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一般的なルータ機能の設定

この章では、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用してルータと

通信する方法について説明します。また、Cisco IOS XR ソフトウェアの基本的な設定管理についても

説明します。
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ルータとの接続と通信
Cisco IOS XR ソフトウェアを実行するルータを使用するには、まず、端末または PC を使用してルー

タに接続します。ルータに接続する前に、何を管理するかを明確にしてください。ルータ ハードウェ

アか名前付き RSP を管理できます。

接続は、コンソール ポートへの直接の物理接続または管理インターフェイスを介して確立されます。

管理インターフェイスを介して接続するには、IP アドレスとデフォルト ゲートウェイを設定します。

ルータを初めて起動したときに、コンソール ポートへの直接接続を使用して設定情報を入力します。

コンソール ポートに直接接続する場合は、端末またはターミナル エミュレーション ソフトウェアを実

行するコンピュータで CLI コマンドを入力します。この直接コンソール ポート接続は、デバッグにも

便利です。

管理イーサネット インターフェイスの設定については、「管理イーサネット インターフェイスの設定」

（P.3-35）を参照してください。ルータの管理と設定は、管理イーサネット インターフェイスに接続さ

れたイーサネット ネットワークを介して行うことができます。Simple Network Management Protocol
（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）エージェントも、このネットワーク接続を使用します。

ルータとのリモート接続にはモデム接続を使用できます。管理イーサネット インターフェイスがうま

くいかない場合は、モデム接続を代替手段として使用してください。
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ルータとの接続と通信
次の節で、ルータに接続する方法について説明します。

• 「コンソール ポートを介した接続」（P.3-2）

• 「ターミナル サーバを介した接続」（P.3-3）

• 「管理イーサネット インターフェイスを介した接続」（P.3-5）

コンソール ポートを介した接続

コンソール ポート経由でルータに接続するには、次の手順に従います。

手順概要

1. アクティブ RSP を指定します。

2. アクティブ RSP のコンソール ポートに端末を接続します。

3. ターミナル エミュレーション プログラムを起動します。

4. Enter キーを押します。

5. ルータにログインします。

詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 アクティブ RSP を指定します。 次の手順で、接続先とする RSP を確認します。

RSP には、RSP0 と RSP1 の 2 つがあります。片方はアクティブ RSP 
で、他方はスタンバイ RSP です。

ステップ 2 アクティブ RSP のコンソール ポート

に端末を接続します。

ルータへの通信パスを確立します。

• 初期セットアップでは、必ずアクティブな RSP のコンソール ポー

トを介してルータと通信してください。

• コンソール ポートには、端末またはターミナル エミュレーション

を実行するコンピュータとのシリアル ケーブル接続を使用します。

• 端末の設定は次のとおりです。

– ビット /秒：9600/115200（いずれの値でも問題ありませんが、

通常は 9600 です）

– データ ビット：8

– パリティ：なし

– ストップ ビット：1

– フロー制御：なし

• コンソール ポート用のケーブル要件については、「表記法」（P.xii）
に掲載されているハードウェアの資料を参照してください。
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ルータとの接続と通信
ターミナル サーバを介した接続

ターミナル サーバ接続は、コンソール ポートにリモートからアクセスする手段を提供します。管理

イーサネット インターフェイスを介してルータに接続するよりも安価です（ターミナル サーバのコス

トが余分にかからないため）。ただし、遠隔地からコンソール ポートへのアクセスを必要とする作業を

行う必要がある場合は、ターミナル サーバを使用するのが 適な方法です。

ターミナル サーバを介してルータに接続する手順は、コンソール ポートを介して直接接続する手順と

よく似ています。どちらの接続方法でも、物理的な接続はコンソール ポートを介して行います。違い

は、ターミナル サーバはコンソール ポートに直接接続され、ターミナル サーバを介してルータとの通

信を確立するには Telnet セッションを使用する必要がある点です。

ターミナル サーバを介して接続を確立するには、次の手順を実行します。

手順概要

1. ターミナル サーバをインストールして設定します。

2. ターゲット RSP のコンソール ポートにターミナル サーバを接続します。

3. ルータの電源を投入します。

4. ターゲット RSP を指定します。

5. telnet access-server-address port

6. Enter キーを押します。

7. ルータにログインします。

ステップ 3 ターミナル エミュレーション プログ

ラムを起動します。

（省略可能）ルータ通信用のコンピュータを準備します。

• 端末経由で接続している場合、この手順は不要です。

• 端末は、別のデバイスにキーストロークを送信し、そのデバイスか

ら文字を受信します。コンピュータをコンソール ポートに接続す

る場合は、ターミナル エミュレータを使用してルータと通信しま

す。ターミナル エミュレーション プログラムの使用方法について

は、プログラム付属のマニュアルを参照してください。

ステップ 4 Enter キーを押します。 ルータとの通信を開始します。

• コンソール ポートに接続したときにテキストまたはルータ プロン

プトが表示されない場合は、Enter キーを押して通信を開始しま

す。

• ルータを起動したばかりで、Enter キーを押してもテキストが表示

されない場合は、ルータの初期起動プロセスが完了するまでしばら

く待ってから Enter キーを押します。

• ルータに Username: というプロンプトが表示されます。

ステップ 5 ルータにログインします。 ルータ管理セッションのアクセス権を確立します。

• 「ルータへのログイン」（P.3-5）に記載されているとおり、ユーザ

名とパスワードを入力します。

• ログイン後、ルータに CLI プロンプトが表示されます。詳細につ

いては、「CLI プロンプト」（P.3-6）を参照してください。

コマンドまたはアクション 目的
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ルータとの接続と通信
詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 ターミナル サーバをインストールし

