには、[Major Release] また
は [Release] のプルダウン メニューを使用して Cisco IOS Release を選択します。

Cisco Feature Navigator には、選択された Cisco IOS リリースでサポートされている、お使いの
ルータの機能の一覧が表示されます。
この一覧にある特定の機能に関するマニュアルにアクセスするには、ステップ 5 に進みます。

• 特定のフィーチャ セットでサポートされている機能の一覧を表示するには、[Feature Set] プルダ
ウン メニューを使用して、フィーチャ セットを選択します。

Cisco Feature Navigator には、選択されたフィーチャ セットと Cisco IOS リリースでサポートさ
れている、お使いのルータの機能の一覧が表示されます。
ステップ 5

機能名をクリックします。

Cisco Feature Navigator には機能の短い説明が表示されます。また、機能にユーザ設定が伴う場合は、
[For More Information] リンクが表示されます。
ステップ 6

[For More Information] が使用可能な場合はクリックします。
Cisco Feature Navigator には機能マニュアルが表示されます（通常はフィーチャ モジュールの形式）。
これには、機能の設定、確認、およびトラブルシューティングに関する情報が含まれます。

機能マニュアルの検索
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Cisco IOS リリースごとにフィーチャ モジュールを参照することで機能マニュアルを検索する方法

Cisco IOS リリースごとにフィーチャ モジュールを参照す
ることで機能マニュアルを検索する方法
特定の機能の名前、およびその機能が導入された Cisco IOS Release がわかる場合は、Cisco IOS
フィーチャ モジュールを Cisco IOS Release ごとに参照して、機能マニュアルを検索できます。

（注）

フィーチャモジュールは、すべての機能に対して作成されているわけではありません（ユーザによる設
定を伴わない単純な機能など）。すべての機能の説明および設定情報にアクセスするには、Cisco
Feature Navigator にアクセスするか、Cisco IOS フィーチャ モジュールの参照に加えて Cisco IOS リ
リース ノートを読んでください。

ステップ 1

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm を参照してください。

ステップ 2

適切なリリースを選択します。

ステップ 3

[New Feature Documentation] をクリックします。

ステップ 4

目的の Cisco IOS ソフトウェア リリースに移動します。

ステップ 5

フィーチャ モジュールを選択します。

Cisco IOS リリース ノートを参照して機能マニュアルを検索する方法
対象の機能が導入された Cisco IOS Release がわかる場合は、Cisco IOS リリース ノートを参照して機
能の説明を検索できます。

（注）

Cisco IOS リリース ノートには、通常そのソフトウェア リリースに導入された、ユーザ設定をまった
く伴わない単純な機能の説明だけが記載されます。すべての機能の説明および設定情報にアクセスする
には、Cisco Feature Navigator にアクセスするか、Cisco IOS フィーチャ モジュールの参照に加えて
Cisco IOS リリース ノートを読んでください。

ステップ 1

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm を参照してください。

ステップ 2

適切なリリースを選択します。

ステップ 3

[Release Notes] をクリックします。

ステップ 4

プラットフォームを選択します。

ステップ 5

お使いの Cisco IOS ソフトウェア リリースのリリース ノートを選択します。

ステップ 6

[New and Changed Information] セクションに移動します。「T」のリリースを選択した場合、このセク
ションは [New Features and Important Notes] と呼ばれている可能性があります。
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コンフィギュレーション レジスタの設定変更
この資料では、NVRAM の 16 ビット コンフィギュレーション レジスタについて説明します。具体的
な内容は次のとおりです。

• 「このマニュアルでサポートされるプラットフォーム」（P.1）
• 「コンフィギュレーション レジスタの概要」（P.1）
• 「コンフィギュレーション レジスタの設定変更」（P.5）
• 「コンフィギュレーション レジスタの設定の表示」（P.6）
• 「コンソール回線速度の設定（Cisco IOS CLI）」（P.6）

このマニュアルでサポートされるプラットフォーム
このマニュアルは、次のプラットフォームに対して使用してください。

• Cisco 1800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

コンフィギュレーション レジスタの概要
ルータの NVRAM に 16 ビットのコンフィギュレーション レジスタがあります。各ビットの値は 1（オ
ンすなわち設定）または 0（オフすなわち解除）です。各ビットの設定が次回リロードまたはオフ / オ
ン時のルータ動作を左右します。
コンフィギュレーション レジスタを使用すると、次の作業を行うことができます。

• ルータで ROM モニタ（ブートストラップ プログラム）を強制的に起動させる
• ブート ソースおよびデフォルトのブート ファイル名を選択する
• ブレーク機能をイネーブルまたはディセーブルにする
• ブロードキャスト アドレスを制御する
• 忘れたパスワードを回復する

Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

コンフィギュレーション レジスタの概要

• コンソールの回線速度を変更する
表 1 に、コンフィギュレーション レジスタの各ビットについての説明を示します。
表 1

ビット
番号

コンフィギュレーション レジスタ ビットの説明

16 進数

意味

00 ～ 03

0x0000 ～
0x000F

ブート フィールド。ブート フィールドの設定によって、ルータがオペ
レーティング システムをロードするかどうか、どこからシステム イ
メージを取得するかが決まります。

06

0x0040

システム ソフトウェアに NVRAM の内容を無視させます。

07

0x0080

Original Equipment Manufacturer（OEM）ビットがイネーブルになり

08

0x0100

詳細については、表 2 を参照してください。

ます。
コンソールの Break キーを制御します。

• （出荷時のデフォルト）ビット 8 を設定すると、プロセッサはコン
ソールの Break キーを無視します。
• ビット 8 を解除すると、プロセッサは Break キーをコマンドと見な
して、ルータを強制的に ROM モニタ モードにするので、通常の動
作が停止します。
ルータの再起動から 60 秒間は、コンフィギュレーション レジスタの設
定に関係なく、Break を必ず送信できます。

09

0x0200

このビットはシステム ブートを制御します。

• ビット 9 を設定すると、セカンダリ ブートストラップが使用されま
す。

• （出荷時のデフォルト）ビット 9 を解除すると、システムはフラッ
シュ メモリから起動します。
このビットは通常、変更しません。

10

0x0400

IP ブロードキャスト アドレスのホスト部分を制御します。
• ビット 10 を設定すると、プロセッサはオール 0 を使用します。
• （出荷時のデフォルト）ビット 10 を解除すると、プロセッサはオー
ル 1 を使用します。
ビット 10 は、IP ブロードキャスト アドレスのネットワークおよびサブ
ネット部分を制御するビット 14 と連動します。ビット 10 とビット 14
の組み合わせがもたらす作用については、表 3 を参照してください。
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表 1

ビット
番号

コンフィギュレーション レジスタ ビットの説明 （続き）

16 進数

05、11、 0x0020、
12
0x0800、
0x1000

意味
コンソールの回線速度を制御します。使用可能な 8 種類のビットの組み
合わせおよびコンソールの回線速度については、表 4 を参照してくださ
い。
出荷時のデフォルトは 9600 ボーです。この場合、ビット 5、11、およ
び 12 がすべて 0（解除）です。
（注）

13

0x2000

コンソールの回線速度に関するコンフィギュレーション レジス
タ ビットは、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス
（CLI）からは変更できません。ROM モニタからであれば、こ
れらのビットを変更できます（『Using the ROM Monitor』を参
照）。または、コンフィギュレーション レジスタの設定を変更す
る代わりに、他の Cisco IOS コマンドを使用してコンソールの
回線速度を設定できます。

ネットワーク ブート エラーに対するルータの対応を決定します。

• ビット 13 を設定すると、ルータはネットワーク ブートが 6 回失敗
した場合に、デフォルトの ROM ソフトウェアを起動します。
• （出荷時のデフォルト）ビット 13 を解除すると、ルータは無限に
ネットワーク ブートを試みます。

14

0x4000

IP ブロードキャスト アドレスのネットワークおよびサブネット部分を
制御します。

• ビット 10 を設定すると、プロセッサはオール 0 を使用します。
• （出荷時のデフォルト）ビット 10 を解除すると、プロセッサはオー
ル 1 を使用します。
ビット 14 は、IP ブロードキャスト アドレスのホスト部分を制御する
ビット 10 と連動します。ビット 10 とビット 14 の組み合わせがもたら
す作用については、表 3 を参照してください。

15

0x8000

診断メッセージをイネーブルにして、NVRAM の内容を無視します。

コンフィギュレーション レジスタの設定変更
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コンフィギュレーション レジスタの概要

表 2 にブート フィールドについての説明を示します。ブート フィールドは、コンフィギュレーション
レジスタの下位 4 ビット（ビット 3、2、1、および 0）です。ブート フィールドの設定によって、ルー
タがオペレーティング システムをロードするかどうか、どこからシステム イメージを取得するかが決
まります。
表 2

コンフィギュレーション レジスタのブート フィールド ビットの説明

ブート フィールド
（ビット 3、2、1、
意味
0）

0000

次回のオフ / オンまたはリロード時に、ルータは ROM モニタ（ブートストラッ
プ プログラム）を起動します。ROM モニタを使用するには、ルータのコンソー
ル ポートに接続された端末または PC を使用する必要があります。ルータと PC
または端末の接続については、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。

（0x0）

ROM モニタ モードでは、boot ROM モニタ コマンドを使用して、システム イ
メージまたはその他のイメージを手動で起動する必要があります。『Using the
ROM Monitor』の「Booting an Image (boot) 」の項を参照してください。
0001

フラッシュ メモリの最初のイメージをシステム イメージとして起動します。

（0x01）

0010 ～ 1111

次回のオフ / オン時またはリロード時に、ルータはシステムが正常に起動するま
で、コンフィギュレーション ファイルに指定されているグローバル コンフィ
ギュレーション モードの各 boot system コマンドを順番に処理します。

（0x02 ～ 0xF）

boot system コマンドがコンフィギュレーション ファイルに指定されていない場
合、またはコマンドの実行がすべて失敗した場合、ルータはフラッシュ メモリ
の最初のイメージ ファイルを起動しようとします。
表 3 に、ビット 10 とビット 14 の設定の組み合わせが、IP ブロードキャスト アドレスにどのように作
用するかを示します。
表 3

ブロードキャスト アドレスに関するコンフィギュレーション レジスタ ビットの組み合わせ

ビット

ビット

10

14

ブロードキャスト アドレス（<net>
<host>）

0

0

<ones> <ones>

1

0

<ones> <zeros>

1

1

<zeros> <zeros>

0

1

<zeros> <ones>

表 4 に、ビット 5、11、および 12 の各設定値の組み合わせごとに、コンソールの回線速度を示します。
表 4

コンソールの回線速度に関するコンフィギュレーション レジスタ ビットの組み合わせ

ビット

ビット

ビット

5

11

12

コンソールの回線速
度（ボー）

1

1

1

115200

1

0

1

57600

1

1

0

38400

コンフィギュレーション レジスタの設定変更
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表 4

コンソールの回線速度に関するコンフィギュレーション レジスタ ビットの組み合わせ （続き）

ビット

ビット

ビット

5

11

12

コンソールの回線速
度（ボー）

1

0

0

19200

0

0

0

9600

0

1

0

4800

0

1

1

2400

0

0

1

1200

コンフィギュレーション レジスタの設定変更
コンフィギュレーション レジスタの設定値は、ROM モニタからでも Cisco IOS CLI からでも変更でき
ます。ここでは、Cisco IOS CLI からコンフィギュレーション レジスタの設定値を変更する方法につい
て説明します。ROM モニタから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は、
『Using the ROM Monitor』を参照してください。

Cisco IOS CLI からコンフィギュレーション レジスタの設定値を変更する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

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。必要に応じて、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。

ステップ 2

端末または端末エミュレーション ソフトウェアを 9600 ボー（デフォルト）、8 データ ビット、パリ
ティなし、2 ストップ ビットに設定します。

ステップ 3

ルータの電源を投入します。

ステップ 4

初期ダイアログを開始するかどうか尋ねられるので、no と応答します。
Would you like to enter the initial dialog? [yes]: no

数秒後にユーザ EXEC プロンプト（Router>）が表示されます。
ステップ 5

enable を入力して特権 EXEC モードを開始し、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

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
Enter configuration commands, one per line.
Edit with DELETE, CTRL/W, and CTRL/U; end with CTRL/Z

ステップ 7

コンフィギュレーション レジスタの設定値を変更するには、config-register value コマンドを入力しま
す。value は 0x を前に加えた 16 進数です。
Router(config)# config-register 0xvalue

（注）

ステップ 8

Cisco IOS ソフトウェアでは、config-register コマンドでコンソール速度のビットを直接変更
することはできません。Cisco IOS CLI からコンソール速度を変更する場合は、「コンソール回
線速度の設定（Cisco IOS CLI）」（P.6）を参照してください。

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。

コンフィギュレーション レジスタの設定変更
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Router(config)# end
Router#

ステップ 9

変更した設定を NVRAM に保存します。
Router# copy run start

新しいコンフィギュレーション レジスタの設定値が NVRAM に保存されても、有効になるのは次回の
ルータ リロード時またはオフ / オン時です。

コンフィギュレーション レジスタの設定の表示
現在有効なコンフィギュレーション レジスタの設定値および次回のルータ リロード時に使用される設
定値を表示するには、特権 EXEC モードで show version コマンドを入力します。
コンフィギュレーション レジスタの設定値は、show version コマンド出力の最終行に示されます。
Configuration register is 0x142 (will be 0x142 at next reload)

コンソール回線速度の設定（Cisco IOS CLI）
ビット 5、11、および 12 の設定値の組み合わせによって、コンソールの回線速度が決まります。この
コンフィギュレーション レジスタ ビットを変更できるのは、ROM モニタからだけです。『Using the
ROM Monitor』を参照してください。

Cisco IOS の CLI からコンソールの回線速度を設定する手順は、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

Router> enable
Password: password
Router#

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

Router# configure terminal
Router(config)#

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。

ステップ 3

Router(config)# line console 0
Router(config-line)#

コンソール回線を指定し、ライン コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 4

Router(config-line)# speed baud

コンソールの回線速度を指定します。指定できる値
（ボー）は、1200、2400、4800、9600、19200、
38400、57600、115200 です。

コンフィギュレーション レジスタの設定変更
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ROM モニタの使用
通常、起動時またはリロード時に有効なシステム イメージが見つからない、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、またはルータのリロードから 60 秒以内に
Break キー シーケンスが入力された場合を除き、ユーザが ROM モニタを使用することはまったくあり
ません。
この資料では、ROM モニタを使用して、システム イメージを手動でロードしたり、TFTP サーバまた
はネットワークとの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たり、障害から回復した
りする方法について説明します。

