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重要情報
重要情報
ここでは、参考資料、Cisco IOS ソフトウェアの設定、安全上の注意事項、テクニカルサポートに

ついての重要事項を記述します。ライン カードの動作に関する考慮事項も記述します。

（注） Cisco IOS ソフトウェアのマニュアル、ハードウェアのインストレーションおよびメンテ

ナンス マニュアルは、WWW 上の URL、http://www.cisco.com、http://www.cisco.com/jp、
http://www-china.cisco.com、および http://www-europe.cisco.com から入手することもできま

す。

CD-ROM によるその他のシスコ製品情報

Cisco Documentation CD-ROM パッケージには、シスコ製品ライン全体に関する総合的な資料が収録

されています。この CD-ROM パッケージには、Adobe Acrobat Reader で表示できる Adobe PDF 形式

と Web ブラウザで表示できる HTML 形式の両方でマニュアルが収められています。

Cisco Connection Family の Documentation CD-ROM は、毎月更新されるので、印刷資料よりも新し

い情報が得られます。最新の Documentation CD-ROM の入手方法については、製品を購入された代

理店にお問い合わせください。この CD-ROM パッケージは単独または年間契約で入手することが

できます。

ルータ ハードウェアのインストレーション

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ製品ラインのハードウェア インストレーションおよび

メンテナンス情報については、ご使用の Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータに付属のイン

ストレーション コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

冷却ファン、電源装置、シャーシ バックプレーンなど、ルータ サブシステムの取り付け、メンテ

ナンス、および交換手順については、Field-Replaceable Unit（FRU）の資料を参照してください。

サポート対象のプラットフォーム

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードはすべての Cisco 12400 シリーズ インターネッ

ト ルータで使用できます。

Cisco IOS ソフトウェアの設定

ルータ上で稼働する Cisco IOS ソフトウェアには、豊富な機能があります。 

Cisco IOS ソフトウェアの設定情報およびサポートについては、ご使用のシスコ ハードウェア製品

にインストールされている Cisco IOS ソフトウェアリリースに対応した Cisco IOS ソフトウェア コ

ンフィギュレーション マニュアル セットの、コンフィギュレーション ガイドおよびコマンドリ

ファレンスを参照してください。また、ルータ上で使用している Cisco IOS ソフトウェア バージョ

ンに対応した Cisco IOS ソフトウェア リリース ノートも参照してください。

（注） サポートされている MIB およびその使用方法については、Cisco.com の Cisco MIB の Web
サイト、http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml を参照してくださ

い。
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安全に関する注意事項
カスタマー サポート

Cisco.com は、シスコシステムズの主要なリアルタイム サポート チャネルです。サポートご利用方

法の詳細については、「Cisco.com」（p.45）を参照してください。

安全に関する注意事項
このマニュアルに記載されている作業を開始する前に、人身事故または機器の損傷を防ぐために、

ここで説明する安全に関する注意事項を確認してください。

安全上の警告

適合規格および安全性については、ラインカードに付属の『Regulatory Compliance and Safety

Information』を参照してください。この資料には、安全を確保するための重要事項が記載されてい

ます。 Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのハードウェアの取り付け、取り外し、または

変更を行う場合は、必ず事前に目を通し、確認しておいてください。

誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警

告文に、警告を表す記号が記されています。次に、安全に関する警告文の例を示します。警告を表

す記号と、人身事故を引き起こす状況が記載されています。

警告 「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取

り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意し

てください。

静電破壊の防止

ESD（静電気放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。 静電破壊

は電子カードや部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらしま

す。ライン カードは、EMI（電磁波干渉）シールドを備えていますが、ネットワーク装置やその構

成部品を取り扱う際には、静電気防止用ストラップを使用してください。

ESD による損傷を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

• 静電気防止用リスト / アンクル ストラップを肌に密着させて着用してください。接続コードの

装置側をルータの ESD 接続ソケット、またはシャーシの塗装されていない金属部分に接続しま

す。

• ライン カードを取り扱う際には、必ず、非脱落型ネジ、イジェクト レバー、またはライン カー

ドの金属製フレームを持ち、基板またはコネクタ ピンには手を触れないようにしてください。

• 取り外したライン カードは、基板側を上向きにして、静電気防止用シートに置くか、静電気防

止用袋に収めます。コンポーネントを返却する場合は、取り外した基板をただちに静電気防止

用袋に入れてください。

• ライン カードと衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは身体の静電

気から基板を保護するだけです。 衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあります。

注意 安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵

抗値は 1 ～ 10 Mohm でなければなりません。
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10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの概要
10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの概要
10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードは、高密度なサーバ集約環境で使用できるよう

に設計されています。各ライン カードは、Cisco 12400 シリーズ インターネット ルータ（Cisco 12416

インターネット ルータ、Cisco 12410 インターネット ルータ、Cisco 12406 インターネット ルータ、

Cisco 12404 インターネット ルータ）に、10 個の 802.3 ギガビット イーサネット光インターフェイ

スを提供します。これらのインターフェイスにより、別の Cisco 12000 シリーズ インターネット

ルータや他のルータ、またはギガビット イーサネット インターフェイスをサポートするレイヤ 2/

レイヤ 3 スイッチなど、他のネットワーク装置との高速相互接続が可能となります。 

（注） 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードは、幅 1.8 インチ（4.5 cm）のカード

ケージ スロットが必要なので、使用できるのは Cisco 12416 インターネット ルータ、Cisco
12410 インターネット ルータ、Cisco 12406 インターネット ルータ、Cisco 12404 インター

ネット ルータに限られます。システムは、1 つの Clock and Scheduler Card（CSC; クロッ

ク アンド スケジューラ カード）と 3 つの Switch Fabric Card（SFC; スイッチ ファブリッ

ク カード）で構成されるフル スイッチング ファブリック容量に対応できるように設定

する必要があります。

図 1 に、ライン カードおよびバックプレーン コネクタの縦向きの前面図を示します。

図 1 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード
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10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの概要
ライン カード前面パネルの 10 個のポートには、カードの上部から下に向かって 0 ～ 9 の番号が付

けられています。各ポートは、フィールド交換可能な Small form Factor Pluggable（SFP）レーザー

光トランシーバ モジュール用のレセプタクルで構成され、SFP レーザー光トランシーバ モジュー

ルは、このレセプタクルに搭載されることによって、ルータにギガビット イーサネット光インター

フェイスを提供します（この SFP モジュールの詳細については、「ギガビット イーサネット レー

ザー光トランシーバ モジュール」[p.5] を参照してください）。

ライン カードの各ポートの隣には、縦に並んだグリーンの LED が 3 つあり、上から下に向かって

LINK、ACTIVE、RX FRAME と名前が付いています（図 1 を参照）。これらのポートステータス

LED とその機能についての詳細は、「ライン カードのポート ステータス LED」（p.32）を参照して

ください。

（注） このカードの 10X1GE-SFP-LC-Bバージョンは表示していません。 10ポート 1ギガビット

イーサネット ライン カードの 10X1GE-SFP-LC-B モデルには、当初の設計にはないソフ

トウェア上のわずかな改良が施されています。

ギガビット イーサネット レーザー光トランシーバ モジュール

ギガビット イーサネット レーザー光トランシーバ モジュールは、フィールド交換可能な SFP モ

ジュールで、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのレセプタクルに接続し、ギガ

ビット イーサネット光インターフェイスを提供します（図 2 を参照）。このモジュールは、レーザー

送信（TX）およびレーザー受信（RX）2 つの光インターフェイスと、電気インターフェイス（ラ

イン カード側用）で構成されています。

図 2 SFP モジュールと光ファイバ ケーブル
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10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの概要
10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードには、次の 2 つの SFP モジュール オプション

があります。

• GLC-SX-MM ― 短波長 SFP モジュール（公称 850 nm）、1000BASE-SX リンク用

• GLC-LH-SM ― 長距離または長波長 SFP モジュール（公称 1310 nm）、1000BASE-LX リンク用

いずれのタイプの SFP モジュールにも、LC コネクタがあります。それぞれの SFP モジュール オプ

ションの特性により、同じライン カード上で両タイプのモジュールを使用することで、ライン カー

ド上の物理インターフェイスをカスタマイズできます。カスタマイズする際の制約は、各ポートが

ケーブルの接続先の仕様（短波長または長波長）と合致していなければならないことと、信頼性の

ある通信を維持するため推奨ケーブル長を超えないことだけです。表 1 に、サポートされる SFP モ

ジュールの動作パラメータを示します。

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードには、シスコが提供する SFP モジュールのみを

使用してください。SFP モジュールには、それぞれの SFP 製造元がセキュリティ プログラミングし

たシリアル EEPROM が搭載されています。その SFP モジュールが、シスコによってシスコ製 10

ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上で動作確認され、検証済みのモジュールタイプ

であるかどうかは、この EEPROM 内の情報によって（Cisco IOS ソフトウェアを通じて）識別、確

認されます。未承認の SFP モジュール（シスコから直接購入していないモジュール）は、10 ポー

ト 1 ギガビット イーサネット ライン カードでは動作しません。

表 1 ギガビット イーサネット レーザー光トランシーバ（SFP）モジュールの動作パラメータ

SFP モジュール タイプ 波長 ケーブル 距離

GLC-SX-MM 短波長

（マルチモード短距離）

850 nm MMF 62.5/125 ミクロン 722 フィート（220 m）

MMF 50/125 ミクロン 1,640 フィート（500 m）

GLC-LH-SM 長波長

（シングルモード長距離）

1310 nm SMF 9/125 ミクロン 32,808 フィート（10,000 m）
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インストレーションの準備
インストレーションの準備
ここでは、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのインストレーションおよび設定の

