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第 　 章3

トラブルシューティング

この章では、Cisco 805 ルータのハードウェアに発生する可能性のある問題とその原

因、および解決手順を説明します。発生する問題は次の各段階に分類できます。

• 初回起動時

• 初回起動後

• ルータ稼働中

ソフトウェアの問題に関する詳細については、『Cisco 805 Router Software Configuration

Guide』を参照してください。



初回起動時の問題
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初回起動時の問題
ルータの電源スイッチを初めてオンにした際に発生する可能性のある問題を表 3-1 に

示します。

表 3-1 初回起動時の問題

現象 問題 解決方法

OK LED も含めてす

べての LED が消灯し

ている

ルータに電力が供給されて

いない

次の手順を順番どおりに行ってください。

1 電源スイッチがオンになっていることを確
認してください。

2 電源装置との間のすべての接続部がしっか
り接続されていることを確認してください。

3 電源コンセントに給電されていることを確
認してください。

4 これらを確認しても、問題が解消されない場
合は、電源装置が故障している可能性があり
ます。購入された代理店へお問い合わせくだ
さい。
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初回起動時の問題

イーサネット装置と

の接続が確立されな

い（背 面 パ ネ ル の

LINK LED が消灯して

いる）

• ケーブルに関連した問

題

－ ケーブル接続が不

完全

－ ケーブルが損傷し

ている

次の手順を順番どおりに行ってください。

1 第 2 章「Cisco 805 ルータのインストレーショ
ン」の図 2-2 または図 2-3 を参照し、装置に
ケーブルが正しく接続されていることを確
認してください。

2 ケーブルの両端のコネクタがしっかり固定
されていることを確認してください。

3 ケーブルが物理的に損傷していないことを
確認してください。損傷している場合は、シ
スコに別のケーブルを発注するか、同様の
ケーブルと交換してください。

• ルータの HUB/NO HUB
ボタンの設定、または

HUB/NO HUB と同等の

ハブ ボタンの設定が不

適切

• ボタンが正しく設定されていることを確認

してください。第 2 章「Cisco 805 ルータの

インストレーション」の表 2-1 を参照して

ください。

• サーバ、PC、またはワー

クステーション上の

NIC（ネットワーク イン

ターフェイス カード）が

正常に機能していない

• NIC ベンダが提供している NIC 診断ソフト

を使用して、正常に機能しているかどうか

を確認してください。正常に機能していな

い場合は、交換してください。

• 上記を確認しても問題が解決されない場合

は、購入された代理店へお問い合わせくだ

さい。

表 3-1 初回起動時の問題（続き）

現象 問題 解決方法
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シリアル装置との接

続が確立されない（前

面パネルの CD LED

が長時間消灯したま

ま）

• ケーブル タイプが

間違っている

• 付録 A「シリアル ケーブルの選択方法」を

参照し、正しいケーブルを使用しているこ

とを確認してください。

• ケーブル接続が不完全 • 第 2 章「Cisco 805 ルータのインストレー

ション」の図 2-4 を参照し、ケーブルの接

続方法が正しいことを確認してください。

• ケーブルの両端のコネクタがしっかり固定

されていることを確認してください。

• モデムまたは CSU/DSU
の機能不良

• モデムまたは CSU/DSU の付属マニュアル

を参照してください。

• DTE または DCE として

のルータの設定が不適

切

• デフォルトでは、ルータは DTE に設定され

ています。clock rate コマンドの設定値を調

べて、設定が正しいかどうか確認してくだ

さい。クロック レートの速度が指定されて

いなければ、ルータは DTE に設定されてい

ます。クロック レートの速度が指定されて

いれば、ルータは DCE に設定されていま

す。

表 3-1 初回起動時の問題（続き）

現象 問題 解決方法
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ルータ稼働後の問題

ルータ稼働後の問題
ルータの起動後、稼働中に発生する可能性のある問題を表 3-2 に示します。

表 3-2 ルータ稼働後の問題

現象 問題 解決方法

イーサネット接続の問題

（背面パネルの LINK 

LED が消灯している）

• ケーブルに関連した問

題

－ ケーブルが外れて

いる

－ ケーブルが損傷し

ている

次の手順を順番どおりに行ってください。

1 ケーブルの両端のコネクタがしっかり固
定されていることを確認してください。

2 ケーブルが物理的に損傷していないこと
を確認してください。損傷している場合
は、シスコに別のケーブルを発注するか、
同様のケーブルと交換してください。

• サーバ、PC、またはワー

クステーション上の

NIC が正常に機能して

いない

• NIC ベンダが提供している NIC 診断ソ

フトを使用して、正常に機能しているか

どうかを確認してください。正常に機能

していない場合は、交換してください。

• 上記を確認しても問題が解決されない

場合は、購入された代理店へお問い合わ

せください。



ルータ稼働後の問題
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シリアル装置への接続が

間欠的であるか、接続さ

れない（前面パネルの CD

LED が消灯している）

• ケーブルに関連した問

題

－ ケーブルが外れて

いる

－ ケーブルが損傷し

ている

• ケーブルの両端のコネクタがしっかり

固定されていることを確認してくださ

い。

• ケーブルが物理的に損傷していないこ

とを確認してください。損傷している場

合は、シスコに別のケーブルを発注する

か、同様のケーブルと交換してくださ

い。

• CSU/DSU の設定が削除

されているか、変更され

ている

• CSU/DSU の設定を確認してください。

必要な場合は、CSU/DSU を再設定し、

WAN サービス プロバイダーが提供し

た、当初のプロビジョニング パラメー

タと一致させてください。

• シリアル回線または

WAN サービスに関連し

た問題

• 問題が生じてないかどうかを、シリアル

回線または WAN サービスのプロバイ

ダーに問い合わせてください。

• シリアル インターフェ

イスがシャットダウン

している

• ルータの設定を調べて、シリアル イン

ターフェイスがシャットダウンされて

いないかどうか確認します。シャットダ

ウンされている場合は、シリアル イン

ターフェイス コンフィギュレーション

モードで、no shutdown コマンドを入力

し、シリアル インターフェイスを起動

します。ソフトウェア コマンド モード

については、『Cisco 805 Router Software
Configuration Guide』の Chapter 2「Cisco
IOS Basic Skills」を参照してください。

表 3-2 ルータ稼働後の問題（続き）

現象 問題 解決方法
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お問い合わせの前に

お問い合わせの前に
この章で提示した解決方法のなかには、代理店への問い合わせを必要とするものもあ

ります。代理店へのお問い合わせの際には、事前に、次の事項をすぐに伝えられるよ

うにしておいてください。

• ルータのモデルとシリアル番号（背面パネルに記載）

• 保守契約または保証について

• ルータの受領日

• 問題の簡単な説明

• 問題を解決するために行った手順の簡単な説明



お問い合わせの前に
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