て設定します。

ターミナル サーバをルータおよび Telnet クライアントと通信できるよ

うに準備します。

• この手順は、通常、1 度だけ実行します。

• ルータにアクセスするには、アクセスする各 RSP について、サー

バの IP アドレスとポート番号で Telnet 通信する必要があります。

• ターミナル サーバとテンプレートも含め、ターミナル サービスの

設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation 
Services Router System Management Configuration Guide』を参照

してください。

ステップ 2 ターゲット RSP のコンソール ポート

にターミナル サーバを接続します。

ターミナル サーバとルータの間の通信パスを確立します。

• 初期のルータ セットアップでは、必ずプライマリ RSP のコンソー

ル ポートを介してルータと通信してください。

• ルータ コンソール ポートから端末またはターミナル サーバには、

シリアル ケーブル接続を使用します。

• 端末の設定は次のとおりです。

– ビット /秒：9600/115200（いずれの値でも問題ありませんが、

通常は 9600 です）

– データ ビット：8

– パリティ：なし

– ストップ ビット：1

– フロー制御：なし

• コンソール ポートで使用するケーブルの要件の詳細については、

「表記法」（P.xii）に記載されているハードウェアの文書を参照して

ください。

ステップ 3 ルータの電源を投入します。 ルータを起動します。

• この手順必要なのは、ルータの電源が入っていない場合だけです。

• 電源の設置と管理については、「表記法」（P.xii）に記載されている

ハードウェアの資料を参照してください。

ステップ 4 ターゲット RSP を指定します。 次の手順で、接続先とする RSP を確認します。

• Cisco ASR 9000 シリーズ  ルータには、RSP0 と RSP1 の 2 つの 
RSP があります。片方がアクティブ RSP で、他方はスタンバイ 
RSP です。

ステップ 5 telnet access-server-address port ターミナル サーバとの Telnet セッションを確立します。

• access-server-address には、ターゲット RSP コンソール ポートに

接続するターミナル サーバの IP アドレスを、port には、そのター

ミナル サーバのポート番号を入力します。
3-4
Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ スタートアップ ガイド

OL-17502-01-J



第 3 章      一般的なルータ機能の設定

ルータへのログイン
管理イーサネット インターフェイスを介した接続

管理イーサネット インターフェイスは、ネットワーク接続を使用してルータを管理することを可能に

します。管理イーサネット インターフェイスを使用する前に、「管理イーサネット インターフェイスの

設定」（P.3-37）の説明に従って管理イーサネット インターフェイスを設定してください。

いったん設定したら、ワークステーション コンピュータ上のクライアント ソフトウェアと、ルータ内

のサーバ プロセスとの間にネットワーク接続ができます。使用するクライアント ソフトウェアの種類

は、使用するサーバ プロセスによって決まります。Cisco IOS XR ソフトウェアでは、次のクライアン

トとサーバ サービスがサポートされています。

• Telnet クライアントは、ルータ内の Telnet サーバに接続できます。Telnet サーバは、デフォルト

では無効になっており、グローバル コンフィギュレーション モードの telnet ipv4 server コマンド

で有効化できます。

• セキュア シェル（SSH）クライアントは、ルータ内の SSH サーバに接続できます。SSH サーバ

は、デフォルトでは無効になっており、グローバル コンフィギュレーション モードの ssh server 
コマンドで有効化できます。この SSH サーバは、IPv4 アドレス ファミリでのセキュア シェル 
バージョン 1（SSHv1）と SSHv2 両方の着信クライアント接続を処理します。

Telnet ネットワーク接続を開始するには、Telnet クライアント ソフトウェアを次のようなコマンドで

起動します。

telnet ManagementEthernetInterfaceIPaddress

Telnet クライアントまたは SSH クライアントを介してルータに接続する具体的な操作手順については、

各ソフトウェアの説明を参照してください。

管理イーサネット インターフェイスの IP アドレスは、システム管理者に問い合わせてください。

Telnet セッションが確立されたら、「ルータへのログイン」（P.3-5）で説明されているように、ルータ

からログイン プロンプトが表示されます。

ルータへのログイン 
ログイン プロセスでは、ルータの CLI にアクセスする前に、ユーザがパスワードか、またはユーザ名

とパスワードを入力する必要があります。どのコマンドが使用できるかは、使用したユーザ名に割り当

てられているユーザ グループによって決まります。

いったんルータにログインしたら、ルータ全体を管理できます。

ログインすると、次のサービスのいずれかによってユーザ名とパスワードが検証されます。

• ルータ上で設定されているユーザ名（グローバル コンフィギュレーション モードでの username 
コマンド）

• 設定済みの root システム ユーザ名

ステップ 6 Enter キーを押します。 （省略可能）RSP との通信を開始します。

• Telnet セッションを開始してもテキストもルータ プロンプトも表

示されない場合は、Enter キーを押します。

• ルータに Username: というプロンプトが表示されます。

ステップ 7 ルータにログインします。 ルータ管理セッションのアクセス権を確立します。

画面の指示に従って、ユーザ名とパスワードを入力します。

コマンドまたはアクション 目的
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• ルータ コンソールと補助ポート用に設定されているパスワード（ライン コンフィギュレーション 
モードでの password コマンドまたは secret コマンド）

• Remote Authentication Dial In User Service（RADIUS; リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービ

ス）サーバ

• Terminal Access Controller Access-Control System Plus（TACACS+）サーバ

ルータが使用するユーザ名とパスワードの検証方法は、ルータの設定によって決まります。ユーザ名と

パスワードの検証方法の設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System 
Security Configuration Guide』を参照してください。どのユーザ名とパスワードを使用するかについて