準備に役立つ情報について説明します。内容は次のとおりです。

• 安全および静電破壊に関する注意事項（p.7）

• 工具および部品（p.7）

• ソフトウェア要件（p.7）

• ハードウェア バージョンに関する要件（p.10）

• ギガビット イーサネットの距離制限（p.10）

• ライン カードのメモリ オプション（p.11）

• シャーシのライン カード スロットの割り当て（p.11）

• 光ファイバ ネットワーク インターフェイス ケーブル（p.12）

• Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのケーブル マネジメント システム（p.14）

安全および静電破壊に関する注意事項

このマニュアルに記載されている作業を始める前に、次の作業を行ってください。

• けがや機器の損傷を防ぐために、電気および電話の安全に関する注意事項および静電破壊に関

する注意事項を確認してください。

• 装置の構成が、実行するアップグレードまたは交換に必要な最低要件を満たしているか、作業

に必要な部品および工具が揃っているかどうかを確認してください。

工具および部品

ライン カードの取り外しと交換には、次の工具および部品が必要です。

• プラス ドライバ

• 接続コード付きの静電気防止用リストまたはアンクル ストラップ

• LC コネクタ付きインターフェイス ケーブル（10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カー

ドと他のルータまたはスイッチ接続用）

• 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード（交換または新規取り付け用として）

（注） 追加の機器が必要な場合は、Cisco.com または購入された代理店で発注に関する情報を確

認してください。

ソフトウェア要件

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードを使用できるのは、次のシステム ソフトウェア

で動作する Cisco 12416、Cisco 12410、Cisco 12406、および Cisco 12404 インターネットルータだけ

です。

• Cisco IOS Release 12.0 S ソフトウェアの Cisco IOS Release 12.0(19)S 以上

• Cisco IOS Release 12.0 ST ソフトウェアの Cisco IOS Release 12.0(19)ST 以上

10 ポート 1 ギガビット イーサネット B バージョンのライン カードは、次のシステムソフトウェア

で動作します。

• Cisco IOS Release 12.0 S ソフトウェアの Cisco IOS Release 12.0(21)S 以上

• Cisco IOS Release 12.0 ST ソフトウェアの Cisco IOS Release 12.0(21)ST 以上
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インストレーションの準備
show version、show diag、および show hardware コマンドを使用すると、現在ロードされて稼働し

ているシステム ソフトウェアのバージョンなど、ルータの現在のハードウェア構成が表示されま

す。

（show コマンドの詳細については、Cisco.com の『Configuration Fundamentals Configuration Guide』

および『Configuration Fundamentals Command Reference』を参照してください。）

次に示す show version コマンドの出力例で、Cisco IOS ソフトウェアのリリースは Release 12.0(19)S

です。 

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (GSR-P-M), Experimental Version 12.0(20010403:085648)
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 24-May-01 15:35
Image text-base: 0x60010958, data-base: 0x61D6C000

ROM: System Bootstrap, Version 11.2(17)GS2, [htseng 180] EARLY DEPLOYMENT RELEASE
SOFTWARE(FC1)

BOOTFLASH: GS Software (GSR-BOOT-M), Experimental Version 12.0(20010112:210845)

Count-4 uptime is 1 hour, 46 minutes
System returned to ROM by reload at 00:04:32 UTC Sun Jan 2 2001
System image file is “slot0:gsr-p-mz.120-19.S”

cisco 12410/GRP (R5000) processor (revision 0x05) with 262144K bytes of memory.
R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache
Last reset from power-on

1 Route Processor Card
2 Clock Scheduler Cards
5 Switch Fabric Cards
1 Single Port GigabitEthernet/IEEE 802.3z controller (1 GigabitEthernet).
2 Ten Port GigabitEthernet/IEEE 802.3z controllers (20 GigabitEthernet).
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
20 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
507K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0

（以降のテキスト出力は省略）
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インストレーションの準備
次に示す show version コマンドの出力例で、Cisco IOS ソフトウェアのリリースは Release 12.0(21)S

です。 

router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) GS Software (GSR-P-M), Version 12.0(21)S
TAC Support:http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 03-Dec-01 22:13
Image text-base:0x50010968, data-base:0x526D2000

ROM:System Bootstrap, Version 11.2(17)GS2, [xxxxx 180] EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR:GS Software (GSR-BOOT-M), Version 12.0(8)S, EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 5 minutes
System returned to ROM by reload at 03:59:31 UTC Thu Jan 6 2000
System image file is
"tftp://224.255.263.254/muck/xxxxx/gsr-p-mz.120-20.3.S"

cisco 12406/GRP (R5000) processor (revision 0x05) with 262144K bytes of
memory.
R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache
Last reset from power-on

1 Route Processor Card
1 Clock Scheduler Card
3 Switch Fabric Cards
2 Single Port Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z controllers (2
GigabitEthernet).
1 Ten Port Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z controller (10 GigabitEthernet).
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
12 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
507K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x100

（以降のテキスト出力は省略）
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ルータの現在のハードウェア構成を調べるには、次の例のように show diags slot コマンドを使用し

ます。 

router# show diags

SLOT 1 (RP/LC 1 ): 10 Port Gigabit Ethernet
MAIN: type 72, 800-8816-01 rev 6 dev 0

HW config: 0x04 SW key: 00-00-00
PCA: 73-5479-06 rev 73 ver 6

HW version 6.0 S/N CAB0522HWKT
MBUS: MBUS Agent (1) 17-3440-09 rev A0 dev 0

HW version 1.0 S/N 20010524140650
Test hist: 0x00 RMA#: 00-00-00 RMA hist: 0x00

DIAG: Test count: 0x00000000 Test results: 0x00000000
FRU: Linecard/Module: 10X1GE-SFP-LC

Route Memory: MEM-LC4-256=
Packet Memory: MEM-LC4-PKT-512=

L3 Engine: 4 - Backbone OC192 (10 Gbps)
MBUS Agent Software version 01.46 (RAM) (ROM version is 02.00)
Using CAN Bus A
ROM Monitor version 1.03
Fabric Downloader version used 02.02 (ROM version is 02.02)
Primary clock is CSC 1 Board is analyzed
Board State is Line Card Enabled (IOS RUN )
Insertion time: 00:00:09 (01:37:57 ago)
DRAM size: 268435456 bytes
FrFab SDRAM size: 268435456 bytes
ToFab SDRAM size: 268435456 bytes
0 crashes since restart

（以降のテキスト出力は省略）

稼働中のシステム ソフトウェアが Cisco IOS Release 12.0(19)S より前のバージョンである場合は、フ

ラッシュメモリの内容を調べて、必要なイメージがシステムで使用可能であるかどうかを確認しま

す。 

10X1GE-SFP-LC-B モデルのライン カードが、Cisco IOS Release 12.0(21)S より前のリリースで稼働

している場合も、上記と同じ処理を行います。show flash コマンドを使用すると、フラッシュメモ

リに保存されている全ファイルのリストが表示されます。有効なソフトウェア リリ－スがない場合

は、購入された代理店に連絡してください。

ハードウェア バージョンに関する要件

10ポート 1ギガビット イーサネット ライン カードのハードウェア バージョン レベルは、73-5479-06

以上です。10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの 10X1GE-SFP-LC-B モデルのハー

ドウェア バージョン レベルは、73-7673-02 以上です。ハードウェアのバージョン番号は、カード

のコンポーネント側に貼ってあるラベルに記載されています。また、show diags コマンドまたは

show hardware コマンドを使用して、ハードウェアのバージョン番号を表示することもできます。

ギガビット イーサネットの距離制限

光ファイバ伝送仕様では、シングルモードとマルチモードの 2種類のファイバが規定されています。

マルチモード ファイバよりもシングルモード ファイバの方が、遠距離まで信号が到達します。10

ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードに GLC-SX-MM SFP モジュールを搭載すれば、マ

ルチモード光ファイバを使用できます。また、このライン カードに GLC-LH-SM SFP モジュールを

搭載すれば、シングルモード光ファイバを使用できます。
10
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シングルモード光ファイバを使用する場合の最長距離は、光ファイバ経路上の光損失の量によって

決まります。設置場所で必要とされる光伝送距離が、一般的な最長距離（表 2 を参照）に近い場合

は、Optical Time Domain Reflectometer（OTDR; オプティカル タイム ドメイン反射率計）を使用し

てパワー損失を測定する必要があります。

ライン カードのメモリ オプション

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの出荷時のメモリ構成は次のとおりです。

• 256 MB のルート プロセッサ メモリ（製品番号 MEM-LC4-256）

• 512 MB のパケットメモリ（製品番号 MEM-LC4-PKT-512） ― 送受信両方向で 256 MB

シャーシのライン カード スロットの割り当て

ライン カードは次の Cisco 12400 シリーズ インターネット ルータに搭載できます。ただし、以下に

示すように搭載スロットには制約があります。

• Cisco 12416 インターネット ルータ

－ 上部カードケージのスロット 0 ～ 6 または下部カードケージのスロット 8 ～ 15 に、このラ

イン カードを搭載できます。

－ このライン カードは、幅 1.8 インチ（4.5 cm）のカード ケージ スロットを必要とします。

上部カードケージのスロット 7（Route Processor[RP] 専用）には、このカードを搭載できま

せん。スロット 7 は 1.25 インチ（3.18 cm）のスロットです。

• Cisco 12410 インターネット ルータ

－ ライン カードおよび RP カードケージのスロット 0 ～ 7 に、このライン カードを搭載でき

ます。カード ケージの右端のスロット（スロット 9）は、RP 専用です。

－ このライン カードは、幅 1.8 インチ（4.5 cm）のカード ケージ スロットを必要とします。

カード ケージのスロット 8 には、このカードを搭載できません。スロット 8 は 1.25 インチ

（3.18 cm）のスロットです。

• Cisco 12406 インターネット ルータ

－ ライン カードおよび RP カードケージのスロット 0 ～ 4 に、このライン カードを搭載でき

ます。カード ケージの一番下のスロット（スロット 5）は、RP 専用です。

－ このライン カードは、幅 1.8 インチ（4.5 cm）のカード ケージ スロットを必要とします。

カード ケージのスロット 5（RP 専用）には、このカードを搭載できません。スロット 5 は

1.25 インチ（3.18 cm）のスロットです。

• Cisco 12404 インターネット ルータ

－ ライン カード ケージのスロット 1 ～ 3 に、このライン カードを搭載できます。RP カード

は、このルータのスロット 0 に設定します。

表 2 ギガビット イーサネット SFP モジュールのパワー バジェットおよび信号の要件

SFP トランシーバ
パワー
バジェット 送信パワー 受信パワー 一般的な最長距離

GLC-SX-MM マルチモード、

短距離

7.5 dB –9.5 ～ 0 dBm1

（850 nm2 で）

1. dBm = 1 ミリワットに対するデシベル値

2. nm = ナノメートル

–17 ～ 0 dBm 984 フィート（300 m）

GLC-LH-SM シングルモード、

長距離

8.0 dB –10 ～ –3 dBm

（1310 nm で）

–18 ～ 0 dBm 32,808 フィート（10,000 m）
11
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インストレーションの準備
システムが、1 つの Clock and Scheduler Card（CSC）と 3 つの Switch Fabric Card（SFC）から成るフ