内容
• 「このマニュアルでサポートされるプラットフォーム」（P.1）
• 「ROM モニタを使用するための前提条件」（P.1）
• 「ROM モニタに関する情報」（P.2）
• 「ROM モニタの使用方法：一般的な作業」（P.4）
• 「その他の参考資料」（P.32）

このマニュアルでサポートされるプラットフォーム
この資料では、次のプラットフォームでの ROM モニタの使用方法について説明します。

• Cisco 1841 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

ROM モニタを使用するための前提条件
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。必要に応じて、ルータに対応するクイック
スタート ガイドまたはハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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ROM モニタに関する情報
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」（P.2）
• 「ルータが ROM モニタ モードになる理由」（P.2）
• 「ROM モニタを使用する状況」（P.2）
• 「ROM モニタ コマンドを使用する場合のヒント」（P.3）
• 「アクセシビリティ」（P.3）

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。

ルータが ROM モニタ モードになる理由
ルータは次のいずれかの場合に ROM モニタ モードで起動します。

• 起動時またはリロード時に、有効なシステム イメージが見つからない
• 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）

• ルータのリロードから 60 秒以内に Break キー シーケンスが入力された

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」（P.30）を参照してくだ
さい。

ROM モニタを使用する状況
通常、次の例外的な状況を除き、ユーザが ROM モニタを使用することはまったくありません。

• システム イメージを手動でロードする場合。特定のシステム イメージをロードし、なおかつ次回
のシステム リロード時またはオフ / オン時にルータがそのイメージをロードするように設定しない
でおくことができます。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。「システム イメージのロード（boot）」（P.10）を参照してくださ
い。

• TFTP サーバまたはネットワークとの接続がなく、ルータ コンソールと PC の直接接続が唯一の手
段であるときに、システム イメージをアップグレードする場合。システム イメージのアップグ
レード方法については、ルータのコンフィギュレーション ガイド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。「クラッシュおよび停止時の
トラブルシューティング（stack、context、frame、sysret、meminfo）」（P.25）を参照してくださ
い。

• ディザスタ リカバリ。次のいずれかの方法で、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。

– コンソール ダウンロード（xmodem）：コンソールに接続したコンピュータに、Xmodem プロ
トコルをサポートする端末エミュレータが組み込まれている場合。「ルータ コンソール ポート
経由のファイル ダウンロード（xmodem ）」（P.15）を参照してください。

ROM モニタの使用
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Xmodem プロトコルの使用の詳細については、次の URL にある『Xmodem Console
Download Procedure Using ROMmon』を参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/130/xmodem_generic.html
– TFTP ダウンロード（tftpdnld）：ルータの固定 LAN ポートに TFTP サーバを直接接続できる
場合。「システム イメージの回復（tftpdnld）」（P.20）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 コマンドを打ち切るには、PC または端末から Break キー シーケンス（Ctrl+Break）
を入力します。Break キー シーケンスは、PC または端末で稼働しているソフトウェアによって異
なります。Ctrl+Break が機能しない場合は、テクニカル ノート『Standard Break Key Sequence
Combinations During Password Recovery』を参照してください。
• 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、
「ROM モニタ モードのコマンドおよびコマンド構文の表示（?、help 、-?）」（P.8）を参照してくだ
さい。

アクセシビリティ
この製品は、Cisco コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して設定できます。CLI はテキス
ト ベースであるとともに、ナビゲーションにキーボードを使用しているため、リハビリテーション法
第 508 条に準拠しています。CLI から、ルータのすべての機能を設定およびモニタできます。
ガイドラインおよびアクセシビリティ準拠のシスコ製品の一覧については、次の URL にある『Cisco

Accessibility Products』を参照してください。
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/products

ROM モニタの使用
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ROM モニタの使用方法：一般的な作業
ここで紹介する手順は、次のとおりです。

• 「ROM モニタ モードの開始」（P.5）
• 「ROM モニタ モードのコマンドおよびコマンド構文の表示（?、help、-?）」（P.8）
• 「ファイル システム内のファイル表示（dir）」（P.10）
• 「システム イメージのロード（boot）」（P.10）
• 「ルータ コンソール ポート経由のファイル ダウンロード（xmodem ）」（P.15）
• 「コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更」（P.16）
• 「USB フラッシュ装置の情報の入手」（P.18）
• 「I/O メモリの変更（iomemset）」（P.19）
• 「システム イメージの回復（tftpdnld）」（P.20）
• 「クラッシュおよび停止時のトラブルシューティング（stack、context、frame、sysret、
meminfo）」（P.25）
• 「ROM モニタ モードの終了」（P.30）

（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。「ROM モニタ モードのコマンド
およびコマンド構文の表示（?、help、-?）」（P.8）を参照してください。

ROM モニタの使用
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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」
（P.5）
• 「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」（P.6）

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。必要に応じて、ルータに付属しているク
イック スタート ガイドを参照するか、またはルータに対応するハードウェア インストレーション ガイ
ドを参照してください。

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
ここでは、ルータをリロードし、Break キー シーケンスを入力することによって ROM モニタ モード
を開始する方法について説明します。

手順の概要

1. enable
2. reload
3. Ctrl+Break を押します。
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

ステップ 2

reload

オペレーティング システムをリロードします。

例：
Router# reload

ステップ 3

Ctrl+Break を押します。
例：
Router# send break

ルータのリロードを中断して、ROM モニタ モードを開始
します。

• この手順は、reload コマンドを入力してから 60 秒以
内に行う必要があります。

• Break キー シーケンスは、PC または端末で稼働して
いるソフトウェアによって異なります。Ctrl+Break が
機能しない場合は、テクニカル ノート『Standard
Break Key Sequence Combinations During Password
Recovery』を参照してください。

ROM モニタの使用
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例
ここでは、次の例について説明します。

reload コマンドの出力例
Use break key sequence to enter rom monitor
Router# reload
Proceed with reload? [confirm]
*Sep 23 15:54:25.871: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload
command.
telnet> send break
*** System received an abort due to Break Key ***
signal= 0x3, code= 0x0, context= 0x431aaf40
PC = 0x4008b5dc, Cause = 0x20, Status Reg = 0x3400c102
rommon 1 >

トラブルシューティングのヒント

Break キー シーケンスは、PC または端末で稼働しているソフトウェアによって異なります。テクニカ
ル ノート『Standard Break Key Sequence Combinations During Password Recovery 』を参照してくださ
い。
次の作業

• 「ROM モニタ モードのコマンドおよびコマンド構文の表示（?、help、-?）」（P.8）に進みます。
• ルータが通常であればシステム イメージを起動している状況で、Break キー シーケンスを使用し
て ROM モニタ モードを開始した場合は、次のどちらかの方法で、ROM モニタ モードを終了でき
ます。

– i または reset コマンドを入力します。起動プロセスが再開され、システム イメージがロード
されます。

– cont コマンドを入力します。起動プロセスが続行され、システム イメージがロードされます。

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は、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表示される現在のコンフィギュレー
ション レジスタの設定を使用して、コンフィギュレーション レジスタ コマンドで最後（右端）の
数字を 0 に置き換えてください。

ROM モニタの使用
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. config-register 0x0
4. exit
5. write memory
6. reload
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

config-register 0x0

例：

コンフィギュレーション レジスタの設定を変更します。

• 0x0 の設定では、次回システム リロード時ルータは強
制的に ROM モニタで起動します。

Router(config)# config-register 0x0

ステップ 4

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。

例：
Router(config)# exit

ステップ 5

write memory

フラッシュ メモリからシステム イメージを起動するよう
に設定します。

例：
Router# write memory

ステップ 6

reload

例：

オペレーティング システムをリロードします。

• コンフィギュレーション レジスタが 0x0 という設定な
ので、ルータは ROM モニタ モードで起動します。

Router# reload
<output deleted>
rommon 1>

ROM モニタの使用
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例
次の例では、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 23 16:01:24.351: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router# write memory
Building configuration...
[OK]
Router# reload
Proceed with reload? [confirm]
*Sep 23 16:01:41.571: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload
command.
System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2006 by cisco Systems, Inc.
Initializing memory for ECC
.
Router platform with 262144 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with ECC enabled

Readonly ROMMON initialized
rommon 1 >

次の作業
「ROM モニタ モードのコマンドおよびコマンド構文の表示（?、help、-?）」（P.8）に進みます。

ROM モニタ モードのコマンドおよびコマンド構文の表示（?、help、-?）
ここでは、ROM モニタ コマンドおよびコマンド構文オプションの表示方法について説明します。

手順の概要

1. ?
または

help
2. command -?

ROM モニタの使用
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

?

使用できるすべての ROM モニタ コマンドを表示します。

または
help

例：
rommon 1 > ?

例：
rommon 1 > help

ステップ 2

ROM モニタ コマンドの構文情報を表示します。

command -?

例：
rommon 16 > display -?

例
ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「? または help ROM モニタ コマンドの出力例」（P.9）
• 「xmodem -? ROM モニタ コマンドの出力例」（P.10）

? または help ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 1 > ?
alias
boot
break
confreg
cont
context
cookie
dev
dir
dis
dnld
frame
help
history
iomemset
meminfo
repeat
reset
rommon-pref
set
showmon
stack
sync
sysret
tftpdnld
unalias
unset

set and display aliases command
boot up an external process
set/show/clear the breakpoint
configuration register utility
continue executing a downloaded image
display the context of a loaded image
display contents of cookie PROM in hex
list the device table
list files in file system
display instruction stream
serial download a program module
print out a selected stack frame
monitor builtin command help
monitor command history
set IO memory percent
main memory information
repeat a monitor command
system reset
select ROMMON
display the monitor variables
display currently selected ROM monitor
produce a stack trace
write monitor environment to NVRAM
print out info from last system return
tftp image download
unset an alias
unset a monitor variable

ROM モニタの使用
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xmodem

x/ymodem image download

xmodem -? ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 11 > xmodem -?
xmodem: illegal option -- ?
usage: xmodem [-cyrx] destination filename
-c CRC-16
-y ymodem-batch protocol
-r copy image to dram for launch
-x do not launch on download completion

Xmodem の使用の詳細については、次の URL にある『Xmodem Console Download Procedure Using
ROMmon』を参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/130/xmodem_generic.html

ファイル システム内のファイル表示（dir）
ファイル システム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するには、dir コマンドを
使用します（次の例を参照）。
rommon 4 > dir flash:
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80
Directory of flash:
3934
14871760 -rwc2800nm-ipbase-mz.124-3
7211
1447053
-rwC2800NM_RM2.srec
rommon 5 > dir usbflash1:
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x3d240
Directory of usbflash1:
2

14871760

-rw-

c2800nm-ipbase-mz.124-3

システム イメージのロード（boot）
ここでは、boot ROM モニタ コマンドを使用してシステム イメージをロードする方法について説明し
ます。

前提条件
ロードするシステム イメージのファイル名および保管場所を調べます。

手順の概要

1. ブート
または

boot flash:[filename]
または

boot filename tftpserver
または

boot [filename]
または

boot usbflash<x>:[filename]

ROM モニタの使用
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

boot

上から順に、次のようにルータに指示します。

または

• フラッシュ メモリ内の最初のイメージを起動します。

boot flash:[filename]

• 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。

または

• 指定された TFTP サーバ（ホスト名または IP アドレ

boot filename tftpserver

または
boot [filename]

または
boot usbflash[x]:[filename]

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、ネットワーク
（TFTP）サーバから指定されたイメージを起動する場
合に使用します。

• USB フラッシュ装置に格納されているイメージを起動
します。

例：
ROMMON > boot

例：
ROMMON > boot flash:

例：
ROMMON > boot someimage 172.16.30.40

例：
ROMMON > boot someimage

例：
ROMMON > boot usbflash0:someimage

（注）

プラットフォームは、コンパクト フラッシュ装置
を使用しても使用しなくても、ROM モニタの場合
USB から起動できます。コンパクト フラッシュ装
置のブートローダ イメージを使用する必要はあり
ません。usbflash0:2:image_name などのパーティ
ションは、USB フラッシュ装置ではサポートされ
ていません。boot usbflash<x>: コマンドは、装置
の最初のファイルが有効なイメージであれば、こ
れを起動します。

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。

• 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。

例
次の例では、ブート フラッシュ メモリおよび USB ブート フラッシュ メモリをロードする方法を示し
ます。
rommon 7 > boot flash:[filename]
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xe2eb30
Self decompressing the image :
##########################################################################################
############################################################### [OK]
Smart Init is enabled
Smart init is sizing iomem
ID
MEMORY_REQ
TYPE
0003E9
0X003DA000 Router Mainboard
0X0014B430 DSP SIMM

ROM モニタの使用
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TOTAL:

0X000021B8 Onboard USB
0X002C29F0 public buffer pools
0X00211000 public particle pools
0X009FAFD8

If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Rounded IOMEM up to: 10Mb.
Using 3 percent iomem. [10Mb/256Mb]
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

Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-IPBASE-M), Version 12.4(3), RELEASE SOFTWARE
(fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 22-Jul-05 11:37 by hqluong
Image text-base: 0x40098478, data-base: 0x41520000
Port Statistics for unclassified packets is not turned on.
Cisco Router (revision 48.46) with 251904K/10240K bytes of memory.
Processor board ID
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
2 Channelized T1/PRI ports
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
253160K bytes of USB Flash usbflash1 (Read/Write)
127104K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Press RETURN to get started!