は、システム管理者に問い合わせてください。

ルータにログインするには、画面の指示に従ってユーザ名とパスワードを入力します。次に例を示しま

す。

User Access Verification

Username: cisco
Password: password
RP/0/RSP0/CPU0:router#

（注） パスワードは、大文字小文字が区別されます。root-system ユーザ名を使用してルータにログインする

場合は、username@admin の形式でユーザ名を入力してください。管理ログインをサポートするには、

aaa authentication login remote local コマンドで、ローカル データベース認証を有効にする必要があ

ります。詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security 
Configuration Guide』を参照してください。

ログイン後、ルータに CLI プロンプトが表示されます。詳細については、「CLI プロンプト」（P.3-6）
を参照してください。使用できるコマンド セットは、使用しているユーザ名に割り当てられた特権に

よって決まります。特権がどのようにユーザ名に割り当てられるかについては、『Cisco ASR 9000 
Series Aggregation Services Router System Security Configuration Guide』を参照してください。

CLI プロンプト

ログインしたら、Cisco IOS XR ソフトウェアの CLI プロンプトが表示されます。このプロンプトを見

ると、コマンドの発行先となるルータがわかります。CLI プロンプトには、入力したコマンドを実行す

る CPU へのルータを通じたパスが表示されます。CLI プロンプトは、type/rack/slot/module: 
router-name# という構文で表示されます。この CLI プロンプトについて、表 3-1 で説明します。

表 3-1 CLI プロンプトの説明

プロンプト構文の構成要素 説明

type 通信相手となるインターフェイスまたはカードのタイプ。ほとんど

のユーザ通信作業では、タイプは「RP」です。

rack ラック番号。スタンドアロン ルータでは、ラック番号は常に「0」
です。

slot RSP が取り付けられているスロット。Cisco ASR 9000 シリーズ  
ルータでは、RSP の物理スロット番号は「RSP0」または「RSP1」
です。
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ルータへのログイン
たとえば、次のプロンプトは、CLI コマンドが「router:」という名前のルータ上の「CPU0」モジュー

ルによってラック 0、スロット RSP0 の RP で実行されることを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# 

ユーザ アクセス特権

ルータへのログイン時に、入力したユーザ名とパスワードを使用して、ルータにアクセスする権限があ

るかどうかが決定されます。正常にログインできたら、どのコマンドが使用できるかがユーザ名を使用

して決定されます。次の節で、ユーザの使用できるコマンドがルータによってどのように決定されるか

について説明します。

• 「ユーザ グループ、タスク グループ、およびタスク ID」（P.3-7）

• 「定義済みのユーザ グループ」（P.3-8）

• 「自分のユーザ グループとタスク ID の表示」（P.3-8）

ユーザ グループ、タスク グループ、およびタスク ID

Cisco IOS XR ソフトウェアは、ユーザが実行するタスク（タスク ID）を組み合わせてグループ化し、

ユーザがどのルータ設定と管理機能を実行できるかを定義することにより、セキュリティを確保しま

す。このポリシーは、次の項目を定義することにより有効になります。

• ユーザ グループ：ルータ上でよく似た許可権利を共有するユーザのコレクション。

• タスク グループ：操作の各クラスのタスク ID のコレクションによって定義されるグループ。

• タスク ID：特定の作業を実行する許可を定義。これをタスク グループに入れてから、ユーザに割

り当てます。

各ユーザが実行できるコマンドは、そのユーザが所属するユーザ グループによって定義されます。特

定の機能（アクセス コントロール リストなど）のためのコマンドが、タスクに割り当てられます。各

タスクは、タスク ID によって一意に識別されます。ユーザが特定のコマンドを使用するには、その

ユーザのユーザ名に適切なタスク ID が関連付けられている必要があります。ユーザ名とタスク ID の
間のアソシエーションは、ユーザ グループとタスク グループの 2 つの中間エンティティを通じて確立

されます。

ユーザ グループは、同じタスク ID を複数のユーザに割り当てるために使用される論理的なコンテナで

す。タスク ID を各ユーザに割り当てるのではなく、ユーザ グループに割り当てるのです。そのうえ

で、ユーザをユーザ グループに割り当てます。タスクをユーザ グループに割り当てると、そのタスク

に関連付けられているコマンドへのアクセス権が定義されます。この権利には、「read」、「write」、
「execute」、「notify」があります。

module ポート（インターフェイス）での通信またはユーザ コマンドを実行

するカード上のエンティティ。EXEC プロンプトからコマンドを実

行する場合は、モジュールは RP の「CPU0」です。「CPU0」は、

転送およびシステムのオペレーティング システム（OS）機能も制

御します。

router-name ルータのホスト名。ホスト名は、通常、「RSP ホスト名の設定」

（P.3-35）で説明されているとおり、ルータの初期設定で定義されま

す。

表 3-1 CLI プロンプトの説明 （続き）

プロンプト構文の構成要素 説明
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ルータへのログイン
タスク グループも論理的なコンテナですが、これはタスクをグループ化します。タスク ID を各ユーザ 
グループに割り当てるのではなく、タスク グループに割り当てるのです。これにより、タスク グルー

プをユーザ グループに割り当てることによって、特定の一連のタスクへのアクセスを簡単に許可でき

るようになります。ユーザはデフォルトではグループに割り当てられていないので、管理者が明示的に

割り当てる必要があります。

（注） root-system ユーザ（root-lr ユーザ）または WRITE:AAA タスク ID が割り当てられているユーザだけ

が、タスク グループの設定を行えます。

定義済みのユーザ グループ

Cisco IOS XR ソフトウェアには、ほとんどの組織のニーズを満たす一連の定義済みのユーザ グループ

が含まれています。定義済みグループについて、表 3-2で説明します。

ユーザ グループの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System 
Security Configuration Guide』を参照してください。

自分のユーザ グループとタスク ID の表示

自分のアカウントに関連付けられているユーザ グループとタスク ID を表示するには、EXCE モードで 
show user と入力します。表 3-3 に、このコマンドのオプションをまとめます。