ル スイッチング ファブリック容量に対応できるように設定されていることを確認します。

（シャーシ固有のカードスロット位置については、ご使用のルータに付属しているインストレー

ション コンフィギュレーション ガイドを参照してください。）

光ファイバ ネットワーク インターフェイス ケーブル

LCタイプ コネクタ付きのシングルモードまたはマルチモード光ファイバ インターフェイス ケーブ

ルを使用して、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータの 10 ポート 1 ギガビット イーサネッ

ト ライン カードにあるギガビット イーサネット インターフェイスを、他のルータまたはスイッチ

のギガビット イーサネット インターフェイスに接続します。固定式デュアル LC タイプ コネクタ

付きのケーブル（図 3 を参照）を 1 本またはシンプレックス LC タイプ コネクタ付きのケーブル

（図 4 を参照）を 2 本使用します。

シングルモードまたはマルチモード光ファイバケーブルは、AMP 社、Anixter 社、AT&T 社、Red-Hawk

社、および Siemens 社製のものを使用できます。

（注） 一般的に、マルチモード ケーブルの色はグレーまたはオレンジ、シングルモード ケーブ

ルの色はイエローです。 

図 3 デュプレックス LC ケーブル コネクタ

図 4 シンプレックス LC ケーブル コネクタ
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インストレーションの準備
（注） ケーブル上の光ファイバ コネクタを、埃、油、その他の汚染物質から保護する必要があ

ります。ライン カードにケーブルを接続する前に、アルコールを含ませた綿棒や布など

で光ファイバ コネクタを清潔に保ってください。

図 5 の送信（TX）および受信（RX）ケーブルの位置関係を確認して、ライン カードとライン カー

ドの接続先の装置との間に、1 本のデュプレックス ファイバ ケーブルまたは 2 本のシンプレックス

ファイバ ケーブルを接続します。

図 5 ファイバケーブルの接続

警告 光ファイバ ケーブルが接続されていない場合、ポートの開口部から目に見えないレー

ザー光が放射されている可能性があります。レーザー光にあたらないよう、開口部をの

ぞきこまないでください。 

警告 クラス 1 レーザー製品です。
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インストレーションの準備
Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのケーブル マネジメント システム

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ のケーブルマネジメント システムは、システムに出入

りするネットワーク インターフェイス ケーブルを整理して、ケーブルが折れ曲がったりしないよ

うに（光ファイバケーブルは、極端に折れ曲がるとパフォーマンスが低下し、ケーブルを損傷する

可能性があります）、およびシャーシまわりでの作業の際に妨げとならないようにします。ケーブ

ルマネジメント システムは、次の 2 つのコンポーネントで構成されています。

• ルータ シャーシに取り付けられた 1 つまたは複数のケーブルマネジメント トレイ

（ケーブルマネジメント トレイのシャーシ固有の詳細については、該当する Cisco ルータ イン

ストレーション コンフィギュレーション ガイドを参照してください。）

• ライン カードに取り付ける 1 つのケーブルマネジメント ブラケット（図 6 を参照）

図 6 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのケーブルマネジメント ブラケット

スペアのライン カードに、ケーブルマネジメント ブラケットは取り付けられていません。ライン

カードをルータに装着してから、ケーブルマネジメント ブラケットをライン カードに取り付けて

ください。
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インストレーションの準備
注意 ケーブルマネジメント ブラケットをハンドル代わりにして、ライン カードをシャーシか

ら抜いたり、シャーシに装着しないでください。また、取り外した後、ライン カードを

持ち歩かないでください。ケーブルマネジメント ブラケットが壊れて、ライン カードを

落としたり、損傷する可能性があります。

ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットは、非脱落型ネジでライン カードに取り付けます

（図 6を参照）。ベルクロ ストラップを使用してネットワーク インターフェイス ケーブルをブラケッ

トに固定するので、ライン カード上のコネクタの位置にあわせてケーブルを整理し、コネクタに取

り付ける各ケーブルに適切なゆるみを持たせることができます。

ポートが複数あるライン カードでは、ライン カードの着脱時に、ネットワーク インターフェイス

ケーブルをライン カード ケーブルマネジメント ブラケットに留めたままにしておきます。この場

合、ネットワーク インターフェイス ケーブルをライン カードのコネクタから取り外し、ライン

カード ケーブルマネジメント ブラケットにケーブルを留めたまま、ライン カードからブラケット

を取り外します。このようにして、ライン カードを別のライン カードと交換する作業の間、ケー

ブルが取り付けられたブラケット全体を脇に置いておき、交換後のライン カードにブラケットを元

どおり取り付ければ、ケーブル コネクタはライン カードのコネクタの位置と適切に調整されます。
15
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ライン カードの取り付けまたは交換
ライン カードの取り付けまたは交換
ここでは、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ におけるライン カードの取り付けおよび交

換の手順について説明します。内容は次のとおりです。

• ライン カードの取り外しおよび取り付け（p.16）

• ライン カード インターフェイス ケーブルの取り外し（p.17）

• ライン カードの取り外し（p.18）

• ライン カードの取り付け（p.20）

システムの稼働中にライン カードを取り外す場合は、事前に次の「ライン カードの取り外しおよ

び取り付け」を参照してください。

ライン カードの取り外しおよび取り付け

システムの稼働中にライン カードの取り外しおよび取り付けを行うことができます。ソフトウェア

コマンドを実行したり、システム電源をリセットする必要はありません。Online Insertion and

Removal（OIR; ホットスワップ）機能により、オンライン状態のシステムでライン カードの追加、

取り外し、交換を行っても、ネットワーク上のエンド ユーザに影響を与えたり、ルーティング情報

が失われることはなく、セッションも維持されます。

ライン カードを取り付けると、必要なソフトウェアが RP から自動的にダウンロードされます。そ

の後、現在の実行コンフィギュレーションと一致し、アップとして設定されていたインターフェイ

スだけがオンライン状態になります。その他のインターフェイスはすべて、configure コマンドで設

定する必要があります。

注意 適切な手順で操作しないと、システムがハードウェア障害とみなすことがあります。誤っ

たエラー メッセージが表示されるのを防ぐために、ライン カードの取り外しや取り付け

は一度に 1 つずつ行ってください。続けて別のライン カードの取り外しや取り付けを行

う場合は、システムが前の作業を完了できるように、35 秒以上間隔をあけてください。

各ライン カードにはイジェクト レバーが 2 つあります。ライン カードを取り外す際には、イジェ

クト レバーを使用し、バックプレーン コネクタからカードを外すことができます。ライン カード

を取り付ける際には、イジェクト レバーによって、バックプレーン コネクタにライン カードをしっ

かり装着できます。イジェクト レバーは、カード コネクタをバックプレーンに正しくかみ合わせ

て固定します（図 8 を参照）。

注意 ライン カードを取り外す際は、必ずイジェクト レバーを使用して、バックプレーンから

カード コネクタのピンを外してください。カードがバックプレーンに完全に装着されて

いないと、システムが停止することがあります。

同様に、ライン カードを取り付ける際も、必ずイジェクト レバーを使用してください。

イジェクト レバーを使用すると、カードがバックプレーン コネクタと正しくかみ合い、

カード コネクタのピンが正しい順序でバックプレーンに接触して、カードがバックプ

レーンに固定されます。カードがバックプレーンに完全に装着されていないと、システ

ムが停止し、クラッシュする原因になります。
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ライン カードの取り付けまたは交換
ライン カード インターフェイス ケーブルの取り外し

ライン カードを取り外す前に、ライン カード ネットワーク インターフェイス ケーブルとケーブル

マネージメント ブラケットを取り外します（図 7 を参照）。

図 7 ライン カード インターフェイス ケーブルの取り外し

ライン カードのインターフェイス ケーブルを取り外す場合は、次の作業を行います（図 7 を参照）。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケット、またはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 2 ライン カードのインターフェイス ポートから、インターフェイス ケーブル コネクタを抜き取りま

す。

（注） ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットからインターフェイス ケーブル

を外さないでください。 
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ライン カードの取り付けまたは交換
ステップ 3 各 SFP モジュールの光ポート開口部にダスト プラグを挿入します。

ステップ 4 プラス ドライバを使用して、ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの両端にある非脱落

型ネジを緩めます。 

ステップ 5 ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットと光ファイバケーブルの束をライン カードから取

り外し、作業の妨げにならない場所に置きます（図 7B を参照）。

（注） ブラケットの片側には、ケーブルマネジメント トレイまたはシャーシのブラケッ

トからブラケットとケーブルを吊るすための小さいフックがあります。

ライン カードの取り外し

ライン カードは OIR に対応しているので、システムの電源をオンにしたままライン カードの取り

外しおよび取り付けを行うことができます。

注意 新しいライン カードまたは再設定したライン カードの取り付け時に問題が起きないよ

うにするため、ライン カードを取り外す前に、 shutdown コマンドを使用してインター

フェイスをディセーブルにしておいてください。シャットダウンされたインターフェイ

スは、show コマンドの出力に、administratively down として表示されます。

ライン カードを取り外す場合は、次の作業を行います（図 8 を参照）。

ステップ 1 静電気防止用リストストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケット、またはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 2 ライン カードのポートから、ネットワーク インターフェイス ケーブル コネクタを抜き取ります。

ステップ 3 各 SFP モジュールの光ポート開口部にダスト プラグを挿入します。

ステップ 4 ケーブルを留めたままライン カード ケーブルマネジメント ブラケットを取り外します（図 7B を

参照）。

（注） ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットからケーブルを外さないでくだ

さい。

ステップ 5 プラスドライバを使用して、ライン カード前面プレートの両端にある非脱落型ネジを緩めます（図

8a を参照）。
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ライン カードの取り付けまたは交換
図 8 ライン カードの取り外しおよび取り付け