*Sep 23 16:11:42.603:
been inserted in port
*Sep 23 16:11:43.011:
*Sep 23 16:11:43.383:
*Sep 23 16:11:43.943:
*Sep 23 16:11:43.947:
*Sep 23 16:11:43.955:
*Sep 23 16:11:44.011:
changed state to up
*Sep 23 16:11:44.383:
changed state to down
*Sep 23 16:11:44.943:
state to down

%USB_HOST_STACK-6-USB_DEVICE_CONNECTED: A Full speed USB device has
1.
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/3/0, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/3/1, changed state to down
%USBFLASH-5-CHANGE: usbflash1 has been inserted!
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed

ROM モニタの使用
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*Sep 23 16:11:44.947: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed
state to down
*Sep 23 16:11:46.115: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Sep 23 16:11:46.327: %SYS-5-RESTART: System restarted -Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-IPBASE-M), Version 12.4(3), RELEASE SOFTWARE
(fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 22-Jul-05 11:37 by hqluong
*Sep 23 16:11:46.331: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a cold
start
*Sep 23 16:11:46.539: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 605 seconds
*Sep 23 16:11:46.735: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller T1 0/2/0, changed state to down
(LOS detected)
*Sep 23 16:11:46.735: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller T1 0/2/1, changed state to down
(LOS detected)
*Sep 23 16:11:48.055: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
administratively down
*Sep 23 16:11:48.067: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to
administratively down
*Sep 23 16:11:48.079: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to
administratively down
Router>
rommon 1 > boot usbflash1:image
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x3d240
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xe2eb30
Self decompressing the image :
##########################################################################################
############################################################### [OK]
Smart Init is enabled
Smart init is sizing iomem
ID
MEMORY_REQ
0003E9
0X003DA000
0X0014B430
0X000021B8
0X002C29F0
0X00211000
TOTAL:
0X009FAFD8

TYPE
Router Mainboard
DSP SIMM
Onboard USB
public buffer pools
public particle pools

If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Rounded IOMEM up to: 10Mb.
Using 3 percent iomem. [10Mb/256Mb]
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
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Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-IPBASE-M), Version 12.4(3), RELEASE SOFTWARE
(fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 22-Jul-05 11:37 by hqluong
Image text-base: 0x40098478, data-base: 0x41520000
Port Statistics for unclassified packets is not turned on.
Cisco Router (revision 48.46) with 251904K/10240K bytes of memory.
Processor board ID
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
2 Channelized T1/PRI ports
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
253160K bytes of USB Flash usbflash1 (Read/Write)
127104K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Press RETURN to get started!

*Sep 23 16:19:56.611: %USB_HOST_STACK-6-USB_DEVICE_CONNECTED: A Full speed USB device has
been inserted in port 1.
*Sep 23 16:19:57.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Sep 23 16:19:57.391: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Sep 23 16:19:57.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/3/0, changed state to down
*Sep 23 16:19:57.955: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/3/1, changed state to down
*Sep 23 16:19:57.963: %USBFLASH-5-CHANGE: usbflash1 has been inserted!
*Sep 23 16:19:58.015: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
*Sep 23 16:19:58.391: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down
*Sep 23 16:19:58.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed
state to down
*Sep 23 16:19:58.955: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed
state to down
*Sep 23 16:20:00.139: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Sep 23 16:20:00.351: %SYS-5-RESTART: System restarted -Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-IPBASE-M), Version 12.4(3), RELEASE SOFTWARE
(fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 22-Jul-05 11:37 by hqluong
*Sep 23 16:20:00.355: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a cold
start
*Sep 23 16:20:00.567: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =
87 seconds
*Sep 23 16:20:00.763: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller T1 0/2/0, changed state to down
(LOS detected)
*Sep 23 16:20:00.763: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller T1 0/2/1, changed state to down
(LOS detected)
*Sep 23 16:20:02.083: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
administratively down
*Sep 23 16:20:02.091: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to
administratively down
*Sep 23 16:20:02.103: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to
administratively down
Router>
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次の作業
次回のシステム リロード時またはオフ / オン時に指定したイメージがロードされるようにルータを設定
する場合は、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の「Booting Commands」の章
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide』

ルータ コンソール ポート経由のファイル ダウンロード（xmodem）
ここでは、Xmodem プロトコルを使用し、ルータのコンソール ポート経由でファイルをダウンロード
する方法について説明します。コンソール ダウンロード機能は、TFTP サーバにアクセスできない状況
で、システム イメージまたはコンフィギュレーション ファイルをルータにダウンロードしなければな
らない場合に使用します。TFTP サーバまたはネットワークとの接続がなく、ルータ コンソールと PC
の直接接続が唯一の手段であるときにも、この手順を使用できます。

Xmodem の使用の詳細については、次の URL にある『Xmodem Console Download Procedure Using
ROMmon』を参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/130/xmodem_generic.html

前提条件
• PC にファイルをダウンロードします。次の URL から Software Center にアクセスします。
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml
• ルータのコンソール ポートに PC を接続し、端末エミュレーション プログラムを起動します。類
似のルータ上でこの作業を行う例については、テクニカル ノート『Xmodem Console Download
Procedure Using ROMmon』を参照してください。

制約事項
• PC を使用し、115,200 bps のルータ コンソール ポート経由でファイルをダウンロードする場合は、
PC のシリアル ポートで 16550 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter（UART）を使用す
る必要があります。

• PC のシリアル ポートで 16550 UART を使用しない場合は、38,400 bps 以下の速度でコンソール
ポート経由でファイルをダウンロードしてください。

• xmodem コマンドを使用した転送が有効なのは、コンソール ポートに限られます。
• ルータにファイルをダウンロードすることだけが可能です。xmodem コマンドを使用して、ルー
タからファイルを取得することはできません。

• ROM モニタ コンソール ダウンロードでは、コンソールを使用してデータ転送を実行するので、コ
ンソールにエラー メッセージが表示されるのは、データ転送が中止されてからになります。コン
ソール ダウンロードの実行中にエラーが発生した場合は、ダウンロードが中止されてエラー メッ
セージが表示されます。デフォルト以外のボーレートに変更した場合は、エラー メッセージに続
いて、コンフィギュレーション レジスタで指定されたボーレートに端末を戻すことを指示する
メッセージが表示されます。

手順の概要

1. xmodem [-[c][y][r][x]] destination-file-name

ROM モニタの使用
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手順の詳細
ステップ 1

xmodem [-[c][y][r][x]] destination-file-name
ROM モニタを使用し、コンソール ポート経由でファイルをダウンロードします。次に例を示します。
rommon > xmodem -c c2801-is-mz.122-10a.bin

xmodem のコマンド構文については、表 1 を参照してください。
表 1

xmodem のコマンド構文

キーワードまたは引数

説明

-c

（任意）16 ビットの巡回冗長検査（CRC）エラー チェックを使用してダ
ウンロードを実行し、パケットを検証します。デフォルトの設定は 8
ビットの CRC です。

-y

（任意）Ymodem プロトコルを使用してダウンロードを実行します。デ
フォルトの設定は Xmodem プロトコルです。各プロトコルの相違は次の
とおりです。

• Xmodem プロトコルは、128 ブロックの転送サイズをサポートする
のに対して、Ymodem プロトコルがサポートする転送サイズは 1024
ブロックです。

• Ymodem プロトコルは 16 ビットの CRC エラー チェックを使用して
各パケットを検証します。ダウンロードするソフトウェアが保管さ
れている装置によっては、Xmodem プロトコルがこの機能をサポー
トしない場合があります。

-r

（任意）DRAM にイメージをロードして実行します。デフォルトの設定
では、フラッシュ メモリにイメージをロードします。

-x

（任意）DRAM にイメージをロードしますが、実行しません。

destination-file-name

システム イメージ ファイルまたはシステム コンフィギュレーション
ファイルの名前。ルータが認識できるようにするには、コンフィギュ
レーション ファイル名を router_confg にする必要があります。

次の作業
次回のシステム リロード時またはオフ / オン時に指定したイメージがロードされるようにルータを設定
する場合は、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の「Booting Commands」の章
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide』

コンフィギュレーション レジスタ（confreg）の変更
ここでは、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
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定を変更することもできます。グローバル コンフィギュレーション モードの config-register コマンド
および ROM モニタ モードの confreg コマンドの使用の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』を参照してください。

注意

ボーレートを設定した後は、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表示される現在のコンフィギュレー
ション レジスタの設定を使用して、コンフィギュレーション レジスタ コマンドの最後（右端）の
数字を 0 に置き換えてください。

前提条件
コンフィギュレーション レジスタおよび 16 ビットの個々のビットの機能については、『Changing the
Configuration Register Settings』のマニュアルを参照してください。

制約事項
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。

手順の概要

1. confreg [value]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

confreg [value]

ROM モニタ モードでコンフィギュレーション レジスタの
設定値を変更します。

例：
rommon > confreg 0x2102

• 任意で、コンフィギュレーション レジスタに対応する
新しい 16 進値を入力します。値の範囲は 0x0 ～
0xFFFF です。
• 値を入力しなかった場合、16 ビットのコンフィギュ
レーション レジスタの各ビットについて、入力が求め
られます。

例
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について入力が求められます。
rommon 7 > confreg
Configuration Summary
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enabled are:
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
enable "diagnostic mode"? y/n [n]: y
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]: y
enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]: y
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]: y
enable "break/abort has effect"? y/n [n]: y
enable "ignore system config info"? y/n [n]: y
change console baud rate? y/n [n]: y
enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = 2400 [0]: 0
change the boot characteristics? y/n [n]: y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2-15 = boot system
[0]: 0
Configuration Summary
enabled are:
diagnostic mode
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
rommon 8>

USB フラッシュ装置の情報の入手
ここでは、ルータにインストールされている USB 装置の情報の入手方法について説明します。USB フ
ラッシュ装置から起動する手順については、「システム イメージのロード（boot）」（P.10）を参照して
ください。

手順の概要

1. dir usbflash [x]:
2. dev
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

dir usbflash [x]:

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します。

例：
rommon > dir usbflash1:

ステップ 2

dev

例：

• 0：ポート 0 に挿入されている USB フラッシュ装置
• 1：ポート 1 に挿入されている USB フラッシュ装置
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 > dev

ROM モニタの使用
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例
dir usbflash コマンドの出力例
rommon > dir usbflash0:
Directory of usbflash0:
2

18978364

-rw-

c3845-entbasek9-mz.124-0.5

Sample Output for the dev ROM Monitor Command
rommon 2 > dev
Devices in device table:
id

name

flash: compact flash
bootflash: boot flash
usbflash0: usbflash0
usbflash1: usbflash1
eprom: eprom

I/O メモリの変更（iomemset）
ここでは、memory-size iomemset コマンドを使用して I/O メモリを変更する方法について説明しま
す。

（注）

iomemset コマンドを使用するのは、ROM モニタ モードから I/O メモリを一時的に設定しなければな
らない場合に限られます。このコマンドは適切に使用しないと、ルータの動作に悪影響があります。
NVRAM のコンフィギュレーションで memory-size iomem コマンドが設定されている場合は、Cisco
IOS ソフトウェアで I/O メモリの割合を変更できます。NVRAM のコンフィギュレーションに Cisco
IOS コマンドが指定されている場合、iomemset コマンドを使用して ROM モニタで設定した I/O メモ
リの割合が使用されるのは、初回のルータ起動時だけです。その後のリロードでは、memory-size
iomem コマンドで設定され、NVRAM のコンフィギュレーションに保存されている I/O メモリの割合
が使用されます。
手動で I/O メモリを永続的に設定する場合は、memory-size iomem Cisco IOS コマンドを使用します。
Cisco IOS ソフトウェアから I/O メモリを設定した場合は、I/O メモリが正しく設定されるように、
ルータを再起動する必要があります。

手順の概要

1. iomemset i/o-memory percentage

ROM モニタの使用
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手順の詳細

コマンドまたはアクション
ステップ 1

iomemset i/o-memory percentage

目的

• I/O メモリおよびプロセッサ メモリとして使用する
DRAM の割合を変更します。

例：
rommon> iomemset 15

例
次の例では、I/O メモリとして使用する DRAM の割合を 15 に設定します。
rommon
usage:
rommon
rommon

2 > iomemset
iomemset [smartinit | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 ]
3 >
3 > iomemset 15

Invoking this command will change the io memory percent
*****WARNING:IOS may not keep this value*****
Do you wish to continue? y/n: [n]: y
rommon 4 > meminfo
------------------------------------------------Current Memory configuration is:
Onboard SDRAM: Size = 128 MB : Start Addr = 0x10000000
-----Bank 0 128 MB
-----Bank 1
0 MB
Dimm 0: Size = 256 MB : Start Addr = 0x00000000
-----Bank 0 128 MB
-----Bank 1 128 MB
------------------------------------------------Main memory size: 384 MB in 64 bit mode.
Available main memory starts at 0xa0015000, size 393132KB
IO (packet) memory size: 10 percent of main memory.
NVRAM size: 191KB

システム イメージの回復（tftpdnld）
ここでは、リモート TFTP サーバからルータのフラッシュ メモリに、ROM モニタ モードの tftpdnld
コマンドを使用して、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。

注意

tftpdnld コマンドを使用するのは、障害から回復する場合だけです。このコマンドは、ルータに新
しいソフトウェア イメージをダウンロードする前に、フラッシュ メモリの既存データをすべて消去
するからです。

tftpdnld 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。

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。

ROM モニタの使用
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制約事項
• ネットワーク モジュールまたはインターフェイス カードの LAN ポートは、ROM モニタ モードで
はアクティブになりません。したがって、TFTP ダウンロードに使用できるのは、ルータの固定
ポートだけです。ルータ上の固定イーサネット ポート（Cisco ルータに 2 つのギガビット イーサ
ネット ポートが搭載されている場合はどちらか一方）を使用できます。

• ルータにファイルをダウンロードすることだけが可能です。tftpdnld コマンドを使用して、ルータ
からファイルを取得することはできません。

手順の概要

1. IP_ADDRESS=ip_address
2. IP_SUBNET_MASK=ip_address
3. DEFAULT_GATEWAY=ip_address
4. TFTP_SERVER=ip_address
5. TFTP_FILE=[directory-path/]filename
6. FE_PORT=[0 | 1]
7. FE_SPEED_MODE=[0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5]
8. GE_PORT=[0 | 1]
9. GE_SPEED_MODE=[0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5]
10. MEDIA_TYPE=[0 | 1]
11. TFTP_CHECKSUM=[0 | 1]
12. TFTP_DESTINATION=[flash: | usbflash0: | usbflash1:]
13. TFTP_MACADDR=MAC_address
14. TFTP_RETRY_COUNT=retry_times
15. TFTP_TIMEOUT=time
16. TFTP_VERBOSE=setting
17. set
18. tftpdnld [-hr]
19. y
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

IP_ADDRESS=ip_address

ルータの IP アドレスを設定します。

例：
rommon > IP_ADDRESS=172.16.23.32

ステップ 2

IP_SUBNET_MASK=ip_address

ルータのサブネット マスクを設定します。

例：
rommon > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.224

ROM モニタの使用
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

DEFAULT_GATEWAY=ip_address

ルータのデフォルト ゲートウェイを設定します。

例：
rommon > DEFAULT_GATEWAY=172.16.23.40

ステップ 4

TFTP_SERVER=ip_address

ダウンロードするソフトウェアが保管されている TFTP
サーバを設定します。

例：
rommon > TFTP_SERVER=172.16.23.33

ステップ 5

TFTP_FILE=[directory-path/]filename

ルータにダウンロードするファイルの名前および保管場所
を設定します。

例：
rommon > TFTP_FILE=archive/rel22/c2801-i-mz

ステップ 6

FE_PORT=[0 | 1]