表 3-2 定義済みユーザ グループの説明

ユーザ グループ 特権

root-system システム内のすべての RP のすべてのコマンドを表示および実行でき

ます。

root-lr 単一の RP 内のすべてのコマンドを表示および実行できます。

sysadmin コア ダンプの格納場所の管理、Network Time Protocol（NTP; ネッ

トワーク タイム プロトコル）の時刻の設定などのルータのシステム

管理タスクを実行できます。

netadmin Open Shortest Path First（OSPF）などのネットワーク プロトコルを

設定できます（通常はネットワーク管理者によって使用されます）。

operator 日々の監視アクティビティを実行し、限られた設定権限を持ちます。

cisco-support 機能のデバッグとトラブルシューティングを行います（通常は、

Cisco テクニカルサポート担当者により使用されます）。

表 3-3 アカウント情報オプション

コマンド 説明

show user ユーザ名を表示します。

show user tasks 現在のアカウントに割り当てられているタスク ID を表示しま

す。

show user group 現在のアカウントに割り当てられているユーザ グループを表示

します。
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例

次の例で、ユーザの特権を表示する方法を示します。

• 「show user コマンド：例」（P.3-9）

• 「show user tasks コマンド：例」（P.3-9）

• 「show user group コマンド：例」（P.3-10）

• 「show user all コマンド：例」（P.3-10）

• 「show aaa usergroup コマンド：例」（P.3-10）

show user コマンド：例

自分のユーザ名を表示するには、show user コマンドを次のように入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show user

cisco

show user tasks コマンド：例

自分のアカウントに割り当てられているタスクと、そのタスクの権利を表示するには、show user 
tasks コマンドを次のように入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show user tasks
Task:                  aaa  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  acl  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                admin  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 ancp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  atm  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:       basic-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 bcdl  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  bfd  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  bgp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 boot  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:               bundle  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  cdp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  cef  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:        cisco-support  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG (reserved)
Task:          config-mgmt  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:      config-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:               crypto  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 diag  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:              drivers  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 dwdm  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  eem  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                eigrp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:    ethernet-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG

show user all 現在のアカウントに関するすべてのユーザ グループ情報とタス

ク ID 情報を表示します。

show aaa usergroup group-name ユーザ グループに割り当てられているタスク ID を表示します。

表 3-3 アカウント情報オプション

コマンド 説明
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show user group コマンド：例

自分のユーザ アカウントに割り当てられているユーザ グループを表示するには、show user group コ
マンドを次のように入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show user group
root-system, cisco-support

show user all コマンド：例

自分のアカウントに関するすべてのユーザ グループ情報とタスク ID 情報を表示するには、show user 
all コマンドを次のように入力します。

P/0/RSP0/CPU0:router# show user all
Username: cisco
Groups: root-system, cisco-support
Authenticated using method local
User cisco has the following Task ID(s):

Task:                  aaa  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  acl  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                admin  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 ancp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  atm  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:       basic-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 bcdl  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  bfd  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  bgp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 boot  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:               bundle  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  cdp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  cef  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:        cisco-support  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG (reserved)
Task:          config-mgmt  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:      config-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:               crypto  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 diag  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
 --More-- 

show aaa usergroup コマンド：例

ユーザ グループに割り当てられている権利を表示するには、show aaa usergroup group-name コマン

ドを次のように入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show aaa usergroup root-system
User group 'root-system'
  Inherits from task group 'root-system'

User group 'root-system' has the following combined set
  of task IDs (including all inherited groups):
Task:                  aaa  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  acl  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                admin  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 ancp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  atm  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:       basic-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 bcdl  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  bfd  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  bgp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 boot  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:               bundle  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                  cdp  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
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Task:                  cef  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:          config-mgmt  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:      config-services  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:               crypto  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:                 diag  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
Task:              drivers  : READ    WRITE    EXECUTE    DEBUG
 --More-- 

Cisco IOS XR ソフトウェアのコマンド モード間の移動
Cisco IOS XR ソフトウェアの CLI には、異なる複数のコマンド モードがあります。各モードが、ルー

タの設定、監視、および管理に使用できるコマンドのサブセットへのアクセスを提供します。モードへ

のアクセスは、ユーザ グループによって決まります。次の節で、コマンド モード間の移動について説

明します。

• 「CLI プロンプトでのコマンド モードの識別」（P.3-12）

• 「一般的なコマンド モード」（P.3-12）

• 「コンフィギュレーション モードからの EXEC コマンドの入力」（P.3-15）

• 「コマンド モード移動の例」（P.3-15）

図 3-1 に、CLI の基本的なコマンド モード移動を示します。ここに示すのは、取れるサブモードの一

例に過ぎません。

図 3-1 Cisco IOS XR ソフトウェアでのコマンド モード移動の例
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Cisco IOS XR ソフトウェアのコマンド モード間の移動
CLI プロンプトでのコマンド モードの識別

コマンド モードは、CLI プロンプトのルータ名の後ろを見れば確認できます。

ルータが EXEC モードからグローバル コンフィギュレーション モードに入ると、次のように、CLI プ
ロンプトのルータ名の後ろに「(config)」と表示されるようになります。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ルータがインターフェイス コンフィギュレーション サブモードに入ると、次のように、プロンプトの

ルータ名の後ろに「(config-if)」と表示されるようになります。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface tunnel-te 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

一般的なコマンド モード

表 3-4 に、Cisco IOS XR ソフトウェアの も一般的なコマンド モードと、関連付けられている CLI プ
ロンプトをまとめます。

表 3-4 一般的なコマンド モードと CLI プロンプト

コマンド モード 説明

EXEC Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している RP にログインすると、ルータは自動的に EXEC モー