注意 ライン カードを取り外す際は、必ずイジェクト レバーを使用し、システムが予測する論

理的な順序でバックプレーンからカード コネクタ ピンが外れるようにしてください。

カードがバックプレーンに部分的に装着されていると、システムが停止することがあり

ます。

ステップ 6 両側のイジェクト レバーを同時に外側に開き、バックプレーン コネクタからライン カードを外し

ます（図 8b を参照）。

ステップ 7 イジェクト レバーを持ち、ライン カードをスロットの途中まで引き出します。 

ステップ 8 片手でライン カードの前面プレートを持ち、反対の手でライン カードを下から支えながら、ライ

ン カードをスロットからまっすぐに引き出します（図 8c を参照）。

ライン カードのプリント基板、コンポーネント、またはコネクタ ピンに触れないように注意して

ください。

ステップ 9 取り外したライン カードを静電気防止用マットまたはフォーム パッドの上に置きます。返却する

場合には、ライン カードをただちに静電気防止用袋に保管してください。 

ステップ 10 ライン カード スロットを空にしておく場合は、ライン カード ブランク（製品番号 800-03004-01）

を取り付け、シャーシに埃が入らないように、また、ライン カード コンパートメント内で空気が

正しく流れるようにします。 

ステップ 11 非脱落型ネジを締め、ライン カード ブランクをシャーシに固定します。 
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ライン カードの取り付けまたは交換
ライン カードの取り付け

ライン カードは、空いているライン カード スロットに取り付けることができます。ライン カード

を取り付けると、直接バックプレーンに接続されます（ライン カード スロットの位置については、

「シャーシのライン カード スロットの割り当て」[p.11] を参照してください）。

新しいライン カードを取り付ける場合は、まず、使用するスロットからライン カード ブランクを

取り外します（前項の「ライン カードの取り外し」を参照）。

注意 適切な手順で操作しないと、システムがハードウェア障害とみなすことがあります。ラ

イン カードの取り外しや取り付けは、一度に 1 つずつ行ってください。続けて別のライ

ンカードの取り外しまたは取り付けを行う場合は、システムが前の作業を完了できるよ

うに、35 秒以上間隔をあけてください。

ライン カードの取り付け手順は、次のとおりです。

ステップ 1 RP のコンソール ポートにコンソール端末が接続され、コンソールの電源が入っていることを確認

します。

ステップ 2 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケットまたはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 3 ライン カードを取り付けるスロットを選択します。さらに、ライン カードの光ファイバ インター

フェイス ケーブルに十分な長さがあり、ライン カードのポートにケーブルを差し込んでライン

カードと外部装置が接続できることを確認します（ライン カード スロットの位置については、

「シャーシのライン カード スロットの割り当て」[p.11] を参照してください）。

注意 ESD による損傷を防ぐため、ライン カードを取り扱うときは、必ずカード フレームの

エッジ部分を持つようにしてください。

ステップ 4 片手でライン カードの前面プレートを持ち、反対の手でカード フレームを下から支えながら、カー

ド ケージのスロットにカードを差し込みます（図 8 を参照）。

注意 ライン カードのプリント基板、コンポーネント、またはコネクタ ピンに触れないように

注意してください。

ステップ 5 ライン カードを慎重にスロットに押し込み、イジェクト レバーがカードケージのエッジに接触し

たところで止めます。イジェクト レバーのフックがカード ケージのエッジを押さえていることを

確認します（図 9 を参照）。
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ライン カードの取り付けまたは交換
図 9 イジェクト レバー

注意 ライン カードを取り付けるときは、必ずイジェクト レバーを使用してください。イジェ

クト レバーを使用すると、カードがバックプレーン コネクタと正しくかみ合い、カード

コネクタのピンが正しい順序でバックプレーンに接触して、カードがバックプレーンに

固定されます。カードがバックプレーンに完全に装着されていないと、システムが停止

し、クラッシュする原因になります。

ステップ 6 両方のイジェクト レバーがライン カードの前面プレートに対して垂直になるまで、同時に内側に

倒します。これにより、カードがバックプレーンにしっかりと固定されます。

ステップ 7 プラス ドライバを使用して、ライン カード前面プレートの両側にある非脱落型ネジを締めます。こ

れにより、適切な EMI シールドを確保し、ライン カードがバックプレーンから部分的に脱落する

のを防止します。

EMI 仕様に適合するには、これらのネジを締める必要があります。

注意 他のライン カードに必要なスペースを確保するため、新しいライン カードを取り付けて

その非脱落型ネジを締めてから、別のライン カードの取り付け作業を始めてください。

ネジを締めることによって、偶発的な脱落を防止し、システムに必要なアースと EMI
シールドを確保できます。

ステップ 8 ライン カードのケーブルマネジメント ブラケットを元どおりに取り付けます（図 7 を参照）。

a. シャーシのケーブルマネジメント トレイまたはブラケットからライン カード ケーブルマネジ

メント ブラケットのフックを外します。

b. ライン カードのケーブルマネジメント ブラケットをライン カードの前面プレートに合わせま

す。

c. ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの両端にある非脱落型ネジを締め、ライン

カードにブラケットを固定します。

ステップ 9 SFP モジュールが完全に装着され、ライン カード上の割り当てられたレセプタクルに固定されてい

ることを確認するため、各 SFP モジュールをしっかり押し込みます。
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ライン カードの取り付けまたは交換
SFP モジュールが完全に装着、固定されていない場合は、SFP モジュール底部の三角形のピンがレ

セプタクルのホールにはまり、カチッと音がします。

ステップ 10 各 SFP モジュールの光ポート開口部からダスト プラグを取り外します。

ステップ 11 ライン カード前面プレート上の元のポートに搭載されている SFP モジュールに、ネットワーク イ

ンターフェイス ケーブル コネクタを差し込みます。

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの SFP モジュールの交換

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードは SFP モジュールが搭載された状態で出荷され

ます。SFP モジュールを交換する必要がある場合は、次の手順で行います。

• 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードからの SFP モジュールの取り外し（p.23）

• 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードへの SFP モジュールの取り付け（p.25）

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードには、シスコが提供する SFP モジュールのみを

使用してください。SFP モジュールには、それぞれの SFP 製造元がセキュリティ プログラミングし

たシリアル EEPROM が搭載されています。その SFP モジュールが、シスコによってシスコ製 10

ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上で動作確認され、検証済みのモジュールタイプ

であるかどうかは、EEPROM 内の情報によって（Cisco IOS ソフトウェアを通じて）識別、確認さ

れます。未承認の SFP モジュール（シスコから直接購入していないモジュール）は、10 ポート 1 ギ

ガビット イーサネット ライン カードでは動作しません。

図 10 に、SFP モジュール、ライン カード SFP モジュール レセプタクル、およびデュプレックス LC

タイプ ケーブルの分解組み立て図を示します。

図 10 SFP モジュールの取り外しおよび交換
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ライン カードの取り付けまたは交換
show interfaces gigabitethernet コマンドを使用すると、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン

カードのポートに現在搭載されている SFP モジュールのタイプが表示されます。

次の例で、1000BASE-SX SFP モジュールは、システムのスロット 4 の 10 ポート 1 ギガビット イー

サネット ライン カードのポート 0 に搭載されています。

Router# show interfaces gigabitethernet 4/0

GigabitEthernet4/0 is up, line protocol is up
Hardware is GigMac 10 Port GigabitEthernet, address is 003c.7078.8b00 (bia
003c.7078.8b00)

Internet address is 172.0.0.1/16
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback set
Keepalive not set
Full-duplex mode, link type is autonegotiation, media type is SX
output flow-control is unsupported, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 05:50:09, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface” counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

21 packets input, 1260 bytes, 0 no buffer
Received 18 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
21401264292 packets output, 1284075857520 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードからの SFP モジュールの取り外し

SFP モジュールは、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの SFP モジュール レセプタ

クルに完全に装着されると、SFP モジュール底部の三角ピンでレセプタクルに固定されます（図 11

を参照）。ピンは EMI ケージのホールとかみ合って、SFP モジュールを適切な位置に固定します。

SFP モジュールを取り外す際には、レセプタクルから SFP モジュールを引き抜く前に、ロッキング

ピンをホールから外してください。市販の SFP モジュールの設計は製造元によって異なり、ロッキ

ング ピンを外して SFP モジュールを取り出す方法にも違いがあります。図 11 に、3 つの例を示し

ます。

注意 ケーブル、ケーブル コネクタ、SFP モジュールの光インターフェイスが損傷する可能性

があるので、光ファイバ ケーブルを接続したまま SFP モジュールの取り付けまたは取り

外しを行わないでください。SFP モジュールの取り外しや取り付けを行う前に、必ずす

べてのケーブルを外してください。

SFP モジュールの取り外しおよび取り付け作業はモジュールの使用寿命を縮める可能性

があるので、必要な場合以外は行わないでください。
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ライン カードの取り付けまたは交換
図 11 SFP モジュールの取り外し

最初の設計（図 11 の例 A を参照）では、ロッキング ピンが回転ラッチの一部になっていて、SFP

モジュールの前面に取り付けられている透明なプラスチックタブを引っ張ると、ロッキング ピンが

SFP モジュール本体に引き込まれます。タブを引っ張るとロッキング ピンが外れるので、レセプタ

クルから SFP モジュールを引き抜くことができます。

2 番目の設計（図 11 の例 B を参照）では、SFP モジュールの前部の底にあるスライディング プラ

スチック ウェッジを内側に押すと、ロッキング ピンがレセプタクルの穴から押し出されます。親

指でウェッジを内側に押しながら、人差し指で SFP モジュールの上端をつかんで SFP モジュールを

外側に引っ張り、SFP モジュールを取り外します。

3 番目の設計（図 11 の例 C を参照）では、SFP モジュールのブラケットを下に引くと、ロッキング

ピンがレセプタクルの穴から押し出されます。ブラケットを下の位置に下げると、自動的に SFP モ

ジュールが外れます。

SFP モジュールは、システムの電源をオンにしたまま、取り付けおよび取り外しを行うことができ

ます。SFP モジュールを取り外すと、インターフェイスはシャットダウンします。 

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードから SFP モジュールを取り外す手順は、次のと

おりです（図 11 を参照）。 

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケットまたはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 2 SFP モジュールから LC タイプ光ファイバ ケーブル コネクタを外します。