（任意）ファスト イーサネット ポートの 1 つを使用するよ
うに、入力ポートを設定します。

例：
rommon > FE_PORT=0

ステップ 7

FE_SPEED_MODE=[0 | 1 | 2 | 3 | 4]

例：
rommon > FE_SPEED_MODE=3

（任意）ファスト イーサネット ポートの速度モードを次の
オプションで設定します。

• 0：10 Mbps、半二重
• 1：10 Mbps、全二重
• 2：100 Mbps、半二重
• 3：100 Mbps、全二重
• 4：自動選択（デフォルト）

ステップ 8

GE_PORT=[0 | 1]

例：
rommon > GE_PORT=0

ステップ 9

GE_SPEED_MODE=[0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5]

例：
rommon > GE_SPEED_MODE=3

（任意）ギガビット イーサネット ポート（Cisco 1800 シ
リーズ ルータ、Cisco 2801 ルータ、または Cisco 2811
ルータでは使用不可）の 1 つを使用するように、入力ポー
トを設定します。
（任意）ギガビット イーサネット ポートの速度モードを次
のオプションで設定します。

• 0：10 Mbps、半二重
• 1：10 Mbps、全二重
• 2：100 Mbps、半二重
• 3：100 Mbps、全二重
• 4：1 Gbps、全二重
• 5：自動選択（デフォルト）
（このオプションは Cisco 1800 シリーズ ルータ、Cisco
2801 ルータ、または Cisco 2811 ルータでは使用できませ
ん）。
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コマンドまたはアクション
ステップ 10 MEDIA_TYPE=[0 | 1]
例：
rommon > MEDIA_TYPE=1

ステップ 11 TFTP_CHECKSUM=[0 | 1]
例：
rommon > TFTP_CHECKSUM=0

ステップ 12 TFTP_DESTINATION=[flash: | usbflash0: |
usbflash1:]

例：
rommon > TFTP_DESTINATION=usbflash0:

目的
（任意）ギガビット イーサネット接続のメディア タイプと
して RJ-45（0）または SFP（1）を設定します。Small
Form-Factor Pluggable（SFP）モードを使用できるのは、
GE_PORT=0（gig 0/0）の場合だけです。RJ-45 モードは、
gig 0/0 および gig 0/1（GE_PORT=0 または 1）の両方で使
用できます （このオプションは Cisco 1800 シリーズ ルー
タ、Cisco 2801 ルータ、または Cisco 2811 ルータでは使
用できません）。
（任意）ルータでダウンロードしたイメージのチェックサ
ム テストを実行するかどうかを決定します。

• 1：チェックサム テストを実行する（デフォルト）
• 0：チェックサム テストを実行しない
（任意）ターゲットのフラッシュ装置をコンパクト フラッ
シュまたは USB フラッシュとして指定します。

• flash:：コンパクト フラッシュ装置（デフォルト）
• usbflash0:：ポート 0 に挿入されている USB フラッ
シュ装置

• usbflash1:：ポート 1 に挿入されている USB フラッ
シュ装置
ステップ 13 TFTP_MACADDR=MAC_address

（任意）このルータの Media Access Control（MAC; メ
ディア アクセス コントロール）アドレスを設定します。

例：
rommon > TFTP_MACADDR=000e.8335.f360

ステップ 14 TFTP_RETRY_COUNT=retry_times
例：

（任意）ルータにアドレス解決プロトコル（ARP）および
TFTP ダウンロードを試行させる回数を設定します。デ
フォルト値は 7 です。

rommon > TFTP_RETRY_COUNT=10

ステップ 15 TFTP_TIMEOUT=time
例：

（任意）ダウンロード処理がタイムアウトするまでの時間
を秒数で設定します。デフォルトは 2400 秒（40 分）で
す。

TFTP_TIMEOUT=1800

ステップ 16 TFTP_VERBOSE=setting
例：
rommon > TFTP_VERBOSE=2

（任意）ファイル ダウンロードの進行状況をどのように表
示するかを次のオプションで設定します。

• 0：進行状況を表示しません。
• 1：感嘆符（!!!）でファイル ダウンロードの進行状況
を表示します。これはデフォルトの設定です。

• 2：ファイル ダウンロードの処理中に詳細な進行状況
を表示します。例を示します。
Initializing interface.
Interface link state up.
ARPing for 1.4.0.1
ARP reply for 1.4.0.1 received.
MAC address 00:00:0c:07:ac:01
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 17 set

ROM モニタ環境変数を表示します。ROM モニタ環境変数
が正しく設定されているかどうかを確認します。

例：
rommon > set

ステップ 18 tftpdnld [-h] [-r]

ROM モニタ環境変数で指定されたシステム イメージをダ
ウンロードします。
• -h を入力すると、コマンド構文のヘルプ テキストが表

例：
rommon > tftpdnld

示されます。

• -r を入力した場合は、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。

• オプション（-h および -r）を指定しなかった場合は、
指定され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。
ステップ 19 y

TFTP ダウンロードの続行を確認します。

例：
Do you wish to continue? y/n:

[n]:

y

例
システム イメージの回復（tftpdnld）の出力例
rommon
rommon
rommon
rommon
rommon
rommon

16
17
18
19
20
21

>
>
>
>
>
>

IP_ADDRESS=171.68.171.0
IP_SUBNET_MASK=255.255.254.0
DEFAULT_GATEWAY=171.68.170.3
TFTP_SERVER=171.69.1.129
TFTP_FILE=c2801-is-mz.113-2.0.3.Q
tftpdnld

IP_ADDRESS:
IP_SUBNET_MASK:
DEFAULT_GATEWAY:
TFTP_SERVER:
TFTP_FILE:

171.68.171.0
255.255.254.0
171.68.170.3
171.69.1.129
c2801-is-mz.113-2.0.3.Q

Invoke this command for disaster recovery only.
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
Do you wish to continue? y/n: [n]: y
Receiving c2801-is-mz.113-2.0.3.Q from 171.69.1.129 !!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!
File reception completed.
Copying file c2801-is-mz.113-2.0.3.Q to flash.
Erasing flash at 0x607c0000
program flash location 0x60440000
rommon 22 >

set ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 3 > set
PS1=rommon ! >
IP_ADDRESS=172.18.16.76
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IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192
DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65
TFTP_SERVER=172.18.16.2
TFTP_FILE=anyname/rel22_Jan_16/c2801-i-mz

次の作業
次回のシステム リロード時またはオフ / オン時に指定したイメージがロードされるようにルータを設定
する場合は、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の「Booting Commands」の章
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide』

クラッシュおよび停止時のトラブルシューティング（stack、context、
frame、sysret、meminfo）
ここでは、ルータのクラッシュまたは停止時のトラブルシューティングに使用できる ROM モニタ コ
マンドを記載および説明します。
大部分の debug ROM モニタ コマンドは、ルータがクラッシュまたは停止したときに限って有効です。
クラッシュ情報がないときに debug コマンドを入力すると、次のエラー メッセージが表示されます。
"xxx: kernel context state is invalid, can not proceed."

ここで取り上げる ROM モニタ コマンドはいずれも任意で使用します。また、入力順も任意です。

ルータのクラッシュ
ルータまたはシステムのクラッシュとは、システムが回復不能なエラーを検出して自動的に再起動する
状況です。クラッシュを引き起こすエラーは通常、プロセッサ ハードウェアによって検出され、ROM
モニタの特殊なエラー処理コードに自動的に分岐します。ROM モニタはエラーを識別してメッセージ
を出力し、障害情報を保存してシステムを再起動します。クラッシュ時のトラブルシューティングの詳
細については、テクニカル ノート『Troubleshooting Router Crashes』および『Understanding
Software-forced Crashes』を参照してください。

ルータの停止
ルータまたはシステムの停止とは、システムがコンソール ポートの入力に反応しないか、または
Telnet、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）など、ネットワークから送信されたクエリに応答
しない状況です。
ルータが停止するのは、次の場合です。

• コンソールが反応しない
• トラフィックがルータを通過しない
ルータ停止の詳細については、テクニカル ノート『Troubleshooting Router Hangs』を参照してくださ
い。

ROM モニタでのコンソール通信の障害
設定に誤りがあると、速度の不一致などの矛盾が原因で、コンソールとルータ間の接続を確立できない
ことがあります。コンソールに間違った文字が表示されるのが代表的な現象です。

ROM モニタの使用
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この種の ROM モニタ障害が発生した場合は、トラブルシューティングのためにルータを起動できるよ
うに、マザーボードのジャンパ設定を変更しなければならないことがあります。マザーボードのアクセ
ス手順およびジャンパの位置については、ルータに対応するハードウェア インストレーション マニュ
アルで、内蔵コンポーネントの取り付けに関する章を参照してください。
変更するジャンパは DUART DFLT です。このジャンパは、ユーザの設定に関係なく、コンソール接続
のデータ レートを 9600 に設定します。判明している適正値にデータ レートが強制的に設定されます。

制約事項
ルータ クラッシュのトラブルシューティングでリロードまたはオフ / オンが必要な場合を除き、ルータ
を手動でリロードまたはオン / オフしないでください。システムのリロードまたはオフ / オンによって、
問題の根本原因を突き止めるために必要な重要情報が失われる可能性があります。

手順の概要

1. stack
または

k
2. context
3. frame [number]
4. sysret
5. meminfo
手順の詳細

コマンドまたはアクション
ステップ 1

stack

または
k

目的
（任意）スタック トレースを取得します。

• ROM モニタ モードでこのコマンドを効果的に利用す
る方法については、テクニカル ノート
『Troubleshooting Router Hangs 』を参照してくださ
い。

例：
rommon > stack

ステップ 2

context

（任意）障害発生時の CPU コンテキストを表示します。

• 可能な場合は、ロードされたイメージのコンテキスト
例：
rommon > context

ステップ 3

frame [number]

がカーネル モードおよびプロセス モードで表示されま
す。
（任意）特定のスタック フレーム全体を表示します。

• デフォルトは 0（ゼロ）で、最も新しいフレームを意
例：

味します。

rommon > frame 4

ROM モニタの使用
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

sysret

（任意）最後に起動されたシステム イメージからの戻り情
報を表示します。

• この戻り情報には、イメージ中止の理由、最大 8 フ

例：
rommon > sysret

ステップ 5

目的

meminfo [-l]

レームのスタック ダンプ、さらに例外が関係している
場合は、例外が発生したアドレスが含まれます。
（任意）下記を含めたメモリ情報を表示します。

• メイン メモリのサイズ、開始アドレス、利用可能な範
例：

囲

rommon > meminfo

• パケット メモリ サイズ
• NVRAM サイズ
または、meminfo -l コマンドを使用すると、ルータでサ
ポートされる DRAM 構成に関する情報が得られます。

例
ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「stack ROM モニタ コマンドの出力例」（P.28）
• 「context ROM モニタ コマンドの出力例」（P.28）
• 「frame ROM モニタ コマンドの出力例」（P.29）
• 「sysret ROM モニタ コマンドの出力例」（P.29）
• 「meminfo ROM モニタ コマンドの出力例」（P.29）

ROM モニタの使用
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stack ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 6> stack
Kernel Level Stack Trace:
Initial SP = 0x642190b8, Initial PC = 0x607a0d44, RA = 0x61d839f8
Frame 0 : FP= 0x642190b8, PC= 0x607a0d44,
0 bytes
Frame 1 : FP= 0x642190b8, PC= 0x61d839f8, 24 bytes
Frame 2 : FP= 0x642190d0, PC= 0x6079b6c4, 40 bytes
Frame 3 : FP= 0x642190f8, PC= 0x6079ff70, 32 bytes
Frame 4 : FP= 0x64219118, PC= 0x6079eaec,
0 bytes
Process
Initial
Frame 0
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4

Level Stack Trace:
SP = 0x64049cb0, Initial PC = 0x60e3b7f4, RA = 0x60e36fa8
: FP= 0x64049cb0, PC= 0x60e3b7f4, 24 bytes
: FP= 0x64049cc8, PC= 0x60e36fa8, 24 bytes
: FP= 0x64049ce0, PC= 0x607a5800, 432 bytes
: FP= 0x64049e90, PC= 0x607a8988, 56 bytes
: FP= 0x64049ec8, PC= 0x64049f14,
0 bytes

context ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 7> context
Kernel
Reg
-----zero
AT
v0
v1
a0
a1
a2
a3
t0
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
HI
EPC
Stat

Level Context:
MSW
LSW
---------- ---------: 00000000
00000000
: 00000000
24100000
: 00000000
00000003
: 00000000
00000000
: 00000000
0000002b
: 00000000
00000003
: 00000000
00000000
: 00000000
64219118
: 00000000
00070808
: 00000000
00000000
: 00000000
63e10000
: 00000000
34018001
: ffffffff
ffff80fd
: ffffffff
fffffffe
: 00000000
3401ff02
: 00000000
6408d464
: ffffffff
e57fce22
: 00000000
607a0d44
: 34018002

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Reg
----s0
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
t8
t9
k0
k1
gp
sp
s8
ra
LO
ErrPC
Cause

MSW
LSW
---------- ---------: 00000000
34018001
: 00000000
00000001
: 00000000
00000003
: 00000000
00000000
: 00000000
64219118
: 00000000
62ad0000
: 00000000
63e10000
: 00000000
63e10000
: ffffffff
e7400884
: 00000000
00000000
: 00000000
00000000
: 00000000
63ab871c
: 00000000
63c1c2d8
: 00000000
642190b8
: 00000000
6429274c
: 00000000
61d839f8
: ffffffff
ea545255
: ffffffff
bfc05f2c
: 00000020

Process Level Context:
Reg
MSW
LSW
------ ---------- ---------zero
: 00000000
00000000
AT
: 00000000
63e10000
v0
: 00000000
00000000
v1
: 00000000
00000440
a0
: 00000000
00000000
a1
: 00000000
00070804
a2
: 00000000
00000000
a3
: 00000000
00000000
t0
: 00000000
00000000
t1
: 00000000
64928378
t2
: 00000000
00000001
t3
: ffffffff
ffff00ff
t4
: 00000000
6079eee0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Reg
----s0
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
t8
t9
k0
k1
gp

MSW
LSW
---------- ---------: 00000000
6401a6f4
: 00000000
00000000
: 00000000
64049cf0
: 00000000
63360000
: 00000000
63360000
: 00000000
62ad0000
: 00000000
63e10000
: 00000000
63e10000
: ffffffff
e7400884
: 00000000
00000000
: 00000000
644822e8
: 00000000
61d86d84
: 00000000
63c1c2d8