ドになります。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#

EXEC モードでは、RP および Cisco IOS XR ソフトウェアの動作ステートを表示するための一連

の基本的なコマンドを実行できます。EXEC モードでのほとんどの CLI コマンドは、RP の動作を

変更しません。 も一般的な EXEC コマンドは、show コマンド（RP の設定または動作データを

表示する）および clear コマンド（RP カウンタをクリアまたはリセットする）です。

EXEC モードでは、RP の設定を表示できますが、システムの設定は表示できません。違いは、

RSP は、管理 EXEC モードのサブモードである管理コンフィギュレーション モードで定義される

ことです。RP はグローバル コンフィギュレーション モードで設定されます。

現在のユーザ名に割り当てられているアクセス特権（ユーザ グループ）によっては、その他のコマ

ンドも使用できます。 小特権にも、リモート デバイスへの接続、一時的なターミナル ライン設

定の変更、基本的なテストの実行などの少数の EXEC コマンドが含まれています。

管理 EXEC 管理 EXEC モードは、システム リソースの管理に使用されます。管理 EXEC モードでは、システ

ムの設定は表示できますが、RP の設定は表示できません。違いは、RP は管理 EXEC モードのサ

ブモードである管理コンフィギュレーション モードで定義されることです。RP はグローバル コン

フィギュレーション モードで設定されます。

管理 EXEC モードは、主にシステム全体のパラメータの表示、コントロール イーサネットを介し

た管理プレーンの設定、および RP の設定に使用されます。これらの操作は、必要とされる root レ
ベルのアクセスを持つユーザにしか行えません。

EXEC モードから次のように  admin コマンドを使用すれば、管理 EXEC モードに入ることができ

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)#
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管理コンフィギュレー

ション モード

管理コンフィギュレーション モードでは、システム リソースを RSP に割り当てることができます。

管理 EXEC モードから次のように configure コマンドを使用すれば、管理コンフィギュレーション 
サブモードに入ることができます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)#

グローバル コンフィ

ギュレーション

グローバル コンフィギュレーション モードは、RSP 設定の開始点です。このモードで入力したコ

マンドは、1 つのプロトコルやインターフェイスではなく、RSP に全体的に影響します。グローバ

ル コンフィギュレーション モードは、インターフェイスやプロトコルなどの特定の要素を設定す

るためにコンフィギュレーション サブモードに入るのにも使用されます。

グローバル コンフィギュレーション モードに入るには、次のように EXEC コマンド プロンプトで 
configure コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

（注） ルータがグローバル コンフィギュレーション モードに入ったことを示すために、システム 
プロンプトが「router(config)」に変わります。

コンフィギュレーショ

ン サブモード

グローバル コンフィギュレーション モードからは、より特化したコマンド モードに入ることがで

きます。これらのモードは、自分が持つアクセス特権に基づいて利用可能になり、プロトコル固有

のコンフィギュレーション モードや、プラットフォーム固有、機能固有のコンフィギュレーション 
モードがあります。

下の例では、グローバル コンフィギュレーション モードから MPLS LDP コンフィギュレーション 
モードに入っています。MPLS LDP コンフィギュレーション サブモードのプロンプトには、

config-ldp が表示されます。MPLS LDP コンフィギュレーション サブモードに入るには、次のコ

マンド構文を使用します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls ldp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)#

（注） 個々のモードが使用できるかどうかは、ルータの機能と各ユーザが持つアクセス権によっ

て決まります。たとえば、サーバへのアクセスを設定するためのコンフィギュレーション 
モードは、ほとんどのルータで利用不可です。

インターフェイス コ
ンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション サブモードは、ハードウェア インターフェイスの選択

と設定に使用されます。グローバル コンフィギュレーション モードからインターフェイス コン

フィギュレーション モードに入るには、interface コマンドを使用します。インターフェイス グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドの後には必ずインターフェイス コンフィギュレーショ

ン コマンドが続き、インターフェイスの種類を定義します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface tunnel-te 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

表 3-4 一般的なコマンド モードと CLI プロンプト （続き）

コマンド モード 説明
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ルータの設定 ルータ コンフィギュレーション サブモードは、OSPF、IS-IS などのルーティング プロトコルの選

択と設定に使用されます。ルータ コンフィギュレーション サブモードに入るには、router 
protocol [protocol_options] というコマンド構文を使用します。

protocol には、設定するプロトコルのキーワードを指定します。protocol_options には、そのプロ

トコルに必要なキーワードや引数を指定します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#

ルータ サブモード コ
ンフィギュレーション

ルータ コンフィギュレーション サブモードには、ルータ コンフィギュレーション モードからアク

セスします。ルータ アドレス ファミリ コンフィギュレーション サブモードに入るには、次のコマ

ンド構文を使用します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# security ttl

詳細については、次の Cisco Systems マニュアルを参照してください。

• 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Configuration Guide』

• 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』

ROM モニタ

（ROMMON）モード

ROM モニタは、ルータの電源が入ったときおよびルータがリセットされたときに、ハードウェア

を初期化し、システムをブートするブートストラップ プログラムです。ROM モニタ モードは、こ

のモードの CLI プロンプトに由来する「ROMMON」の名前でも呼ばれます。

rommon B1>

通常の稼動中には、ユーザが ROMMON を操作することはありません。このモードにアクセスす

るには、ブート プロセスを手動で中断し、システムを ROMMON に入らせます。いったん 
ROMMON に入ったら、Cisco IOS XR ソフトウェアの再インストール、パスワードの回復、その

他の診断タスクなどの ROM モニタ タスクを実行できます。

ROM モニタ CLI モードには、プライマリ RSP のコンソール ポートに直接接続された端末、AUX 
ポートへのターミナルモデム接続、またはターミナル サーバを介してしかアクセスできません。

ROM モニタ モードを使用する際の詳細および操作手順については、『Cisco ASR 9000 Series 
Aggregation Services Router ROM Monitor Guide』を参照してください。

表 3-4 一般的なコマンド モードと CLI プロンプト （続き）

コマンド モード 説明
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コンフィギュレーション モードからの EXEC コマンドの入力

EXEC コマンドは、コマンドの前に do キーワードを入力することにより、どのコンフィギュレーショ

ン モードからでも実行できます。コンフィギュレーション モードから EXEC コマンドを実行すること

で、コンフィギュレーション モードを終了することなくシステムの状態を確認できます。次に例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# do show version

Cisco IOS XR Software, Version 3.7.2.10I[FCI_DT_IMAGE]
Copyright (c) 2008 by Cisco Systems, Inc.