再接続の場合に備えて、それぞれのコネクタ プラグが TX または RX のどちらであるかを書き留め

ておいてください。

ステップ 3 光インターフェイスを清潔に保つため、SFP モジュールの光ポートにダスト プラグを挿入します。
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ライン カードの取り付けまたは交換
ステップ 4 SFP モジュールのロックを解除して取り外します。

• SFP モジュールにプラスチックのプルタブがある場合は（上記の説明と図 11 の例 A を参照）、

プラスチック タブを軽く持ちながら、しっかり引っ張ってロッキング ピンを外し、SFP モ

ジュールを取り外します。

• SFP モジュールにスライディング ウェッジがある場合は（上記の説明と図 11 の例 B を参照）、

親指でウェッジを内側に押してロッキング ピンを外しながら、人差し指で SFP モジュール上部

の端をつまみ、SFP モジュールを引っ張って取り外します。

ステップ 5 取り外した SFP モジュールは静電気防止用袋に入れるか、その他の保護環境下に置くようにしてく

ださい。

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードへの SFP モジュールの取り付け

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードに SFP モジュールを取り付ける手順は、次のと

おりです。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケットまたはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 2 SFP モジュールの上側であることを示す TX/RX の表示を確認します（図 10 を参照）。

（注） 一部の SFP モジュールでは、TX/RX 表示が「SFP モジュール コネクタから（送

信方向すなわち TX）」と「SFP モジュール コネクタへ（受信方向すなわち RX）」

といった矢印表示になっています。

ステップ 3 SFP モジュールの上側をライン カードのコンポーネント側に向け、レセプタクル開口部の前面に

SFP モジュールを合わせます（図 10 を参照）。

（注） エッジ コネクタの付いている方が、SFP モジュールの底部です。ライン カード

のレセプタクルに SFP モジュールを取り付けると、SFP モジュールの底部はポー

ト ステータス LED の方に向きます。

ステップ 4 適度な力でライン カードのレセプタクルに SFP モジュールを挿入し、エッジ コネクタをレセプタ

クルの背面のコネクタにしっかりと装着します。

SFP モジュールが完全に正しく装着されると、SFP モジュール底部の三角形のピンがレセプタクル

のホールにはまり、カチッと音がします。

ステップ 5 SFP モジュール光ポートからダスト プラグを外します（図 7 を参照）。

ステップ 6 SFP モジュールに LC タイプ光ファイバ ケーブル コネクタを差し込みます（図 10 を参照）。
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ライン カードの取り付けまたは交換
ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの取り付けまたは取り外し

ここでは、次の手順について説明します。

• ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの取り付け（p.26） 

• ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの取り外し（p.27）

ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの取り付け

スペアのライン カードには、ケーブルマネジメント ブラケットは取り付けられていません。ライ

ン カードをルータに装着した後、ケーブルマネジメント ブラケットをライン カードに取り付けて

ください。

注意 ケーブルマネジメント ブラケットをハンドル代わりにして、ライン カードをシャーシか

ら抜いたり、シャーシに装着しないでください。また、取り外した後、ライン カードを

持ち歩かないでください。ケーブルマネジメント ブラケットが壊れて、ライン カードを

落としたり、損傷する可能性があります。

ライン カードにライン カード ケーブルマネジメント ブラケットを取り付ける手順は、次のとおり

です。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケットまたはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 2 次の手順で、ライン カードにライン カード ケーブルマネジメント ブラケットを取り付けます。

a. ライン カードのケーブルマネジメント ブラケットをライン カード前面プレートに合わせま

す。

b. ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの両端にある非脱落型ネジを締め、ライン

カードにブラケットを固定します。

ステップ 3 ライン カードの下部ポートから順に（図 13a を参照）、SFP モジュールの割り当てられたライン カー

ドポートにインターフェイス ケーブルを接続します。

ステップ 4 ベルクロ ストラップでケーブルマネジメント ブラケットにインターフェイス ケーブルを慎重に固

定します（図 13b を参照）。ケーブルがもつれたり、折れ曲がったりしないように注意してください。

ステップ 5 ステップ 3 ～ステップ 4 を繰り返して、ライン カードポートのすべてのインターフェイス ケーブ

ルを接続します。
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ライン カードの取り付けまたは交換
図 12 ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットにインターフェイス ケーブルを取り付ける
手順

ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの取り外し

ケーブルマネジメント ブラケットが壊れたり、損傷したために、ネットワーク インターフェイス

光ファイバ ケーブルが強く折れ曲がる可能性がある場合や、ケーブル コネクタが動いたり、引っ

張られたりするのを防ぐことができない場合は、不具合のあるケーブルマネジメント ブラケットを

取り外して新品または損傷のないブラケットと交換します。

インターフェイス ケーブルをライン カード ケーブルマネジメント ブラケットから外し、ケーブル

マネジメント ブラケットをライン カードから取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き付け、ストラップの反対側をシャーシの ESD 接続ソ

ケットまたはシャーシまたはフレームの塗装されていない金属面に取り付けます。

ステップ 2 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのコネクタと、インターフェイス ケーブルとの

現在の接続環境を書き留めます。
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ライン カードの取り付けまたは交換
ステップ 3 ライン カード（ポートが複数あるカードの場合）の下部ポートから順に、SFP モジュールからイン

ターフェイス ケーブルを取り外します（図 7 を参照）。

ステップ 4 各 SFP モジュールの光ポート開口部にダスト プラグを挿入します（図 7 を参照）。

ステップ 5 ベルクロ ストラップを開いて、ケーブル マネジメント ブラケットからネットワーク インターフェ

イス ケーブルを外します。

ステップ 6 ケーブルマネジメント ブラケットを取り外すまで、インターフェイス ケーブルを作業の妨げにな

らない場所に、置くか吊るしておきます。

ステップ 7 ライン カードのケーブルマネジメント ブラケットの端にある非脱落型ネジを緩め、ライン カード

からブラケットを取り外します（図 13 を参照）。

図 13 ライン カード ケーブルマネジメント ブラケットの取り外し
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インストレーションの確認
インストレーションの確認
ここでは、ライン カードのインストレーションの確認とトラブルシューティングについて説明しま

す。内容は次のとおりです。

• ライン カードのブート プロセスの概要（p.29）

• ライン カードの英数字ディスプレイ LED（p.29）

• ライン カードのポート ステータス LED（p.32）

• ライン カードの動作確認（p.33）

• トラブルシューティング（p.35）

ライン カードのブート プロセスの概要

ライン カードを取り付けて、他の装置にネットワーク インターフェイス光ファイバケーブルを接

続した後、ライン カード前面プレートにあるポートステータスと英数字 LED をチェックして、ラ

イン カードが正常に動作していることを確認します。

ライン カードの一般的なブート プロセスでは、次の処理が行われます。

（注） 新しいカードは、デフォルトで administratively down に指定されます。各ネットワーク イ
ンターフェイス ポートに no shutdown コマンドが設定されるまで、ACTIVE LED は点灯

しません。

• RP がライン カードを起動し、Cisco IOS ソフトウェアをロードします。

• ライン カードの MBus モジュールは、搭載されているカードの種類を判別して内部チェックを

実行し、RP からの Cisco IOS ソフトウェアのロードを受け入れるための準備を整えます。

ライン カードが正常に動作していることを確認するには、次の動作をチェックします。

• ライン カードのブート プロセス中は、ライン カードの英数字ディスプレイ LED を観察するこ

とにより、次項の「ライン カードの英数字ディスプレイ LED」の表 3 および表 4 に示す一般的

な初期化シーケンスをカードが実行しているかどうかを確認できます。 

• ライン カード インターフェイスの LINK および ACTIVE ポートステータスを調べ、点灯して

いることを確認します（これら LED の詳細については、「ライン カードのポート ステータス

LED」[p.32] を参照してください）。

ライン カードの英数字ディスプレイ LED

イジェクト レバー付近のライン カード前面プレート通常の片側に、4 桁の英数字ディスプレイ LED

が 2 つあります（図 1 を参照）。この LED は、RP がカードを認識し、カードを起動するまで点灯

しません。この LED には、カードのステートを示すメッセージが表示されます（英数字ディスプ

レイ LED に表示されるメッセージは、表 3 および表 4 を参照してください）。

（注） メッセージは、シーケンスまたはプロセスの途中に表示されますが、ごく短時間しか表

示されないため、読み取れないこともあります。
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インストレーションの確認
ライン カードの起動時には、表 3 に示すような一連のメッセージが表示されます。

表 3 一般的なライン カード初期化シーケンスの英数字ディスプレイ LED メッセージ

LED ディス
プレイ 説明 送信元

MROM

nnnn
MBus マイクロコードの実行が開始されました。 nnnn は、マイク

ロコードのバージョン番号です。たとえば、マイクロコードのバー

ジョンが 1.17 の場合、01171 と表示されます。ディスプレイ LED

メッセージが表示されるのはごく短時間なので、読み取れないこ

ともあります。

MBus コント

ローラ

LMEM

TEST
ライン カードのロー メモリをテストしています。 ライン カードの

ROM モニタ

LROM

RUN
ロー メモリのテストが完了しました。 ライン カードの

ROM モニタ

BSS

INIT
メイン メモリを初期化しています。 ライン カードの

ROM モニタ

RST

SAVE
リセット理由レジスタの内容を保存しています。 ライン カードの

ROM モニタ

IO

RST
リセット I/O レジスタにアクセスしています。 ライン カードの

ROM モニタ

EXPT

INIT
割り込みハンドラを初期化しています。 ライン カードの

ROM モニタ

TLB

INIT
TLB を初期化しています。 ライン カードの

ROM モニタ

CACH

INIT
CPU データおよび命令キャッシュを初期化しています。 ライン カードの

ROM モニタ

MEM

INIT
ライン カードのメイン メモリの容量を調べています。 ライン カードの

ROM モニタ

LROM

RDY
ROM はダウンロードに対応可能です。 ライン カードの

ROM モニタ

ROMI

GET
ライン カードメモリに ROM イメージをロードしています。 GRP Cisco IOS

ソフトウェア

FABL

WAIT
ライン カードはファブリック ダウンローダ2 のロードを待機中で

す。

GRP Cisco IOS

ソフトウェア

FABL

DNLD
ファブリック ダウンローダがラインカードメモリにロードされ

ています。

GRP Cisco IOS

ソフトウェア

FABL

STRT
ファブリック ダウンローダの起動中です。 GRP Cisco IOS

ソフトウェア

FABL

RUN
ファブリック ダウンローダが起動し、実行中です。 GRP Cisco IOS

ソフトウェア

IOS

DNLD
Cisco IOS ソフトウェアがライン カードメモリにダウンロードさ

れています。

GRP Cisco IOS

ソフトウェア

IOS

STRT
Cisco IOS ソフトウェアの起動中です。 GRP Cisco IOS

ソフトウェア
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インストレーションの確認
表 4 に、ライン カードの英数字ディスプレイ LED に表示されるその他のメッセージを示します。