ROM モニタの使用
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t5
t6
t7
HI
EPC
Stat

:
:
:
:
:
:

00000000
00000000
00000000
ffffffff
00000000
3401ff03

00000001
00000000
6408d464
e57fce22
60e3b7f4

|
|
|
|
|
|

sp
s8
ra
LO
ErrPC
Cause

:
:
:
:
:
:

00000000
00000000
00000000
ffffffff
ffffffff
ffffffff

64049cb0
6429274c
60e36fa8
ea545255
ffffffff

frame ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 6 > frame 2
Stack Frame
[0x642190d0
[0x642190d4
[0x642190d8
[0x642190dc
[0x642190e0
[0x642190e4
[0x642190e8
[0x642190ec
[0x642190f0
[0x642190f4

2, SP = 0x642190d0, Size = 40 bytes
: sp + 0x000] = 0xffffffff
: sp + 0x004] = 0xbfc05f2c
: sp + 0x008] = 0xffffffff
: sp + 0x00c] = 0xffffffff
: sp + 0x010] = 0x6401a6f4
: sp + 0x014] = 0x00000000
: sp + 0x018] = 0x64049cf0
: sp + 0x01c] = 0x63360000
: sp + 0x020] = 0x63360000
: sp + 0x024] = 0x6079ff70

sysret ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 8> sysret
System Return Info:
count: 19, reason: user break
pc:0x801111b0, error address: 0x801111b0
Stack Trace:
FP: 0x80005ea8, PC: 0x801111b0
FP: 0x80005eb4, PC: 0x80113694
FP: 0x80005f74, PC: 0x8010eb44
FP: 0x80005f9c, PC: 0x80008118
FP: 0x80005fac, PC: 0x80008064
FP: 0x80005fc4, PC: 0xfff03d70
FP: 0x80005ffc, PC: 0x00000000
FP: 0x00000000, PC: 0x00000000

meminfo ROM モニタ コマンドの出力例
rommon 3> meminfo
------------------------------------------------Current Memory configuration is:
Onboard SDRAM: Size = 128 MB : Start Addr = 0x10000000
-----Bank 0 128 MB
-----Bank 1
0 MB
Dimm 0: Size = 256 MB : Start Addr = 0x00000000
-----Bank 0 128 MB
-----Bank 1 128 MB
------------------------------------------------Main memory size: 384 MB in 64 bit mode.
Available main memory starts at 0xa0015000, size 393132KB
IO (packet) memory size: 10 percent of main memory.
NVRAM size: 191KB

ROM モニタの使用
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meminfo -l コマンドを使用すると、ルータでサポートされる DRAM 構成に関する情報が得られます。
コマンドの出力例を示します。
rommon 4 > meminfo -l
The following 64 bit memory configs are supported:
------------------------------------------------Onboard SDRAM
DIMM SOCKET 0
TOTAL MEMORY
Bank 0 Bank1
Bank 0 Bank 1
-----------------------------------128 MB
0 MB
0 MB
0 MB
128 MB
128 MB
0 MB
64 MB
0 MB
192 MB
128 MB
0 MB
64 MB 64 MB
256 MB
128 MB
0 MB
128 MB
0 MB
256 MB
128 MB
0 MB
128 MB 128 MB
384 MB
128 MB
0 MB
256 MB
0 MB
384 MB

トラブルシューティングのヒント
次のテクニカル ノートを参照してください。

• 『Troubleshooting Router Crashes』
• 『Understanding Software-forced Crashes』
• 『Troubleshooting Router Hangs』

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。

• ルータをリロードし、通常であればシステム 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は、次のどちらかの方法で、ROM モニタ モー
ドを終了できます。

– i コマンドまたは reset コマンドを入力します。起動プロセスが再開され、システム イメージ
がロードされます。

– cont コマンドを入力します。起動プロセスが続行され、システム イメージがロードされます。
• 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。

手順の概要

1. dir flash: [directory]
2. boot flash: [directory] [filename]
または

boot filename tftpserver
または

boot [filename]

ROM モニタの使用
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

dir flash:[directory]

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

例：
rommon > dir flash:

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。
ステップ 2

boot flash:[directory] [filename]

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

または
boot filename tftpserver

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

または

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。

boot [filename]

• 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。

例：
ROMMON > boot flash:myimage

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。

例：
ROMMON > boot someimage 172.16.30.40

（注）

例：
ROMMON > boot

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。

例
ROM モニタ モードの dir flash: コマンドの出力例
rommon > dir flash:
File size
2229799 bytes (0x220627)

Checksum
0x469e

File name
c2801-j-m2.113-4T

次の作業
実行するシステム イメージがルータ上にあるので、次回のシステム リロード時またはオフ / オン時に
正しいイメージがロードされるようにルータを設定します。次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の「Booting Commands」の章
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide』

ROM モニタの使用
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その他の参考資料
ここでは、ROM モニタの使用に関連する参考資料を紹介します。

関連資料
関連項目

参照先

PC とルータ コンソール ポート間の接続

• ご使用のルータのクイック スタート ガイド
• 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

ルータの再起動から 60 秒以内に ROM モニタ モード 『Standard Break Key Sequence Combinations During Password
を開始する Break キー シーケンスの組み合わせ
Recovery』

ROM モニタのアップグレード

『ROM Monitor Download Procedures for Cisco 2691, Cisco 3631,
Cisco 3725, and Cisco 3745 Routers』
（注）

記載されている手順は、Cisco 1841 シリーズ、Cisco 2800
シリーズ、および Cisco 3800 シリーズにも当てはまりま
す。

ブート イメージ（Rx-boot）を使用してシステム イ
メージを回復またはアップグレードする方法

『How to Upgrade from ROMmon Using the Boot Image』

起動およびコンフィギュレーション レジスタ コマン
ド

『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』

システム イメージのロード、メンテナンス、リブート 『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management
Configuration Guide』
システム イメージの選択およびダウンロード

Software Center
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml

コンソール ダウンロード（xmodem）

『Xmodem Console Download Procedure Using ROMmon』

ルータのクラッシュ

『Troubleshooting Router Crashes』
『Understanding Software-forced Crashes』

ルータの停止

『Troubleshooting Router Hangs』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

TAC のホームページには、3 万ページに及ぶ検索可能 http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
な技術情報があります。製品、テクノロジー、ソ
リューション、技術的なヒント、およびツールへのリ
ンクもあります。Cisco.com に登録済みのユーザは、
このページから詳細情報にアクセスできます。1
1. 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。
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CompactFlash メモリ カードの使用方法
Cisco 3800 シリーズ、Cisco 2800 シリーズ、および Cisco 1800 シリーズでは、外部 CompactFlash
（CF）メモリ カードを使用して、システム イメージ、一部のソフトウェア機能のデータ、およびコン
フィギュレーション ファイルを保存します。CF メモリ カードでは、次のファイル システムを使用し
ます。サポートされるファイル システムは、ルータ モデルによって異なります。
• クラス B フラッシュ ファイル システム、別名 Low-End File System（LEFS; ローエンド ファイル
システム）

• クラス C フラッシュ ファイル システム、標準の DOS ファイル システムに類似
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

• 「このマニュアルでサポートされるプラットフォーム」（P.1）
• 「要件および制限事項」（P.2）
• 「活性挿抜」（P.2）
• 「CF メモリ カードのフォーマット方法」（P.3）
• 「CF メモリ カード上でのファイル操作」（P.5）
• 「CF メモリ カード上でのディレクトリ操作」（P.8）

このマニュアルでサポートされるプラットフォーム
このマニュアルは、次のプラットフォームに対して使用してください。

• Cisco 1800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

要件および制限事項

要件および制限事項
• Cisco 3800 シリーズ、Cisco 2800 シリーズ、および Cisco 1800 シリーズは内部フラッシュ メモリ
をサポートしません。システム イメージを保存できるのは CF メモリ カード上だけなので、シス
テム イメージを起動するには、CF メモリ カードを搭載しておく必要があります。
• 新しい CF メモリ カードを消去（クラス B）またはフォーマット（クラス C）してから、クラス B
またはクラス C のフラッシュ ファイル システムでカードを初期化することを推奨します。こうす
ると、確実に正しくフォーマットされ、ROM モニタがフラッシュ メモリを認識して起動できるよ
うになります。

• 各プラットフォームでサポートされるのは、シスコから購入された CF メモリ カードだけです。

Cisco 1800 シリーズ ルータおよび Cisco 2801 ルータ
• サポートするのはクラス C フラッシュ ファイル システムだけです。
• サポートするのは外部 CF メモリ カードだけです。
• CF メモリ カード ファイル システムは、Cisco 1800 シリーズまたは Cisco 2801 でフォーマットで
きます。ファイル システムのフォーマット後は、CF メモリ リーダーを備えた PC との間で、CF
メモリ カードを相互にコピーできます。PC を使用して CF メモリ カードをフォーマットする場合
は、Microsoft 16-bit File Allocation Table（FAT16）ファイル システムだけを使用します。

Cisco 3800 シリーズ ルータおよび Cisco 2800 シリーズ ルータ（Cisco 2801 ルータは除く）
• クラス B およびクラス C のフラッシュ ファイル システムをサポートします。
• サポートするのは外部 CF メモリ カードだけです。
• PC を使用して CF メモリ カードをフォーマットする場合は、FAT16、Microsoft 32-bit File
Allocation Table（FAT32）、または Microsoft Windows NT File System（NTFS）でカードを
フォーマットできます。または、ルータで CF メモリ カードをフォーマットできます。

（注）

ルータでフォーマットした場合、フラッシュ メモリ カードはプラットフォームに依存しない業界標準
のファイル システムである、DOSFS ファイル システムでフォーマットされます。このフォーマット
は、すべての Cisco 3800 シリーズ ルータ、Cisco 2800 シリーズ ルータ、および Cisco 1800 シリーズ
ルータでサポートされます。

活性挿抜
Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）機能により、ルータをオフにしたり、他のイン
ターフェイスの動作に影響を与えたりすることなく、CF メモリ カードを交換できます。CF メモリ
カードの OIR は、ネットワーク ユーザに対して連続動作を実現し、ルーティング情報を維持し、セッ
ション維持を保証します。

注意

フラッシュ メモリが使用中であることを示す、ルータの「CF」LED が点灯している場合は、外部
CF メモリ カードを取り出さないでください。ソフトウェアが CF メモリ カードにアクセスしてい
るからです。CF メモリ カードを取り外すと、ネットワークが中断する可能性があります。一部のソ
フトウェア機能では CF メモリ カードを使用して、テーブルまたはその他の重要データを保管するか
らです。
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外部 CF メモリ カードの挿入、取り出し、および交換手順については、ルータに付属しているハード
ウェア インストレーション マニュアルを参照してください。

CF メモリ カードのフォーマット方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「CF メモリ カード上のファイル システムの判別」（P.3）
• 「クラス B フラッシュ ファイル システムとして CF メモリをフォーマットする場合」（P.4）
• 「クラス C ファイル システムとして CF メモリをフォーマットする場合」（P.4）

CF メモリ カード上のファイル システムの判別
CF メモリ カードのファイル システムを判別するには、特権 EXEC モードで show flash: コマンドを入
力します。
• 出力にジオメトリ（構成）およびフォーマット情報が含まれていない場合、そのカードはクラス B
フラッシュ ファイル システムでフォーマットされています。

• 出力にジオメトリおよびフォーマット情報が含まれている場合、そのカードはクラス C フラッ
シュ ファイル システムでフォーマットされています。
次に、クラス B およびクラス C フラッシュ ファイル システムの出力例を示します。

クラス B フラッシュ ファイル システムの外部カード：例
ジオメトリおよびフォーマット情報は表示されません。
Router# show flash: all
Partition
Mode
1
Direct

Size
125184K

Used

Free

20390K

104793K

Bank-Size

State

0K

Copy

Read/Write

System Compact Flash directory:
File Length
Name/status
addr
fcksum ccksum
1
6658376 c28xx-i-mz
0x40
0xE0FF 0xE0FF
2
14221136 c2800-telcoent-mz
0x6599C8 0x5C3D 0x5C3D
[20879640 bytes used, 107308776 available, 128188416 total]
125184K bytes of ATA System Compact Flash (Read/Write)
Chip information NOT available.

クラス C フラッシュ ファイル システムの外部カード：
ジオメトリおよびフォーマット情報の表示形式は、次のとおりです。
Router# show flash: all
-#- --length-- -----date/time------ path
1
6658376 Mar 01 2004 04:27:46 c28xx-i-mz
25268224 bytes available (6664192 bytes used)
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******** ATA Flash Card Geometry/Format Info ********
ATA CARD GEOMETRY
Number of Heads:
Number of Cylinders
Sectors per Cylinder
Sector Size
Total Sectors
ATA CARD FORMAT
Number of FAT Sectors
Sectors Per Cluster
Number of Clusters
Number of Data Sectors
Base Root Sector
Base FAT Sector
Base Data Sector

4
490
32
512
62720

31
8
7796
62560
155
93
187

クラス B フラッシュ ファイル システムとして CF メモリをフォーマットす
る場合
特権 EXEC モードで erase コマンドを使用して、次の作業を行います。

• クラス B フラッシュ ファイル システムで CF メモリ カードをフォーマットする
• クラス B フラッシュ ファイル システムでフォーマットされた CF メモリ カードからファイルを削
除する

クラス B フラッシュ ファイル システムとして CF メモリをフォーマットする場合：例
Router# erase flash:
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
Current DOS File System flash card in flash: will be formatted into Low
End File System flash card! Continue? [confirm]
Erasing device...
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
...erased
Erase of flash: complete

クラス C ファイル システムとして CF メモリをフォーマットする場合
特権 EXEC モードで format コマンドを使用して、次の作業を行います。

• クラス C フラッシュ ファイル システムで CF メモリ カードをフォーマットする
• クラス C フラッシュ ファイル システムでフォーマットされた CF メモリ カードからファイルを削
除する
クラス C フラッシュ ファイル システムとして CF メモリをフォーマットする場合：例
Router# format flash:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in "flash:". Continue? [confirm]
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Enter volume ID (up to 64 chars)[default flash]:
Current Low End File System flash card in flash will be formatted into DOS
File System flash card! Continue? [confirm]
Format:Drive communication & 1st Sector Write OK...
Writing Monlib sectors ..................................................................
Monlib write complete
Format:All system sectors written. OK...
Format:Total sectors in formatted partition:250592
Format:Total bytes in formatted partition:128303104
Format:Operation completed successfully.
Format of flash complete