ROM: System Bootstrap, Version 0.63(20081010:215422) [ASR9K ROMMON],  

router uptime is 1 week, 1 day, 11 hours, 47 minutes
System image file is "bootflash:disk0/asr9k-os-mbi-3.7.2.10I/mbiasr9k-rp.vm"

cisco ASR9K Series (MPC8641D) processor with 4194304K bytes of memory.
MPC8641D processor at 1333MHz, Revision 2.2

40 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
12 TenGigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
219k bytes of non-volatile configuration memory.
975M bytes of compact flash card.
33994M bytes of hard disk.
1605616k bytes of disk0: (Sector size 512 bytes).
1605616k bytes of disk1: (Sector size 512 bytes).

Configuration register on node 0/RSP0/CPU0 is 0x2
Boot device on node 0/RSP0/CPU0 is disk0:
 --More-- 

コマンド モード移動の例

次の手順では、コマンド モード移動の例を示します。

ステップ 1 次の例に示すように、ルータにログインし、EXEC モードに入ることによってセッションを開始しま

す。

router is now available

Press Enter to get started.

User Access Verification

Username: asr9k
Password:<secret>
RP/0/RSP0/CPU0:router#

EXEC モードからは、EXEC コマンドを実行したり、グローバル コンフィギュレーション モードに

入ったりできます。EXEC コマンドには、システムの状態を表示する show コマンドや、カウンタまた

はインターフェイスをクリアする clear コマンドなどがあります。
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Cisco IOS XR ソフトウェアのコマンド モード間の移動
ステップ 2 プロンプトに疑問符を入力するか、またはコマンドの後ろに疑問符を入力すると、指定できるオプショ

ンが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ?
  aaa                   Show AAA configuration and operational data
  access-lists          Access lists
  access-lists          access lists
  adjacency             Adjacency information
  af-ea                 AF-EA Platform details
  aliases               Display alias commands
  ancp                  Access Node Control Protocol show commands
  app-obj               APP-OBJ Show Commands
  arm                   IP ARM information
  arp                   ARP show commands
  arp-gmp               ARP show commands
  asic-errors           ASIC error information
  atc                   Attractor Cache related
  attractor             Show commands for attractor process
  attribute             IM Attributes operations information
  auto-rp               Auto-RP Commands
  bcdl                  Show Bulk Content DownLoader information
  bcm8705               Show trace data for the bcm8705 component
  bfd                   BFD information
  bgp                   BGP show commands
  bridgemib             show bridge-mib component
  bundle                Show information for bundles interfaces.
  calendar              Display the system calendar
  cdp                   CDP information
 --More-- 

（注） 使用できるコマンドは、ルータのモードと、自分に割り当てられているユーザ グループによっ

て決まります。

ステップ 3 コンフィギュレーション特権を持つユーザ グループに属している場合は、次のように configure コマ

ンドを入力して、ルータをグローバル コンフィギュレーション モードにすることができます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 4 グローバル コンフィギュレーション モードからは、ルータをインターフェイス コンフィギュレーショ

ン モードや各プロトコル専用のコンフィギュレーション モードなどのコンフィギュレーション サブ

モードにすることができます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls ldp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)#

次の例では、ルータをインターフェイス コンフィギュレーション モードに入れ、設定対象として 
MPLS トラフィック エンジニアリング トンネル インターフェイスを選択しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface tunnel-te 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

コマンド モード プロンプトが（config）から（config-if）に変わり、指定したインターフェイス用

のコンフィギュレーション コマンドを入力できるようになりました。

ステップ 5 インターフェイス コンフィギュレーション モードを抜けてグローバル コンフィギュレーション モード

に戻るには、exit コマンドを入力します。EXEC モードに戻るには、end コマンドを入力します。
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コンフィギュレーション セッションの管理
コンフィギュレーション セッションの管理
Cisco IOS XR ソフトウェアでは、実行コンフィギュレーション（アクティブなコンフィギュレーショ

ン）を直接変更できません。設定変更は、アクティブでないターゲット コンフィギュレーションに入

力します。ターゲット コンフィギュレーションの準備が整ったら、commit コマンドを使用してその設

定をルータに適用します。これにより、ルータの実行状態に影響を与えることなく、設定変更の作成、

編集、および検証ができます。

図 3-2 に、2 段階でのコンフィギュレーション プロセスを示します。

図 3-2 2 段階でのコンフィギュレーション プロセス

グローバル コンフィギュレーション モードでは、ルーティング プロトコルやインターフェイスなどの 
RSP レベルの機能を設定します。管理コンフィギュレーション モードでは、ハードウェア コンポーネ

ントを RSP に割り当てます。

EXEC 

 1  2
Commit

14
99

46
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コンフィギュレーション セッションの管理
次の節で、コンフィギュレーション セッションでの管理オプションについて説明します。