IOS

UP
Cisco IOS ソフトウェアの実行中です。 GRP Cisco IOS

ソフトウェア

IOS

RUN
ライン カードがイネーブルになり、いつでも使用可能です。 GRP Cisco IOS

ソフトウェア

1. ご使用のシステムで稼働している MBus マイクロコードのバージョンとは異なる場合があります。

2. ファブリック ダウンローダがライン カードに Cisco IOS ソフトウェアイメージをロードします。

表 3 一般的なライン カード初期化シーケンスの英数字ディスプレイ LED メッセージ（続き）

LED ディス
プレイ 説明 送信元

表 4 その他の英数字ディスプレイ LED メッセージ

LED ディス
プレイ 意味 送信元

MRAM

nnnn
MBus マイクロコードの実行が開始されました。 nnnn は、マイク

ロコードのバージョン番号です。たとえば、マイクロコードのバー

ジョンが 1.17 の場合、01171 と表示されます。ディスプレイ LED

メッセージが表示されるのはごく短時間なので、読み取れないこ

ともあります。

MBus コント

ローラ

MAL

FUNC
カードの誤動作 GRP

PWR

OFF
カードの電源がオフ GRP

PWR

ON
カードの電源がオン GRP

IN

RSET
リセット中 GRP

RSET

DONE
リセット完了 GRP

MBUS

DNLD
MBus エージェントのダウンロード中 GRP

MBUS

DONE
MBus エージェントのダウンロード完了 GRP

ROMI

GET
ROM イメージの取得中 GRP

ROMI

DONE
ROM イメージの取得完了 GRP

MSTR

WAIT
マスタシップの決定待機中 GRP

CLOK

WAIT
スロット クロックの設定待機中 GRP

CLOK

DONE
スロット クロックの設定完了 GRP

FABL

LOAD
ファブリック ダウンローダのロード完了2 GRP
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インストレーションの確認
ライン カードのポート ステータス LED

ライン カードの各ポートの隣に、グリーンのポート ステータス LED が 3 つあります（図 1 を参

照）。これらの LED について以下に説明します。 

• LINK LED

• ACTIVE LED

• RX FRAME LED

LINK LED

LINK LED が点灯するのは、リンクが確立され、次の条件が満たされた場合です。

• 信号が検出されている。

• 受信（RX）の同期化。

• SFP モジュールが取り付けられ、障害状態ではない。

• ライン カードが別の稼働中のギガビット イーサネット インターフェイスに接続され、このイ

ンターフェイスからカンマ検出された文字を受信する。 

FABI

WAIT
ファブリックの初期化完了を待機中 GRP

IOS

LOAD
Cisco IOS ソフトウェアのダウンロード完了 GRP

FIA

ERR
Cisco IOS ファブリック インターフェイスの ASIC コンフィギュ

レーション エラー

GRP

CARV

ERR
バッファ分割エラー GRP

DUMP

REQ
ライン カードがコア ダンプを要求 GRP

DUMP

RUN
ライン カードがコア ダンプを実行中 GRP

DUMP

DONE
ライン カードのコア ダンプが完了 GRP

DIAG

MODE
診断モード GRP

FDAG

LOAD
フィールド診断プログラムのダウンロード中 GRP

FDAG

STRT
フィールド診断プログラムの起動中 GRP

POST

STRT
Power-On Self-Test（POST; 電源投入時セルフテスト）の起動中 GRP

UNKN

STAT
Unknown（不明）ステート GRP

1. ご使用のシステムで稼働している MBus マイクロコードのバージョンとは異なる場合があります。

2. ファブリック ダウンローダがライン カードに Cisco IOS ソフトウェアイメージをロードします。

表 4 その他の英数字ディスプレイ LED メッセージ（続き）

LED ディス
プレイ 意味 送信元
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インストレーションの確認
LINK LED が消灯するのは、次の条件のいずれかまたは両方が満たされた場合です。

• Loss Of Signal（LOS; 信号損失） ― SFP モジュールの光入力で信号が失われた場合（光損失）に

発生し、その結果同期化が失われて、リンク ダウンの状態になります。

たとえば、SFP モジュールの取り外し、または RX ケーブルか TX ケーブルのいずれかを取り

外すことによって LOS が発生すると、同期化が失われ、リンク ダウンの状態になります。 

• 無効なワードの受信 ― レシーバ アライメントと同期化を維持するため、レシーバは固有の検

出可能コード ビット パターンを検索します。レシーバが不正な、またはサポートされていな

い文字または文字列を検出すると、無効なワード状態が発生し、同期化が失われて、リンク ダ
ウンの状態になります。

ACTIVE LED

ACTIVE LED の点灯は、インターフェイスがアクティブであることを示します。この LED は、次

の場合に点灯します。

• ライン プロトコルが動作中。たとえば、インターフェイス コンフィギュレーションの一環と

して no shutdown コマンドを使用します。 

• 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのハードウェアの初期化中。

（注） 新たに取り付けられた 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのギガビット

イーサネット インターフェイスは、administratively down に指定されるので、インター

フェイスが設定されるまで各インターフェイスの ACTIVE LED は消灯したままです。

ACTIVE LED が消灯するのは、次の場合です。

• リンク障害または SFP モジュールの問題で回線がダウンしている。 

• ハードウェア初期化シーケンスで障害が発生している。

• SFP モジュールが取り外されて交換されたか、初期に shutdown コマンドが使用されたため、ラ

イン カード インターフェイスが管理上ダウンしている。 

ライン カードの ACTIVE LED は、ライン カードのインターフェイスを設定（またはシャットダウ

ンされている場合はオンに設定）するまで点灯しません。英数字ディスプレイ LED を調べること

で、カードに電力が供給されていることを確認できます。英数字ディスプレイ LED は、ライン カー

ドがシャーシに正しく取り付けられ、電源が投入されていると点灯します。 

各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、ライン カードの設定手順を完了し

ます（「インターフェイスの設定」[p.36] を参照）。

RX FRAME LED

RX FRAME LED の点灯は、インターフェイスがフレームを受信したことを示します。

ライン カードの動作確認

システムのスロットにライン カードを取り付けると、RP がシステムの他のすべてのカードにポー

リングを行います。RP は、新たに取り付けられたライン カードを検出すると、そのライン カード

に電源を投入し、そのライン カードに必要な Cisco IOS ソフトウェアのロードを開始します。ライ

ン カードの MBus モジュールは、搭載されているカードの種類を判別して内部チェックを実行し、

RP から Cisco IOS ソフトウェアのロードを受け入れる準備を整えます。

ライン カードが Cisco IOS ソフトウェアを起動してロードする間、システムがライン カードを検出

したことを確認するコンソール ディスプレイ メッセージが表示されます。以下の条件がすべて満

たされていれば、システムはインターフェイスを認識しますが、インターフェイスの設定は

administratively down のままとなります。
33
10 ポート 1 ギガビット イーサネット ラインカード インストレーション コンフィギュレーション ノート

78-12901-03-J



インストレーションの確認
• 10ポート 1ギガビット イーサネット ライン カードがバックプレーンに正しく接続されていて、

電力が供給されている。

• システム バスが 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードを認識している。

• 有効なバージョンの 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード用マイクロコードが

ロードされ、稼働している。

ライン カードが正しく接続されていることを確認する手順は、次のとおりです。 

ステップ 1 再初期化の完了後、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上の接続ポートの ACTIVE

LED が点灯状態になっていることを確認します。

• LED が点灯したままになっている場合は、ステップ 5 に進みます。

または

• ACTIVE LED が点灯状態にならない場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2 SFP モジュールがポートのレセプタクルに取り付けられていることを確認します。SFP モジュール

の脱落や誤装着を調べるには、show interfaces gigabitethernetコマンドを使用します。show interfaces

gigabitethernet コマンドの出力に SFP モジュールが表示されないのに、実際には SFP モジュールが

ライン カードのレセプタクルに取り付けられている場合は、モジュールを取り出して再度取り付け

ます（図 10 を参照）。

（注） SFP モジュールを取り外したり、取り付けたりするためにインターフェイスを

シャットダウンする必要はありません。

ステップ 3 ポートの ACTIVE LED が点灯しない場合は、バックプレーンにライン カード コネクタが完全に装

着されているかどうかを確認します。非脱落型ネジを緩め、10 ポート 1 ギガビット イーサネット

ライン カードの前面プレートに対して垂直になるまで、両方のイジェクト レバーを内側に倒しま

す。その後、非脱落型ネジを再び締めます（図 8 を参照）。

システムによるインターフェイスの再初期化が完了すると、10 ポート 1 ギガビット イーサネット

ライン カードの ACTIVE LED が点灯します。

• ACTIVE LED が点灯した場合は、ステップ 5 に進みます。

または

• ACTIVE LED が点灯しない場合は、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4 ACTIVE LED がまだ点灯しない場合は、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードを取り

外し、空いている他のライン カード スロットに取り付けてください。

• ライン カードを新しいスロットに取り付けた後で ACTIVE LED が点灯した場合は、元のライ

ン カード スロットのバックプレーン ポートに障害があると考えられます。

または

• ACTIVE LED が点灯しなくても、ライン カード上の他の LED が点灯していることからカード

が動作中とわかる場合は、ステップ 5 に進み、インストレーションの確認作業を再開します。

この場合、ライン カードの ACTIVE LED に障害があると考えられます。

または

• ライン カードの LED がいずれも点灯しない場合は、ライン カードを交換してください。

それでも ACTIVE LED が点灯しない場合は、インストレーションを中止します。Cisco.com にアク

セスするか、購入した代理店に機器が故障していることを連絡し、指示を受けてください。
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インストレーションの確認
ステップ 5 インターフェイスのステータスを確認するには、show interfaces コマンドまたは show controllers コ