CF メモリ カード上でのファイル操作
ファイルおよびディレクトリの操作は、フォーマットしたファイル システムがクラス B なのかクラス
C なのかによって異なります。
ここでは、外部 CF メモリ カードに対する次のファイル操作について説明します。

• 「ファイルのコピー」（P.5）
• 「ファイルの表示」（P.6）
• 「ファイル内容の表示」（P.6）
• 「ジオメトリおよびフォーマット情報の表示（クラス C 限定）」（P.6）
• 「ファイルの削除」（P.7）
• 「ファイル名の変更」（P.8）

ファイルのコピー
ファイルをコピーするには、特権 EXEC モードで copy コマンドを入力します。CF メモリ カードに保
存されているファイルを指定するには、ファイル名の前に flash: を加えます。

例：ファイルのコピー
次の例では、CF メモリ カード上のファイル my-config1 をシステム メモリの startup-config ファイル
にコピーします。
Router# copy flash:my-config1 startup-config
Destination filename [startup-config]?
[OK]
517 bytes copied in 4.188 secs (129 bytes/sec)

次の例では、CF メモリ カード上のファイル my-config2 をシステム メモリの running-config ファイル
にコピーします。
Router# copy flash:my-config2 running-config
Destination filename [running-config]?
709 bytes copied in 0.72 secs
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ファイルの表示
CF メモリ カード上のファイルを一覧表示するには、特権 EXEC モードで dir flash: コマンドを使用し
て、次の作業を行います。
Router# dir flash:
Directory of flash:/
1580 -rw6462268
Mar 06 2004 06:14:02
3 -rw6458388
Mar 01 2004 00:01:24
63930368 bytes total (51007488 bytes free)

c28xx-i-mz.3600ata
c28xx-i-mz

ファイル内容の表示
フラッシュ メモリに保存されているファイルの内容を表示するには、特権 EXEC モードで more flash:
コマンドを使用して、次の作業を行います。
Router# more flash:c28xx-i-mz
00000000: 7F454C46
00000010: 00020061
00000020: 00000054
00000030: 00050008
00000040: 80008000
00000050: 0000011C
00000060: 80008000
00000070: 00000000
00000080: 00000001
00000090: 00000700
000000A0: 00000000
000000B0: 8000C700
000000C0: 00000000
000000D0: 00000001
000000E0: 00000020
000000F0: 00000000
00000100: 8000CAA0
00000110: 00000000
00000120: 679C4A80
00000130: AC3FC710
00000140: AC25C718
00000150: AC27C720
00000160: AC31C728
--More-- q

01020100
00000001
20000001
00000001
00628A44
0000001B
0000011C
00000008
00000002
00000000
00000029
0000481C
00000004
10000003
00000000
0000002F
00004BBC
00000008
3C018001
3C018001
3C018001
3C018001
3C018001

00000000
80008000
00340020
0000011C
00650EEC
00000001
00004000
00000000
8000C000
00000000
00000001
00000380
00000000
8000CA80
00000000
00000001
00623FA4
00000000
AC3DC70C
AC24C714
AC26C71C
AC30C724
AC32C72C

00000000
00000034
00010028
80008000
00000007
00000006
00000000
00000021
0000411C
00000004
00000003
00000000
0000002F
00004B9C
00000008
10000003
00000000
3C1C8001
3C018001
3C018001
3C018001
3C018001
3C018001

.ELF
...a
...T
....
....
....
....
....
....
....
....
..G.
....
....
...
....
..J
....
g.J.
,?G.
,%G.
,'G
,1G(

....
....
...
....
.b.D
....
....
....
....
....
...)
..H.
....
....
....
.../
..K<
....
<...
<...
<...
<...
<...

....
....
.4.
....
.e.l
....
..@.
....
..@.
....
....
....
....
..J.
....
....
.b?$
....
,=G.
,$G.
,&G.
,0G$
,2G,

....
...4
...(
....
....
....
....
...!
..A.
....
....
....
.../
..K.
....
....
....
<...
<...
<...
<...
<...
<...

ジオメトリおよびフォーマット情報の表示（クラス C 限定）
クラス C フラッシュ ファイル システムでフォーマットされた CF メモリ カードのジオメトリおよび
フォーマット情報を表示するには、特権 EXEC モードで show flash: filesys コマンドを使用して、次
の作業を行います。
Router# show flash: filesys
******** ATA Flash Card Geometry/Format Info ********
ATA CARD GEOMETRY
Number of Heads:
Number of Cylinders
Sectors per Cylinder
Sector Size

4
490
32
512
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Total Sectors
ATA CARD FORMAT
Number of FAT Sectors
Sectors Per Cluster
Number of Clusters
Number of Data Sectors
Base Root Sector
Base FAT Sector
Base Data Sector

62720

31
8
7796
62560
155
93
187

ファイルの削除
CF メモリ カードからファイルを削除するには、delete flash: コマンドを使用して、次の作業を行いま
す。
クラス B フラッシュ ファイル システムを使用している場合、delete flash: コマンドの入力後も、削除
したファイルのメモリ スペースは引き続き使用状態ですが、削除ファイルを回復できません。削除
ファイルが使用していたメモリ スペースを回収するには、特権 EXEC モードで squeeze flash: コマン
ドを入力します。

（注）

squeeze flash コマンドを使用するのは、クラス B フラッシュ ファイル システムの場合だけです。クラ
ス C フラッシュ ファイル システムの場合は、未使用のファイル スペースが自動的に回復されるので、
このコマンドは不要です。さらに、squeeze flash コマンドは、Cisco 1800 シリーズ ルータまたは
Cisco 2801 ルータでは使用できません。

（注）

dir flash: コマンドの出力には、削除されたファイルおよびエラーのあるファイルは含まれません。エ
ラーのあるファイルおよび squeeze flash: コマンドでメモリ スペースがまだ回収されていない削除
ファイルを含めて、クラス B フラッシュ ファイル システム上のすべてのファイルを表示するには、
dir /all flash: コマンドを入力するか、または特権 EXEC モードで show flash: コマンドを入力します。
クラス B フラッシュ ファイル システムの CF メモリ カードからファイルを削除する場合：例
次の例では、外部 CF メモリ カードからファイル c28xx-i-mz.tmp を削除します。
Router# delete flash:c28xx-i-mz.tmp
Delete filename [c28xx-i-mz.tmp]?
Delete flash:c28xx-i-mz.tmp? [confirm]

このファイルは削除されたので、dir flash: コマンドを入力しても表示されません。
Router# dir flash:
Directory of flash:/
1580 -rw6462268
Mar 06 2004 06:14:02 c28xx-i-mz.3600ata
3 -rw6458388
Mar 01 2004 00:01:24 c28xx-i-mz
63930368 bytes total (51007488 bytes free)

ただし、クラス B ファイル システムを使用している場合、削除ファイルのメモリ スペースがまだ回収
されていないので、show flash: コマンドを入力したときには削除ファイルが表示されます。
Router# show flash:
Flash Compact Flash directory:
File Length
Name/status

CompactFlash メモリ カードの使用方法
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1
6458208
2
6458208
[12916544 bytes
15680K bytes of

c28xx-i-mz.tmp [deleted]
c28xx-i-mz
used, 3139776 available, 16056320 total]
ATA Compact Flash (Read/Write)

削除ファイルが使用していたメモリ スペースを回収するには、squeeze flash: コマンドを入力します。
Router# squeeze flash:
Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]
squeeze in progress...
sssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Rebuild file system directory...
Squeeze complete

ファイル名の変更
CF メモリ カード上のファイル名を変更するには、特権 EXEC モードで rename コマンドを入力しま
す。
Router# dir flash:
Directory of flash:/
3
1580

-rw-rw-

6458388
6462268

Mar 01 2004 00:00:58
Mar 06 2004 06:14:02

c28xx-i-mz.tmp
c28xx-i-mz.3600ata

63930368 bytes total (51007488 bytes free)
Router# rename flash:c28xx-i-mz.tmp flash:c28xx-i-mz
Destination filename [c28xx-i-mz]?
Router# dir flash:
Directory of flash:/
1580
3

-rw-rw-

6462268
6458388

Mar 06 2004 06:14:02
Mar 01 2004 00:01:24

c28xx-i-mz.3600ata
c28xx-i-mz

63930368 bytes total (51007488 bytes free)

CF メモリ カード上でのディレクトリ操作
ディレクトリの操作は、フォーマットしたファイル システムがクラス B なのかクラス C なのかによっ
て異なります。
ここでは、Cisco ルータ上の外部 CF メモリ カードに対するディレクトリ操作について説明します。

• 「ディレクトリの開始および現在のディレクトリの判別」（P.9）
• 「新しいディレクトリの作成」（P.9）
• 「ディレクトリの削除」（P.10）
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ディレクトリの開始および現在のディレクトリの判別
CF メモリ カードのディレクトリを開始するには、特権 EXEC モードで cd コマンドを入力します。cd
コマンドによって、デフォルトのディレクトリまたはファイル システムが指定されたり変更されたり
します。ファイル システムを指定しないで、cd を単独で入力した場合は、デフォルトのホーム ディレ
クトリ、つまり flash が開始されます。
Router# cd

現在のディレクトリを調べるには、特権 EXEC モードで pwd コマンドを入力します。CLI（コマンド
ライン インターフェイス）により、cd コマンドによってデフォルトとして指定されたディレクトリま
たはファイル システムが表示されます。
Router# pwd
flash:

現在のディレクトリに含まれているファイルを一覧表示するには、特権 EXEC モードで dir コマンド
を入力します。CLI により、cd コマンドによってデフォルトとして指定されたファイル システム内の
ファイルが表示されます。
Router# dir
Directory of flash:/
1580
3

-rw-rw-

6462268
6458388

Mar 06 2004 06:14:02
Mar 01 2004 00:01:24

c28xx-i-mz.3600ata
c28xx-i-mz

63930368 bytes total (51007488 bytes free)

ディレクトリの開始：例
/config ディレクトリを開始する場合
Router# cd config

現在のディレクトリが /config であることを確認する場合
Router# pwd
flash:/config/
Router# dir
Directory of flash:/config/
380
203

-rw-rw-

6462268
6458388

Mar 08 2004 06:14:02
Mar 03 2004 00:01:24

myconfig1
myconfig2

63930368 bytes total (51007488 bytes free)

新しいディレクトリの作成
フラッシュ メモリに新しいディレクトリを作成するには、特権 EXEC モードで mkdir flash: コマンド
を入力します。

新しいディレクトリの作成：例
次の例では、「config」という名前の新しいディレクトリを作成し、さらに「config」ディレクトリ内
に「test-config」という新しいサブディレクトリを作成します。
Router# dir flash:
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OL-5596-01-J

9

CF メモリ カード上でのディレクトリ操作

Directory of flash:/
1580
3

-rw-rw-

6462268
6458388

Mar 06 2004 06:14:02
Mar 01 2004 00:01:24

c28xx-i-mz.3600ata
c28xx-i-mz

63930368 bytes total (51007488 bytes free)
Router# mkdir flash:/config
Create directory filename [config]?
Created dir flash:/config
Router# mkdir flash:/config/test-config
Create directory filename [/config/test-config]?
Created dir flash:/config/test-config
Router# dir flash:
Directory of flash:/
3 -rw1580 drw-

6458208

Mar 01 2004 00:04:08 c28xx-i-mz.tmp
Mar 01 2004 23:48:36 config

0

128094208 bytes total (121626624 bytes free)

ディレクトリの削除
フラッシュ メモリに新しいディレクトリを削除するには、特権 EXEC モードで rmdir flash: コマンド
を入力します。
ディレクトリを削除する前に、ディレクトリからすべてのファイルおよびサブディレクトリを削除して
おく必要があります。

例：ディレクトリの削除
次の例では、サブディレクトリ test-config を削除します。
Router# dir
Directory of flash:/config/
1581

drw-

0

Mar 01 2004 23:50:08

test-config

128094208 bytes total (121626624 bytes free)
Router# rmdir flash:/config/test-config
Remove directory filename [/config/test-config]?
Delete flash:/config/test-config? [confirm]
Removed dir flash:/config/test-config
Router# dir
Directory of flash:/config/
No files in directory
128094208 bytes total (121630720 bytes free)
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システム イメージのアップグレード
この資料では、ルータ上の Cisco IOS ソフトウェア 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。

内容
• 「このマニュアルでサポートされるプラットフォーム」（P.1）
• 「システム イメージのアップグレードに関する制限事項」（P.1）
• 「システム イメージのアップグレードに関する情報」（P.2）
• 「システム イメージのアップグレード方法」（P.3）
• 「その他の参考資料」（P.24）

このマニュアルでサポートされるプラットフォーム
• Cisco 1800 シリーズ ルータ
• Cisco 2800 シリーズ ルータ
• Cisco 3800 シリーズ ルータ

システム イメージのアップグレードに関する制限事項
• Cisco 3800 シリーズ、Cisco 2800 シリーズ、および Cisco 1800 シリーズがサポートするのは、外
部 CompactFlash メモリ カードだけです。内蔵フラッシュ メモリはサポートされません。詳細に
ついては、「CompactFlash メモリ カードの使用方法」を参照してください。

Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

システム イメージのアップグレード
システム イメージのアップグレードに関する情報

システム イメージのアップグレードに関する情報
ルータ上のシステム イメージをアップグレードするには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「システム イメージをアップグレードする理由」（P.2）
• 「ルータ上で稼働している Cisco IOS Release を調べる方法」（P.2）
• 「新しい Cisco IOS Release およびフィーチャ セットの選択方法」（P.2）
• 「システム イメージのダウンロード元」（P.2）

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。ルータには出荷時点で、イメー
ジがすでに組み込まれています。それでも、いずれかの時点で、ルータに別の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、ソフトウェアを最新のリリースにアップグレードする場合、
ネットワーク内のすべてのルータで同じ Cisco IOS Release を使用する場合などです。システム イメー
ジごとに、異なる Cisco IOS フィーチャ セットが収められています。

ルータ上で稼働している Cisco IOS Release を調べる方法
システムで現在稼働している Cisco IOS Release、およびシステム イメージのファイル名を調べるに
は、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで show version コマンドを入力します。

新しい Cisco IOS Release およびフィーチャ セットの選択方法
ご使用のプラットフォームと必要な機能をサポートする Cisco IOS リリースとフィーチャ セットを調
べるには、http://www.cisco.com/go/fn から Cisco Feature Navigator にアクセスします。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。
新しい Cisco IOS Release とフィーチャ セットを選択する場合の詳細については、テクニカル ノート
『How to Choose a Cisco IOS Software Release』を参照してください。