• 「設定変更の入力」（P.3-18）

• 「アクティブなコンフィギュレーション セッションの表示」（P.3-20）

• 「コンフィギュレーション セッションの開始」（P.3-21）

• 「排他コンフィギュレーション セッションの開始」（P.3-22）

• 「コンフィギュレーションの詳細情報の表示」（P.3-23）

• 「ターゲット コンフィギュレーションをファイルに保存する」（P.3-28）

• 「ファイルからターゲット コンフィギュレーションをロードする」（P.3-29）

• 「システム起動時の代替コンフィギュレーションのロード」（P.3-29）

• 「ターゲット コンフィギュレーションのすべての変更をクリアする」（P.3-30）

• 「変更内容を実行コンフィギュレーションにコミットする」（P.3-30）

• 「コンフィギュレーション サブモードの終了」（P.3-33）

• 「サブモードからコンフィギュレーション モードへの直接移動」（P.3-33）

• 「RSP ホスト名の設定」（P.3-35）

• 「CLI コマンドでの管理イーサネット インターフェイス名の指定」（P.3-36）

• 「使用可能な管理イーサネット インターフェイスの表示」（P.3-37）

• 「管理イーサネット インターフェイスの設定」（P.3-37）

設定変更の入力

次に示すように、設定を変更した後、終了して 2 つの異なるモードのうちいずれかに入ることができま

す。

1. 変更する設定を入力します。

2. 変更をコミットするように要求されます。

3. 変更内容が実行コンフィギュレーションに保存され、コンフィギュレーション モードに留まるか、

または EXEC モードに入ります。

変更をコミットした後に CONFIG モードに留まるには、次の手順を実行します。

手順概要

1. configure

2. 変更する設定を入力します。

3. end
または
commit
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詳細手順

設定を変更し、CONFIG モードに留まるには、次の手順を実行します。

手順概要

1. configure

2. 変更する設定を入力します。

3. commit

4. end

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

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 2 変更する設定を入力します。 設定を変更します。

ステップ 3 end

または

commit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(your-config-mode)# end

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(your-config-mode)# commit

設定変更を保存します。

• end コマンドを実行すると、変更をコミットする

ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them 
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

– yes と入力すると、実行コンフィギュレー

ション ファイルに変更が保存され、コンフィ

ギュレーション セッションが終了して、ルー

タが EXEC モードに戻ります。

– no と入力すると、コンフィギュレーション 
セッションが終了して、ルータが EXEC モー

ドに戻ります。変更はコミットされません。

– cancel と入力すると、現在のコンフィギュ

レーション セッションが継続します。コン

フィギュレーション セッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

• 実行コンフィギュレーション ファイルに変更を保

存し、コンフィギュレーション セッションを継続

するには、commit コマンドを使用します。
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詳細手順

アクティブなコンフィギュレーション セッションの表示

コンフィギュレーション セッションを開始する前に、進行中のその他のコンフィギュレーション セッ

ションがないか確認してください。複数のユーザが別々のターゲット コンフィギュレーションで作業

できるように、1 つのターゲット コンフィギュレーション セッションを同時に複数のユーザが開ける

ようになっています。

アクティブなコンフィギュレーション セッションを表示する手順は、コンフィギュレーション セッ

ションの種類ごとに異なります。RPS 内でのハードウェア コンポーネントの割り当てを行う管理コン

フィギュレーション セッションの場合は、管理 EXEC モードに入っていなければなりません。RSP コ
ンフィギュレーション セッションの場合は、EXEC モードに入っていなければなりません。

アクティブな管理コンフィギュレーション セッションを表示するには、ルータに接続し、次に示すよ

うに管理 EXCE モードで show configuration sessions コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show configuration sessions

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

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 2 変更する設定を入力します。 設定を変更します。

ステップ 3 commit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(your-config-mode)# commit

設定変更を保存します。

ステップ 4 end

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(your-config-mode)# end

設定変更を保存します。

• end コマンドを実行すると、変更をコミットする

ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them 
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

– yes と入力すると、実行コンフィギュレー

ション ファイルに変更が保存され、コンフィ

ギュレーション セッションが終了して、ルー

タが EXEC モードに戻ります。

– no と入力すると、コンフィギュレーション 
セッションが終了して、ルータが EXEC モー

ドに戻ります。変更はコミットされません。

– cancel と入力すると、現在のコンフィギュ

レーション セッションが継続します。コン

フィギュレーション セッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。
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アクティブな RSP コンフィギュレーション セッションを表示するには、RSP に接続し、次に示すよう

に EXEC モードで show configuration sessions コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show configuration sessions
Current Configuration Session  Line       User     Date                     Lock
00000041-006d60d3-00000000     vty0       merenenre Wed Dec  3 00:33:32 2008 

Lock カラムにアスタリスク（*）が表示されている場合は、そのユーザが排他コンフィギュレーション 
セッションを使用しており、そのセッションが終了されるまで他のユーザはコンフィギュレーション 
セッションを開始できません。詳細については、「排他コンフィギュレーション セッションの開始」

（P.3-22）を参照してください。

（注） 管理コンフィギュレーション用のコンフィギュレーション セッションと各 RSP 用のコンフィギュレー

ション セッションは、独立して管理されます。たとえば、誰かが管理コンフィギュレーションをロッ

クしても、別のユーザが対象 RSP のコンフィギュレーション セッションをロックしていなければ、他

のユーザが RSP を設定することは可能です。

コンフィギュレーション セッションの開始

ルータを configure コマンドを使用してグローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コン

フィギュレーションに入れると、新しいターゲット コンフィギュレーション セッションが作成されま

す。ターゲット コンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションに影響を与えることなく、

設定変更を入力、確認、および検証することを可能にします。

（注） ターゲット コンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションのコピーではありません。ター