マンドを使用します（インターフェイスを設定していない場合は、「インターフェイスの設定」[p.36]

の手順に従います）。

トラブルシューティング

ライン カードの ACTIVE LED が点灯しない場合は、次の条件が満たされているかどうかを確認し

ます。

• すべての電源コードおよびデータ ケーブルが両端とも正しく接続されている。

• すべてのカードがカード ケージに正しく装着され、固定されている。

• すべてのコンポーネントが正しく接続され、カード ケージにネジで固定されている。

• ローカル側とリモート側のライン カードに搭載されている SFP モジュールに互換性があり、適

切なケーブル（シングルモードまたはマルチモード）で接続されている。

• ポートのインターフェイスに設定値および IP アドレスが指定されている。 

• shutdown コマンドを使用してライン カード インターフェイスをディセーブルにした場合は、

no shutdown コマンドを使用してイネーブルにしてある。

コンソール端末にエラー メッセージが出力された場合は、エラー メッセージの意味について、対

応するリファレンス マニュアルを参照してください。解決できないその他の問題が生じたときは、

Cisco.com にアクセスするか、購入した代理店に連絡してください。

（注） SFP モジュールのレーザー コンポーネントのコントロールまたはドライバ障害によっ

て、TX 障害が引き起こされる可能性があります。これは SFP モジュールに関連するハー

ドウェアの問題で、ライン カードの起動および初期化中に Cisco IOS ソフトウェアによっ

てコンソール メッセージが表示されることがあります。

ポート ステータス LED の動作に基づいて 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのト

ラブルシューティングをする場合は、次の条件が満たされているかどうかを確認します。

• 完全なエンドツーエンドの光送受信パス ― ローカル ライン カードの SFPモジュール レセプタ

クルに、有効で動作可能な SFP モジュールを取り付ける必要があります。また、SFP モジュー

ルには有効で動作可能なケーブルを接続する必要があります。ケーブルの接続先であるリモー

ト ライン カード上の SFP モジュールは、ローカル ライン カード上の SFP モジュールと互換性

があり、動作可能である必要があります。つまり、ローカル ライン カード上の SFP モジュー

ルが LX SFP モジュールである場合は、リモート ライン カード上の SFP モジュールも LX SFP
モジュールである必要があります。SX SFP モジュールの場合も同様です。SFP モジュールのタ

イプが一致しないと、完全な光パスは確立されません。 

• 設定済みの内部ループバック ― LINK LED は、インターフェイスが起動していれば点灯しま

す。有効で動作可能な SFP モジュールが SFP レセプタクルに搭載されているかどうか、有効で

動作可能なケーブルが SFP に接続されているかどうかには関係ありません。 

（トラブルシューティングおよび診断の詳細については、ご使用の Cisco 12000 シリーズ インター

ネット ルータに付属のインストレーション コンフィギュレーション ガイドを参照してください。） 
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インターフェイスの設定
インターフェイスの設定
ここでは、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上のインターフェイスの設定手順を

説明します。内容は次のとおりです。

• 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのポートの初期設定（p.36）

• インターフェイスの設定（p.36）

• show コマンドによるシステム ステータスの確認（p.39）

• 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの設定例（p.43）

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードのポートの初期設定

現在のポート設定情報を表示するには、show running-config コマンドを使用します。電源投入時、

新しい 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上のインターフェイスはシャットダウン

されています。インターフェイスをイネーブルにするには、各インターフェイスのコンフィギュ

レーション モードで no shutdown コマンドを実行する必要があります。他のコンフィギュレーショ

ン コマンドを適用せずに 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上のインターフェイ

スをイネーブルにした場合（シャットダウン状態を終了した場合）は、次のデフォルト インター

フェイス コンフィギュレーション ファイル パラメータが設定されます。

10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上のインターフェイスに対して no shutdown コ

マンドを実行する場合、またはインターフェイスの設定を変更する場合は、configure イネーブル

EXEC コマンドを使用してコンフィギュレーション モードを開始する必要があります。 

インターフェイスの設定

新しい 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードが正しく搭載されていることを確認した

後で、configure コマンドを使用して新しいインターフェイスを設定します。インターフェイスの

IP アドレスなど、必要な情報を揃えておきます。

次の手順は、基本的な設定を作成する場合（インターフェイスのイネーブル化と IP ルーティング

の指定）に使用します。システム設定の要件に応じて、他のコンフィギュレーション サブコマンド

の入力が必要な場合もあります。

（利用できるコンフィギュレーション サブコマンドおよびコンフィギュレーション オプションの

詳細については、「重要情報」[p.2] の該当するソフトウェア マニュアルを参照してください。）

表 5 10 ポート 1 ギガビット イーサネットライン カードのデフォルト設定値

パラメータ
コンフィギュレーション ファイルの
エントリ デフォルト値

IP アドレス no ip address None

ディレクテッド ブロードキャストから

物理ブロードキャストへの変換

no ip directed-broadcast Disabled

シャットダウン shutdown Interface disabled

自動ネゴシエーション negotiation auto Negotiation auto

Cisco Discovery Protocol（CDP） no cdp enable Disabled
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インターフェイスの設定
Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータは、ライン カードのスロット番号およびポート番号

（slot/port の形式で指定）によって、インターフェイス アドレスを識別します。10 ポート 1 ギガビッ

ト イーサネット ライン カードには、0 ～ 9 の番号が付いた 10 個のポートがあります。たとえば、

ライン カードスロット 1 に搭載された 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上のイ

ンターフェイス上部ポートのスロット / ポートアドレスは、1/0 です。 

configure コマンドを使用するには、enable コマンドを入力して、EXEC コマンドインタプリタのイ

ネーブル レベルを開始する必要があります。パスワードが設定されている場合には、パスワードの

入力が必要です。 

次の手順で、10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードを設定します。特に指示がない場

合は、各設定ステップの実行後に Return キーを押してください。

ステップ 1  show version コマンドを入力して、システムがカードを認識しているかどうかを確認します。

Router# show version

（show version コマンドの出力例については、後述の「show コマンドによるシステム ステータスの

確認」[p.39] を参照してください。）

ステップ 2 show interfaces コマンドを入力し、各ポートのステータスを調べます。

Router# show interfaces

（show interfaces コマンドの出力例については、後述の「show コマンドによるシステム ステータス

の確認」[p.39] を参照してください。）

ステップ 3 configure terminal コマンドを入力して、コンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュ

レーション サブコマンドの入力元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal 

ステップ 4 ip routing コマンドを入力して、IP ルーティングをイネーブルにします。

Router(config)# ip routing

ステップ 5 プロンプトに対して、interface コマンド、続けて type （gigabitethernet）および slot/port （ライン

カードのスロット番号 / ポート番号）を入力することにより、設定対象の新しいインターフェイス

を指定します。

たとえば、ラインカードスロット 1 の 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カード上でポー

ト 0 を設定するには、次のように interface gigabitethernet コマンドを入力します。

Router(config)# interface gigabitethernet 1/0

ステップ 6 次の例のように、ip address コンフィギュレーション サブコマンドを入力して、インターフェイス

に IP アドレスとサブネット マスクを割り当てます。 

Router(config-if)# ip address 10.1.2.3 255.255.255.255 
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インターフェイスの設定
ステップ 7 no shutdown コマンドを入力して、シャットダウン ステートをアップに変更し、インターフェイス

をイネーブルにします。 

Router(config-if)# no shutdown

no shutdown コマンドを実行すると、enable コマンドが 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライ

ン カードに渡されます。また、最も新しく受信したコンフィギュレーション コマンドに基づいて、

ライン カード自体も設定されます。

（注） Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータはライン カード ネットワーク インターフェ

イス ケーブルによって別の装置（ハイエンド ルータ、スイッチなど）に接続されている

ので、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ と接続先装置の両方でステップ 8 ～
ステップ 10 を実行する必要があります。

ステップ 8 keepalive コマンドを入力して、キープアライブ メッセージをオンまたはオフに設定します。

Router(config-if)# keepalive

キープアライブ メッセージは、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータを動作させるために必

ずしも必要ではありませんが、カプセル化されたプロトコルには便利です。デフォルト設定はオン

です。

ステップ 9 no ip multicast distributed コマンドを入力して、IP マルチキャスト高速スイッチングをオフにしま

す。

Router(config-if)# no ip multicast distributed

ステップ 10 他のコンフィギュレーション サブコマンドを使用して、ルーティング プロトコルをイネーブルに

し、インターフェイス特性を調整します。

ステップ 11 コンフィギュレーション サブコマンドを指定してこの特定の設定を完了した後、Ctrl-Z を押してコ

ンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 12 copy running-config startup-config コマンドを入力して、新しい設定をメモリに保存します。

Router# copy running-config startup-config

設定が保存されると、OK メッセージが表示されます。

設定内容は、show コマンドを使用して確認できます。

（show コマンドの詳細については、「show コマンドによるシステム ステータスの確認」[p.39] を参

照してください。）
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インターフェイスの設定
show コマンドによるシステム ステータスの確認

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのライン カードは、それぞれ設定、トラフィック、エ

ラーなどの情報を維持しています。この情報を表示するには、show コマンドを使用します。ライ

ン カード情報およびシステム ステータスを表示する showコマンドの使い方と例を次の各項で説明

します。

• show version コマンドの使用方法（p.39）

• show gsr コマンドの使用方法（p.40）

• show diags コマンドの使用方法（p.40）

• show interfaces コマンドの使用方法（p.41）

• show running-config コマンドの使用方法（p.42）

show version コマンドの使用方法

 show version コマンドを使用すると、システム ハードウェアの設定（タイプ別の搭載ライン カー

ド数）、Cisco IOS ソフトウェア バージョン、コンフィギュレーション ファイルの名前とソース、お

よびブートイメージが表示されます。 

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータに対する show version コマンドの例を示します。

Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (GSR-P-M), Experimental Version 12.0(20010403:085648)
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 24-May-01 15:35
Image text-base: 0x60010958, data-base: 0x61D6C000