システム イメージのダウンロード元
次の Web サイトを利用するには、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。
ダウンロードすべき Cisco IOS Release またはフィーチャ セットがわかっている場合は、
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml から Download Software Area にアクセスしま
す。

Cisco IOS Release またはフィーチャ セットを選択する前に詳細情報が必要な場合は、
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml から Software Center にアクセスしてください。
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システム イメージのアップグレード方法
ここでは次の作業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」（P.3）
• 「新しいシステム イメージをまかなえる DRAM かどうかの確認」（P.5）
• 「新しいシステム イメージをまかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認」（P.6）
• 「フラッシュ メモリへのシステム イメージのコピー」（P.10）
• 「新しいシステム イメージのロード」（P.17）
• 「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」（P.23）

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 イメージまたはスタートアップ コンフィギュレーションの使用中に重大な問題が発生
した場合でも、予想外のダウンタイムを避けられるように、現在のスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルおよび 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。
詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration
Guide』の「Managing Configuration Files」および「Loading and Maintaining System Images」の章を
参照してください。
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。

手順の概要

1. enable
2. copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: | tftp:}
3. dir flash:
4. copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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 ファイルの名前を確認します。

例：
Router# dir flash:

ステップ 4

copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:}

フラッシュ メモリのファイルをサーバにコピーします。

• サーバにシステム イメージ ファイルをコピーします。
例：

このファイルをバックアップ コピーとして使用できま
す。

Router# copy flash: ftp:

• 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。

例
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
次の例では、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
調べ、copy flash: tftp: コマンドを使用して TFTP サーバにシステム イメージ（c2800-image-mz）を
コピーします。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 c2800-image-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? c2800-image-mz
writing c2800-image-mz !!!!...
successful ftp write.
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新しいシステム イメージをまかなえる DRAM かどうかの確認
ここでは、ルータの DRAM が新しいシステム イメージにアップグレードできるだけの容量を備えてい
るかどうかを調べる方法について説明します。

前提条件
どの Cisco IOS Release およびシステム イメージにアップグレードするのかを選択します。「システム
イメージのアップグレードに関する情報」（P.2）を参照してください。

手順の概要

1. 次の URL から Download Software Area にアクセスして、システム イメージを選択します。

http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml
2. File Download Information という表に示されている、イメージの最小メモリ要件を書き留めます。
3. show version
4. show version コマンドの出力に示されたメモリ容量を加算して、ルータの DRAM 容量を計算しま
す。

5. 計算した DRAM 容量とステップ 2 で調べた最小メモリ要件を比較します。
a. DRAM が新しいシステム イメージの最小メモリ要件以上であれば、「新しいシステム イメー
ジをまかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認」（P.6）に進みます。
b. DRAM が新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、DRAM のアップ
グレードが必要です。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。

手順の詳細
ステップ 1

次の URL から Download Software Area にアクセスして、システム イメージを選択します。

http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml
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。
ステップ 2

File Download Information という表に示されている、イメージの最小メモリ要件を書き留めます。

ステップ 3

show version
ルータ プロセッサおよびメモリ（出力例の太字部分）を表示します。
Router# show version
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800-IPBASE-M), Version 12.3(2), [fc3]
Copyright (c) 2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 11-Aug-04 18:15
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(2)
Router1 uptime is 1 day, 23 hours, 15 minutes
System returned to ROM by reload at 13:11:44 UTC Fri Mar 12 2004
Running default software
Cisco 2800(revision 2.0) with 231424K/30720K bytes of memory.

OL-5595-01-J

5

システム イメージのアップグレード
システム イメージのアップグレード方法

Processor board ID FHH0746C042
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial interfaces
2 Channelized E1/PRI ports
2 Channelized T1/PRI ports
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
479K bytes of NVRAM.
125440K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x820
Router#

ステップ 4

show version コマンドの出力に示されたメモリ容量を加算して、ルータの DRAM 容量を計算します。
ステップ 3 で示した show version コマンドの出力例では、231424 KB と 30720 KB を加算することに
より、DRAM の総容量は 262144 KB つまり 256 MB になります。

ヒント KB（キロバイト）から MB（メガバイト）に変換するには、キロバイト数を 1024 で割りま
す。
ステップ 5

ルータの DRAM 容量とステップ 2 で調べた最小メモリ要件を比較します。

a. DRAM が新しいシステム イメージの最小メモリ要件以上であれば、「新しいシステム イメージを
まかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認」（P.6）に進みます。
b. DRAM が新しいシステム イメージの最小メモリ要件に満たない場合は、DRAM のアップグレー
ドが必要です。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。

次の作業
「新しいシステム イメージをまかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認」（P.6）に進みます。

新しいシステム イメージをまかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認
ここでは、ルータのフラッシュ メモリに新しいシステム イメージにアップグレードできるだけの容量
があるかどうかを調べ、必要に応じて、フラッシュ メモリのファイルを適切に削除して、新しいシス
テム イメージのためのスペースを確保する方法について説明します。詳細については、『Using
Compact FlashMemory Cards』を参照してください。

前提条件
• どの Cisco IOS Release およびシステム イメージにアップグレードするのかを選択します。「シス
テム イメージのアップグレードに関する情報」（P.2）を参照してください。
• 次の URL から Download Software Area にアクセスして、システム イメージを選択します。

http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml
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。
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File Download Information という表に示されている、イメージの最小フラッシュ要件を書き留め
ます。

手順の概要

1. enable
2. （クラス B のファイル システム限定）squeeze flash:
3. dir flash:
4. 表示された dir flash: コマンドの出力で使用可能な（available）バイト数を調べ、新しいシステム
イメージの最小フラッシュ要件と比較します。

a. 使用可能メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件以上であれば、「フラッシュ
メモリへのシステム イメージのコピー」（P.10）に進みます。
b. 使用可能メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、ステッ
プ 5 に進みます。
5. 表示された dir flash: コマンドの出力で調べた総（total）バイト数とアップグレード対象システム
イメージの容量を比較します。

a. 総メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、CompactFlash
メモリ カードのアップグレードが必要です。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。

b. 総メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件以上であれば、ステップ 6 に進み
ます。

6. dir /all flash:
7. 表示された dir /all flash: コマンドの出力から、削除できるファイルの名前とディレクトリを書き
留めます。

8. （任意）copy flash: {tftp | rcp}
9. （任意）ステップ 7 で特定したファイルごとに、ステップ 8 を繰り返します。
10. delete flash:directory-path/filename
11. ステップ 7 で特定したファイルごとに、ステップ 10 を繰り返します。
12.（クラス B のファイル システム限定）squeeze flash:
13. dir flash:[partition-number:]
14. 表示された dir flash: コマンドの出力で調べた総（available）バイト数とアップグレード対象シス
テム イメージの容量を比較します。

a. 使用可能なメモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、既存
のファイルと新しいシステム イメージの両方が収まる容量の CompactFlash メモリ カードに
アップグレードする必要があります。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。

b. 使用可能メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件以上であれば、「フラッシュ
メモリへのシステム イメージのコピー」（P.10）に進みます。
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手順の詳細
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。パスワードを入力します（要求された場
合）。次に例を示します。
Router> enable
Password:
Router#

ステップ 2

（クラス B のファイル システム限定）squeeze flash:

（注）

squeeze コマンドが該当するのは、クラス B のフラッシュ ファイル システムに限られます。ク
ラス C のフラッシュ ファイル システムには不要です。サポートするフラッシュ ファイル シス
テムの詳細については、「CompactFlash メモリ カードの使用方法」を参照してください。

このコマンドは、削除したファイルのメモリ スペースを再利用するために使用します。
Router# squeeze flash:
Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]
squeeze in progress...
sssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Rebuild file system directory...
Squeeze complete

ステップ 3

dir flash:
フラッシュ メモリのレイアウトと内容を表示します。
Router# dir flash:
Flash CompactFlash directory:
File Length
Name/status
1
6458208 c38xx-i-mz.tmp [deleted]
2
6458208 c38xx-i-mz
[12916544 bytes used, 3139776 available, 16056320 total]
15680K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

ステップ 4

表示された dir flash: コマンドの出力で使用可能な（available）バイト数を調べ、新しいシステム イ
メージの最小フラッシュ要件と比較します。

• 使用可能メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件以上であれば、「フラッシュ メモ
リへのシステム イメージのコピー」（P.10）に進みます。
• 使用可能メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、ステップ 5
に進みます。
ステップ 5

表示された dir flash: コマンドの出力で調べた総（total）バイト数とアップグレード対象システム イ
メージの容量を比較します。

• 総メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、CompactFlash メモ
リ カードのアップグレードが必要です。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。

• 総メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件以上であれば、ステップ 6 に進みます。
ステップ 6

dir /all 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 /all flash:
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Directory of flash:/
3
1580

-rw-rw-

6458388
6462268

Mar 01 1993 00:00:58
Mar 06 1993 06:14:02

c38xx-i-mz.tmp
c38xx-i-mz.2800ata

63930368 bytes total (51007488 bytes free)

ステップ 7

表示された dir /all flash: コマンドの出力から、削除できるファイルの名前とディレクトリを書き留め
ます。ファイルをまったく削除できない場合は、CompactFlash メモリ カードをアップグレードする必
要があります。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。

（注）

ステップ 8

ルータがすでに使用しているシステム イメージは削除しないでください。削除しても問題ない
ファイルかどうか不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせるか、または既存ファイル
と新しいシステム イメージの両方が収まる容量の CompactFlash メモリ カードにアップグレー
ドしてください。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。

copy flash:{tftp | rcp}
（任意）フラッシュ メモリからファイルを削除する前に、サーバにファイルをコピーしておきます。プ
ロンプトにファイル名およびサーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
Router# copy flash tftp

ステップ 9
ステップ 10

（任意）ステップ 7 で特定したファイルごとに、ステップ 8 を繰り返します。

delete flash:directory-path/filename
フラッシュ メモリ内のファイルを削除します。
Router# delete flash:c38xx-i-mz.tmp
Delete filename [c38xx-i-mz.tmp]? <cr>
Delete flash:c38xx-i-mz.tmp? [confirm] <cr>

ステップ 11

ステップ 7 で特定したファイルごとに、ステップ 10 を繰り返します。

ステップ 12 （クラス B のファイル システム限定）squeeze flash:

このコマンドは、削除したファイルのメモリ スペースを再利用するために使用します。
Router# squeeze flash:
Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]
squeeze in progress...
sssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Rebuild file system directory...
Squeeze complete

ステップ 13

dir flash:
フラッシュ メモリのレイアウトと内容を表示します。
Router# dir flash:
Flash CompactFlash directory:
File Length
Name/status
1
6458208 c38xx-i-mz.tmp [deleted]
2
6458208 c38xx-i-mz
[12916544 bytes used, 3139776 available, 16056320 total]
15680K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
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ステップ 14

表示された dir flash: コマンドの出力で調べた総（available）バイト数とアップグレード対象システム
イメージの容量を比較します。

• 使用可能なメモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件に満たない場合は、既存の
ファイルと新しいシステム イメージの両方が収まる容量の CompactFlash メモリ カードにアップ
グレードする必要があります。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。

• 使用可能メモリが新しいシステム イメージの最小フラッシュ要件以上であれば、「フラッシュ メモ
リへのシステム イメージのコピー」（P.10）に進みます。

次の作業
「フラッシュ メモリへのシステム イメージのコピー」（P.10）に進みます。

フラッシュ メモリへのシステム イメージのコピー
ここでは、ルータの CompactFlash 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。次の方法の中から 1 つを選択してください。

• 「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」（P.10）
• 「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」（P.12）
• 「CompactFlash カード リーダーを備えた PC 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」（P.15）
• 「ROM モニタでコンソール ダウンロード（xmodem）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」（P.16）

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

• 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」を検索すると見つかります。

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」（P.2）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。ルータに付属しているクイック スタート ガイドを参照してください。
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• 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。テクニカル ノート『Determining IP Addresses: Frequently Asked Questions』を参照
してください。

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。

手順の概要

1. enable
2. copy tftp flash
または

copy rcp flash
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。
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。
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。
6. 「Not enough space on device」（デバイスの容量不足）を伝えるエラー メッセージが表示された場
合は、状況に応じて次の作業のいずれか 1 つを行います。
• フラッシュ メモリ内のすべてのファイルを削除しても確実に問題がない場合は、プロンプトに y
を 2 回入力し、コピーする前にフラッシュを消去します。
• フラッシュ メモリ内のすべてのファイルを削除してもよいかどうか不明な場合は、Ctrl+Z を入力
し、「新しいシステム イメージをまかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認」（P.6）の手順に従
います。

（注）

Cisco 1841 および Cisco 2801 ルータがサポートするのは、DOSFS（クラス C）のフラッ
シュ メモリ ファイル システムだけです。容量不足でも、フラッシュ メモリの消去を要求
されることはありません。その代わり、処理が中止されるので、一部のファイルを手動で
消去して、イメージのためのスペースを確保する必要があります。

7. エラー メッセージが表示されなかった場合は、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。

手順の詳細
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#
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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 []? c2600-i-mz.121-14.bin

（注）
ステップ 5

ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。

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 []? c2600-i-mz.121-14.bin

ステップ 6

「Not enough space on device」
（デバイスの容量不足）を伝えるエラー メッセージが表示された場合は、
状況に応じて次の作業のいずれか 1 つを行います。

• フラッシュ メモリ内のすべてのファイルを削除しても確実に問題がない場合は、プロンプトに y
を 2 回入力し、コピーする前にフラッシュを消去することを確認します。
Accessing tftp://10.10.10.2/c2600-i-mz.121-14.bin...
Erase flash: before copying? [confirm] y
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm] y
Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

• フラッシュ メモリ内のすべてのファイルを削除してもよいかどうか不明な場合は、Ctrl+Z を入力
し、「新しいシステム イメージをまかなえるフラッシュ メモリかどうかの確認」（P.6）の手順に従
います。
ステップ 7

エラー メッセージが表示されなかった場合は、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/c2600-i-mz.121-14.bin...
Erase flash: before copying? [confirm] no

トラブルシューティングのヒント
テクニカル ノート『Common Problems in Installing Images Using TFTP or an RCP Server』を参照し
てください。

次の作業
「新しいシステム イメージのロード」（P.17）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
ここでは、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。
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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。

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。

制約事項
ネットワーク モジュールまたはインターフェイス カードの LAN ポートは、ROM モニタ モードではア
クティブになりません。したがって、TFTP ダウンロードに使用できるのは、ルータの固定ポートだけ
です。ルータ上の固定イーサネット ポート、またはルータがギガビット イーサネット ポートを装備し
ている場合は、そのうちの 1 つを使用できます。