ROM: System Bootstrap, Version 11.2(17)GS2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE
SOFTWARE(FC1)

BOOTFLASH: GS Software (GSR-BOOT-M), Experimental Version 12.0(20010112:210845)

Count-4 uptime is 1 hour, 46 minutes
System returned to ROM by reload at 00:04:32 UTC Sun Jan 2 2001
System image file is “slot0:gsr-p-mz.120-19.S”

cisco 12410/GRP (R5000) processor (revision 0x05) with 262144K bytes of memory.
R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache
Last reset from power-on

1 Route Processor Card
2 Clock Scheduler Cards
5 Switch Fabric Cards
1 Single Port GigabitEthernet/IEEE 802.3z controller (1 GigabitEthernet).
2 Ten Port GigabitEthernet/IEEE 802.3z controllers (20 GigabitEthernet).
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
20 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
507K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0

（以降のテキスト出力は省略）
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インターフェイスの設定
show gsr コマンドの使用方法

show gsrコマンドを使用すると、Cisco 12000シリーズ インターネット ルータに搭載されているハー

ドウェア モジュールの情報が表示されます。

次に示す show gsr コマンドの出力例からは、システムのスロット 2 に 10 ポート 1 ギガビット イー

サネット ライン カードが搭載されていることがわかります。

Router# show gsr

Slot 0 type = 10 Port Gigabit Ethernet Version B
state = Line Card Enabled

Slot 2 type = 10 Port Gigabit Ethernet
state = Line Card Enabled

Slot 7 type = Route Processor
state = IOS Running PRIMARY

Slot 16 type = Clock Scheduler Card 16XOC192
state = Card Powered

Slot 17 type = Clock Scheduler Card 16XOC192
state = Card Powered PRIMARY CLOCK

Slot 18 type = Switch Fabric Card 16XOC192
state = Card Powered

Slot 19 type = Switch Fabric Card 16XOC192
state = Card Powered

Slot 20 type = Switch Fabric Card 16XOC192
state = Card Powered

（以降のテキスト出力は省略）

show diags コマンドの使用方法

show diags slot コマンドを使用すると、システムに搭載されている 10 ポート 1 ギガビット イーサ

ネット ライン カード固有のハードウェア情報が表示されます。

次に示すのは、スロット 0 に搭載された 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードに対す

る show diags slot コマンドの例です。 

router# show diags 0

SLOT 0 (RP/LC 0 ): 10 Port Gigabit Ethernet Version B
MAIN: type 72, 800-8816-01 rev 6 dev 0

HW config: 0x04 SW key: 00-00-00
PCA: 73-5479-06 rev 73 ver 6

HW version 6.0 S/N CAB0522HWKT
MBUS: MBUS Agent (1) 17-3440-09 rev A0 dev 0

HW version 1.0 S/N 20010524140650
Test hist: 0x00 RMA#: 00-00-00 RMA hist: 0x00

DIAG: Test count: 0x00000000 Test results: 0x00000000
FRU: Linecard/Module: 10X1GE-SFP-LC

Route Memory: MEM-LC4-256=
Packet Memory: MEM-LC4-PKT-512=

L3 Engine: 4 - Backbone OC192 (10 Gbps)
MBUS Agent Software version 01.46 (RAM) (ROM version is 02.00)
Using CAN Bus A
ROM Monitor version 1.03
Fabric Downloader version used 02.02 (ROM version is 02.02)
Primary clock is CSC 1 Board is analyzed
Board State is Line Card Enabled (IOS RUN )
Insertion time: 00:00:09 (01:37:57 ago)
DRAM size: 268435456 bytes
FrFab SDRAM size: 268435456 bytes
ToFab SDRAM size: 268435456 bytes
0 crashes since restart

（以降のテキスト出力は省略）
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インターフェイスの設定
show interfaces コマンドの使用方法

システム インターフェイス情報を表示する場合に使用できるコマンドは、show interfaces と show

interfaces gigabitethernet コマンドです。 

次に示すのは、システムのスロット 4 に搭載された 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン

カードのポート 0 に対する show interfaces gigabitethernet slot/port コマンドの例です。

Router# show interfaces gigabitethernet 0/0

GigabitEthernet0/0 is down, line protocol is down
Hardware is GigMac 10 Port GigabitEthernet Version B, address is 0000.5032.3037 (bia
0000.5032.3037)

Internet address is 172.0.0.1/16
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback set
Keepalive not set
Full-duplex mode, link type is autonegotiation, media type is SX
output flow-control is unsupported, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 05:50:09, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface” counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

21 packets input, 1260 bytes, 0 no buffer
Received 18 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
21401264292 packets output, 1284075857520 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#
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インターフェイスの設定
show running-config コマンドの使用方法

show running-config コマンドを使用すると、RAM 内にある実行中の設定が表示されます。

Router# show running-config

Building configuration...
Current configuration: 4020 bytes
!
version 12.0
.
.
.
interface GigabitEthernet4/0
ip address 172.1.0.1 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
load-interval 30
no keepalive
no negotiation auto
no cdp enable

!
interface GigabitEthernet4/1
ip address 172.1.1.1 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
load-interval 30
no keepalive
no negotiation auto
no cdp enable

!
.
.
.
interface GigabitEthernet4/8
ip address 172.1.8.1 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
load-interval 30
no keepalive
no negotiation auto
no cdp enable

!
interface GigabitEthernet4/9
ip address 172.1.9.1 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
load-interval 30
no keepalive
no negotiation auto
no cdp enable

!

（以降のテキスト出力は省略）
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インターフェイスの設定
10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードの設定例

システムのスロット 3 に搭載された 10 ポート 1 ギガビット イーサネット ライン カードに対する、

各種ポート コンフィギュレーション ファイル コマンドの設定例を示します。

• IP ルーティング

• VLAN

• IP と送信元 / 宛先 MAC アカウンティング

• IP と入力 ACL

• IP と出力 ACL

IP ルーティング

interface gigabitethernet 3/9
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
mtu 9180

VLAN

interface gigabitethernet 3/1.1
encapsulation dot1q 10
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0

IP と送信元 / 宛先 MAC アカウンティング

interface gigabitethernet 3/9
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
mtu 9180
ip accounting mac-address input
ip accounting mac-address output

IP と入力 ACL
access-list 100 permit ip any any
interface gigabitethernet 3/9
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
ip access-group 100 in

IP と出力 ACL
Extended IP access list 191 permit ip any any
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip access-group 191 out
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
negotiation auto
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電磁適合性
電磁適合性

FCC クラス A との適合（米国）

この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制

限に適合していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉

を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または

放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかっ

た場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、

干渉を引き起こす可能性があります。 その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要

があります。

シスコシステムズの許可なしに装置を改造すると、装置がクラス A のデジタル装置に対する FCC

要件に適合しなくなることがあります。その場合、装置を使用するユーザの権利が FCC 規制によ

り制限されることがあり、ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユーザ側の負担で矯

正するように求められることがあります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がな

くなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機器が干渉の原因になっていると考えられま

す。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてく

ださい。

• 干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

• テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

• テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

• テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたは

ラジオがそれぞれ別個のブレーカまたはヒューズで制御されるようにします）。 

クラス A（カナダ）

適合性に関する表記

この装置は、カナダにおける ICES-003 に適合するクラス A デジタル装置です。

CISPR 22

この装置は、電磁波放射の CISPR 22 および EN55022 クラス B 要件に適合しています。

クラス B（欧州 /EU）

この装置は、ITE/TTE 装置として使用した場合に、EN55022 クラス B および EN55024 の標準規格

に適合します。 また、Telecommunications Network Equipment（TNE）に関する EN 300 386-2（EN55022

クラス B 非セントラル オフィス装置）に適合しています。

VCCI クラス A（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術

装置です。この装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に

は、使用者が適切な対策を取るように要求されることがあります。 
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Cisco.com
Cisco.com
Cisco.com は、シスコシステムズの主要なリアルタイム サポート チャネルです。メンテナンス契約

のお客様およびパートナーは、Cisco.com に登録しておくと、追加の情報およびサービスを入手す

ることができます。

Cisco.com は、年中無休 24 時間体制でご利用でき、シスコのお客様およびパートナーに豊富な標準

サービスおよび付加価値サービスを提供しています。Cisco.com では、 製品情報、 製品マニュアル、

ソフトウェア アップデート、リリースノート、テクニカル チップ、バグ ナビゲータ、コンフィギュ

レーション ノート、パンフレット、提供サービスなどの情報が得られると共に、共有ファイルおよ

び許可ファイルにアクセスして、ダウンロードすることができます。

Cisco.com は、キャラクタ ベース バージョンおよび World Wide Web（WWW）のマルチメディア

バージョンの、同時更新される 2 つのインターフェイスにより、広範囲のユーザに対応しています。

キャラクタべースの Cisco.com は、Z モデム、Kermit、X モデム、FTP、インターネット電子メール

をサポートしており、狭帯域幅で情報に簡単にアクセスできます。WWW バージョンの Cisco.com

は、写真、図、グラフィック、ビデオなど充実した内容のドキュメント、および関連情報へのハイ

パーリンクを提供しています。

Cisco.com には、次の方法でアクセスできます。

• WWW：http://www.cisco.com  

• WWW：http://www.cisco.com/jp

• WWW：http://www-europe.cisco.com

• WWW：http://www-china.cisco.com

• Telnet：cco.cisco.com

Cisco.com の FAQ（よくある質問）のコピーをご希望の方は、cco-help@cisco.com にご連絡くださ

い。その他の情報については、cco-team@cisco.com にお問い合わせください。

シスコ製品について、保証範囲またはメンテナンス契約に基づく技術支援が必要なネットワーク管

理者の方は、シスコシステムズの Technical Assistance Center（TAC）、tac@cisco.com または

japan-tac@cisco.com にご連絡ください。シスコシステムズ、シスコ製品、またはアップグレードに

関する一般情報については、cs-rep@cisco.com にお問い合わせください。
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シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。

本書とあわせてご利用下さい。

Cisco Connection Online Japan
http://www.cisco.com/japanese/manuals/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター
http://www2.hipri.com/cisco/

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、

どうぞご利用下さい。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合せください。
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