（注）

この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だけです。ルータからファ
イルを取得する目的で tftpdnld コマンドを使用できません。

手順の概要

1. ROM モニタ モードを開始します。
2. IP_ADDRESS=ip_address コンフィギュレーション変数を設定します。
3. IP_SUBNET_MASK=ip_address コンフィギュレーション変数を設定します。
4. DEFAULT_GATEWAY=ip_address コンフィギュレーション変数を設定します。
5. TFTP_SERVER=ip_address コンフィギュレーション変数を設定します。
6. TFTP_FILE=[directory-path/]filename コンフィギュレーション変数を設定します。
7. （任意）GE_PORT=[0 | 1 ] コンフィギュレーション変数を設定します。
8. （任意）MEDIA_TYPE=[0 | 1] コンフィギュレーション変数を設定します。
9. （任意）TFTP_CHECKSUM=[0 | 1] コンフィギュレーション変数を設定します。
10.（任意）TFTP_RETRY_COUNT=retry_times コンフィギュレーション変数を設定します。
11.（任意）TFTP_TIMEOUT=time コンフィギュレーション変数を設定します。
12.（任意）TFTP_VERBOSE=setting コンフィギュレーション変数を設定します。
13. set コマンドを使用して、変数が正しく設定されているかどうかを確認します。
14. tftpdnld [-r] コマンドを使用して、イメージをダウンロードします。
手順の詳細
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
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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/c2600-i-mz

ステップ 7

（任意）Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズの場合、ギガビット イーサネット ポートを使
用する入力ポートを設定します。GE_PORT=[0 | 1] を使用して、gig 0/0 または gig 0/1 のどちらか一方
を選択します。次に例を示します。
rommon > GE_PORT=0

ステップ 8

（任意）イーサネット接続のメディア タイプとして RJ-45 または SFP を設定します。
MEDIA_TYPE=[0 | 1] を使用します。RJ-45=0、SFP=1 です（SFP を設定できるのは、前の手順で
GE_PORT=0 を設定した場合だけです）。
rommon > MEDIA_TYPE=1

ステップ 9

（任意）ルータにダウンロードしたイメージのチェックサム テストを実行させるかどうかを決定しま
す。TFTP_CHECKSUM=[0|1] を使用します。チェックサム テストを実行する場合（デフォルト）は
1、チェックサム テストを実行しない場合は 0 です。次に例を示します。
rommon > TFTP_CHECKSUM=0

ステップ 10 （任意）ルータに Address Resolution Protocol（ARP）および TFTP ダウンロードを試行させる回数を
設定します。デフォルトは 7 回です。次に例を示します。
rommon > TFTP_RETRY_COUNT=10

ステップ 11 （任意）ダウンロード処理がタイムアウトするまでの時間を秒数で設定します。デフォルトは 2400 秒
（40 分）です。1800 秒（30 分）に設定する例を示します。
TFTP_TIMEOUT=1800

ステップ 12 （任意）ファイル ダウンロードの進行状況をどのように表示するかを設定します。
TFTP_VERBOSE=[0 | 1 | 2] を使用します。

0 = 進行状況を表示しません。
1 = 感嘆符（!!!）でファイル ダウンロードの進行状況を表示します。これはデフォルトの設定です。
2 = ファイル ダウンロードの処理中に詳細な進行状況を表示します。例を示します。
Initializing interface.
Interface link state up.
ARPing for 1.4.0.1
ARP reply for 1.4.0.1 received.
MAC address 00:00:0c:07:ac:01

ステップ 13

set コマンドを使用して ROM モニタ環境変数を表示して、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 14

tftpdnld [-r] コマンドを使用し、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、フラッシュ メモリのすべてのパーティションでそれまであったデータがすべ
て削除されます。-r オプションを指定した場合は、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> tftpdnld [-r]
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プロンプトが表示されます。
Do you wish to continue? y/n:

[n]:

y

「y」を入力して、TFTP ダウンロードの続行を確認します。

次の作業
「新しいシステム イメージのロード」（P.17）に進みます。

CompactFlash カード リーダーを備えた PC 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
システム イメージは外部 CompactFlash メモリ カードに保管されているので、CompactFlash カード
リーダーを備えた PC を使用してカードをフォーマットし、そのカードに新しいシステム イメージ
ファイルをコピーすることができます。ただし、このアップグレード方式は一般的ではありません。
フラッシュ メモリ カードを使用する場合の詳細については、「CompactFlash メモリ カードの使用方
法」を参照してください。

前提条件

• 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」（P.2）を参照してください。
• ルータ シャーシの CompactFlash メモリ カード スロットを確認します。スロットの識別方法と
カードの着脱手順については、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。

注意

CompactFlash メモリ カードを取り外すと、ネットワークが中断する可能性があります。一部のソ
フトウェア機能では CompactFlash メモリ カードを使用して、テーブルまたはその他の重要データ
を保管するからです。

手順の概要

1. ルータから CompactFlash メモリ カードを取り外します。
2. PC の CompactFlash カード リーダーにカードを差し込みます。
3. PC を使用して、CompactFlash メモリ カードにシステム イメージ ファイルをコピーします。
4. CompactFlash カード リーダーからカードを取り出します。
5. ルータに CompactFlash メモリ カードを差し込みます。
手順の詳細
ステップ 1

ルータから CompactFlash メモリ カードを取り外します。

ステップ 2

PC の CompactFlash カード リーダーにカードを差し込みます。

ステップ 3

PC を使用して、CompactFlash メモリ カードにシステム イメージ ファイルをコピーします。

ステップ 4

CompactFlash カード リーダーからカードを取り出します。
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ステップ 5

ルータに CompactFlash メモリ カードを差し込みます。

次の作業
「新しいシステム イメージのロード」（P.17）に進みます。

ROM モニタでコンソール ダウンロード（xmodem）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
TFTP サーバにアクセスできない場合は、ROM モニタ機能のコンソール ダウンロードを使用します。
コンソール ダウンロード機能および xmodem ROM モニタ コマンドの詳細については、テクニカル
ノート『Xmodem Console Download Procedure Using ROMmon』を参照してください。

前提条件

• 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」（P.2）を参照してください。
• ルータのコンソール ポートに PC を接続し、端末エミュレーション プログラムを起動します。類
似ルータ上でこの作業を行う例については、テクニカル ノート『Xmodem Console Download
Procedure Using ROMmon』を参照してください。
制約事項

• PC を使用し、115,200 bps のルータ コンソール ポート経由で Cisco IOS イメージをダウンロード
する場合は、PC のシリアル ポートで 16550 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
（UART）を使用する必要があります。
• PC のシリアル ポートで 16550 UART を使用しない場合は、38,400 bps 以下の速度でコンソール
ポートを介して Cisco IOS イメージをダウンロードしてください。
• xmodem による転送が有効なのは、コンソール ポートに限られます。
• xmodem 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だけです。ルー
タからファイルを取得する目的で xmodem を使用できません。
• ROM モニタ コンソール ダウンロードでは、コンソールを使用してデータ転送を実行するので、コ
ンソールにエラー メッセージが表示されるのは、データ転送が中止されてからになります。コン
ソール ダウンロードの実行中にエラーが発生した場合は、ダウンロードが中止されてエラー メッ
セージが表示されます。デフォルト以外のボーレートに変更した場合は、エラー メッセージに続
いて、コンフィギュレーション レジスタで指定されたボーレートに端末を戻すことを指示する
メッセージが表示されます。

手順の概要

1. xmodem [-[c][y][r][x]] destination-file-name
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手順の詳細
ステップ 1

xmodem [-[c][y][r][x]] destination-file-name
このコマンドは、ROM モニタを使用し、コンソール ポート経由でシステム イメージをダウンロード
する場合に使用します。コマンドの構文については、表 1 を参照してください。

表 1

xmodem のコマンド構文

キーワードまたは引数

説明

-c

（任意）16 ビットの巡回冗長検査（CRC）エラー チェックを使用してダ
ウンロードを実行し、パケットを検証します。デフォルトは 8 ビットの
CRC です。

-y

（任意）ymodem プロトコルを使用してダウンロードを実行します。デ
フォルトは xmodem プロトコルです。各プロトコルの相違は次のとおり
です。

• xmodem プロトコルは、128 ブロックの転送サイズをサポートする
のに対して、ymodem プロトコルがサポートする転送サイズは 1024
ブロックです。

• ymodem プロトコルは 16 ビットの CRC エラー チェックを使用して
各パケットを検証します。ダウンロードすべきソフトウェアが保管
されている装置によっては、xmodem プロトコルがこの機能をサ
ポートしない場合があります。

-r

（任意）DRAM にイメージをロードして実行します。デフォルトでは、
フラッシュ メモリにイメージをロードします。

-x

（任意）DRAM にイメージをロードしますが、実行しません。

destination-file-name

システム イメージ ファイルまたはシステム コンフィギュレーション
ファイルの名前。ルータに認識させるには、コンフィギュレーション
ファイル名を router_config にする必要があります。

次の作業
「新しいシステム イメージのロード」（P.17）に進みます。

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（コマンドライン インターフェ
イス）なのかを判別します。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」（P.18）
• 「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」（P.21）
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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
ここでは、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について説明しま
す。

手順の概要

1. dir flash:
2. configure terminal
3. no boot system
4. （任意）boot system flash: system-image-filename
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。

6. exit
7. show version
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。
9. configure terminal
10. config-register 0x2102
11. exit
12. copy run start
13. reload
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。
15. リロードを確認するプロンプトに、y を入力します。
16. show version
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手順の詳細
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:/
3
1580

-rw-rw-

6458388
6462268

Mar 01 1993 00:00:58
Mar 06 1993 06:14:02

c38xx-i-mz.tmp
c38xx-i-mz.2800ata

63930368 bytes total (51007488 bytes free)

（注）

ステップ 2

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、は不要で
す）。

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: c2600-i-mz.121-14.bin

ステップ 5
ステップ 6

（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。

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
.
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.
.
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。

ステップ 12

Router(config)# exit
Router#

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

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:c2600-i-mz.121-14.bin"
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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」（P.23）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
ここでは、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について説明します。

手順の概要

1. dir flash:[partition-number:]
2. confreg 0x2102
3. boot flash:[partition-number:]filename
4. 新しいシステム イメージがロードされたあとで、Return を数回押して、Cisco IOS コマンドライ
ン インターフェイス（CLI）プロンプトを表示します。
5. enable
6. configure terminal
7. no boot system
8. boot system flash new-system-image-filename
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。

10. exit
11. copy run start
手順の詳細
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:
File size
2229799 bytes (0x220627)

Checksum
0x469e

File name
C2600-j-m2.113-4T

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 （そのイメージが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

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:C2600-j-m2.113-4T
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ステップ 4

新しいシステム イメージがロードされたあとで、Return を数回押して、Cisco IOS CLI プロンプトを
表示します。

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 c2600-i-mz.121-14.bin

ステップ 9
ステップ 10

（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。

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」（P.23）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、必要に
応じて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、『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration
Guide』の「Managing Configuration Files」および「Loading and Maintaining System Images」の章を
参照してください。
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。

手順の概要

1. enable
2. copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: | tftp:}
3. dir flash:
4. copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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）。
例：
Router> enable

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。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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。

例：
Router# dir flash:

ステップ 4

copy flash: {ftp: | rcp: | tftp:}

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
例：

クアップ コピーとして使用します。

Router# copy flash: ftp:

• 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。

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
次の例では、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
調べ、特権 EXEC コマンド copy flash: tftp: コマンドを使用して TFTP サーバにシステム イメージ
（c2800-image-mz）をコピーします。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 c2800-image-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? c2800-image-mz
writing c2800-image-mz !!!!...
successful ftp write.

その他の参考資料
ここでは、ルータ上のシステム イメージ アップグレードに関連する参考資料を紹介します。
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関連資料および Web サイト
関連項目

マニュアル タイトルまたは Web サイト

ハードウェアに対応する Cisco IOS リリースおよび機
能

Cisco Feature Navigator（http://www.cisco.com/go/fn）1

Cisco IOS Release およびフィーチャ セットの選択
システム イメージのダウンロード
最小 DRAM 要件および最小フラッシュ メモリ要件の
表示
システム イメージの選択およびダウンロード

『How to Choose a Cisco IOS Software Release』
Download Software Area
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml1

Software Center
http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtml

システム イメージのロードおよびメンテナンス

『Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management
Configuration Guide』

外部 CompactFlash メモリ カードの使用方法

『Using CompactFlash Memory Cards 』

CompactFlash メモリ カードの着脱および拡張

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

PC とルータ コンソール ポート間の接続

ご使用のルータのクイック スタート ガイド

類似ルータ上でのシステム イメージのアップグレード 『Software Installation and Upgrade Procedure』
ルータおよびサーバが同一ネットワーク上にあるかど 『Determining IP Addresses: Frequently Asked Questions』
うかの確認

TFTP または RCP を使用してフラッシュ メモリにシ 『Common Problems in Installing Images Using TFTP or an RCP
ステム イメージをコピーする場合のトラブルシュー
Server』
ティング

ROM モニタの使用法

『Using the ROM Monitor』

ROM モニタでコンソール ダウンロード（xmodem） 『Xmodem Console Download Procedure Using ROMmon』
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
ブート モードからシステム イメージをアップグレー
ドする方法

『How to Upgrade from ROMmon Using the Boot Image』

1. 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。

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

TAC のホームページには、3 万ページに及ぶ検索可能 http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
な技術情報があります。製品、テクノロジー、ソ
リューション、技術的なヒント、およびツールへのリ
ンクもあります。Cisco.com に登録済みのユーザは、
このページから詳細情報にアクセスできます。1
1. 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。

OL-5595-01-J

25

システム イメージのアップグレード
その他の参考資料

OL-5595-01-J

26

トラブルシューティング リンク
• 『Password Recovery Procedures 』
• 『Troubleshooting Router Crashes』
• 『Troubleshooting Router Hangs』
• 『Troubleshooting Memory Problems』
• 『Troubleshooting High CPU Utilization on Cisco Routers』
• Technical Assistance Center（TAC）の Web サイト
次のツールにアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントを持っていないか、
または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、
説明に従ってください。

• TAC Case Collection
トラブルシューティングのアシスタント

• エラー メッセージ デコーダ
エラー メッセージを調査、解決

• アウトプット インタープリタ
show コマンドの出力分析を生成
• Bug Toolkit
ソフトウェア バージョン、フィーチャ セット、およびキーワードごとに既知の警告を検索

トラブルシューティング リンク

2
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