ゲット コンフィギュレーションには、そのターゲット コンフィギュレーション セッションで入力され

たコンフィギュレーション コマンドだけが含まれます。

コンフィギュレーション モードに入っている間は、そのコンフィギュレーション モードでサポートさ

れているすべての Cisco IOS XR ソフトウェア コマンドを入力できます。各コマンドが、ターゲット 
コンフィギュレーションに追加されます。ターゲット コンフィギュレーションは、コンフィギュレー

ション モードで show configuration と入力することにより表示できます。ターゲット コンフィギュ

レーションは、commit コマンドを入力するまでは適用されません（「変更内容を実行コンフィギュ

レーションにコミットする」（P.3-30）を参照）。

ターゲット コンフィギュレーションは、アクティブではないコンフィギュレーション ファイルとして

ディスクに保存できます。保存されたファイルを使えば、さらに修正を加えたり、後からコミットした

りできます。詳細については、「ターゲット コンフィギュレーションをファイルに保存する」（P.3-28）
を参照してください。

例

次の例で、コンフィギュレーション セッションを管理する方法を示します。

• 「シンプルな RSP コンフィギュレーション：例」（P.3-22）

• 「シンプルな管理コンフィギュレーション セッション：例」（P.3-22）
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シンプルな RSP コンフィギュレーション：例

この例では、シンプルなオーナー RSP コンフィギュレーション セッションを示します。ターゲット コ
ンフィギュレーションを作成し、グローバル コンフィギュレーション モードでプレビューしています。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface tunnel-te 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# show configuration
Building configuration...
interface tunnel-te2
 description faq
!
end

シンプルな管理コンフィギュレーション セッション：例

この例では、シンプルな管理コンフィギュレーション セッションを示します。ターゲット コンフィ

ギュレーションを作成し、管理コンフィギュレーション モードでプレビューしています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# sdr test
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config-sdr:test)# location 0/1/CPU0
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config-sdr:test)# show configuration

Building configuration...
sdr test
 location 0/1/CPU0 
!
end

排他コンフィギュレーション セッションの開始

排他コンフィギュレーション セッションを使用すれば、自分の作業が終わるまでは他のユーザが設定

変更をコミットできないようにロックをかけたうえで、管理コンフィギュレーションまたは RSP を設

定することができます。他のユーザは、ターゲット コンフィギュレーションを作成して変更を加える

ことはできますが、ロックをかけたユーザの作業が終わるまでは、その変更を実行コンフィギュレー

ションにコミットすることはできません。

通常のコンフィギュレーション セッションでは、コミット処理を実行すると必ず実行コンフィギュ

レーションがロックされます。この自動ロックにより、確実に各コミット処理が完了してから次のコ

ミットが開始されるようになります。その他のユーザには、他のコミットが処理されているときにター

ゲット コンフィギュレーションへのコミットを行おうとすると、エラー メッセージが表示されます。

RSP の排他コンフィギュレーション セッションを開始するには、その RSP に接続してから、次のよう

に configure exclusive コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure exclusive
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 

（注） すでにそのコンフィギュレーションが他のユーザによってロックされていた場合は、configure 
exclusive コマンドは失敗します。ロックされているコンフィギュレーション セッションおよびロック

されていないコンフィギュレーション セッションを表示する方法については、「アクティブなコンフィ

ギュレーション セッションの表示」（P.3-20） を参照してください。
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管理コンフィギュレーションの排他コンフィギュレーション セッションを開始するには、その RSP に
接続してから、次のように管理 EXEC モードで configure exclusive コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# configure exclusive
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# 

「コンフィギュレーション セッションの終了」（P.3-34）の説明にあるように、排他コンフィギュレー

ション セッションを開始したユーザがそのコンフィギュレーション モードから抜けると、実行コン

フィギュレーションのロックが解除されます。

コンフィギュレーションの詳細情報の表示

次の節で、コンフィギュレーションに関する情報を表示する方法について説明します。

• 「実行コンフィギュレーションの表示」（P.3-24）

• 「実行コンフィギュレーションのサニタイズ版の表示」（P.3-25）

• 「ターゲット コンフィギュレーションの表示」（P.3-26）

• 「ターゲット コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションを組み合わせた結果の表示」

（P.3-26）

• 「コンフィギュレーションのエラー メッセージと説明の表示」（P.3-27）

• 「説明なしでのコンフィギュレーション エラー メッセージの表示」（P.3-28）

• 「コンフィギュレーションのロード中に生成されたコンフィギュレーション エラー メッセージの表

示」（P.3-28）
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コンフィギュレーション セッションの管理
実行コンフィギュレーションの表示

実行コンフィギュレーションとは、ルータの動作を定義する、コミットされたコンフィギュレーション

です。実行コンフィギュレーションは、管理コンフィギュレーションと各 RSP 用の RSP コンフィギュ

レーションに分かれています。実行コンフィギュレーションに関して表示できる部分は、現在の CLI 
モードと RSP 接続によって異なります。

EXEC コンフィギュレーション モードとグローバル コンフィギュレーション モードでは、接続してい

る RSP の RSP コンフィギュレーションを表示できます。RSP に接続していて、管理 EXEC コンフィ

ギュレーション モードおよび管理コンフィギュレーション モードで作業している場合は、RSP のハー

ドウェア割り当ての入った管理コンフィギュレーションを表示できます。

実行コンフィギュレーションの RSP の部分を表示するには、適切な RSP に接続し、次の例に示すよう

に、EXEC コンフィギュレーション モードまたはグローバル コンフィギュレーション モードで show 
running-config コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# show running-config
Building configuration...
!! Last configuration change at Tue Dec  2 20:29:51 2008 by cisco
!
hostname router
clock timezone PST 8
clock summer-time DST recurring 2 sunday march 02:00 first sunday november 02:00
logging console informational
telnet vrf default ipv4 server max-servers no-limit
domain lookup disable
explicit-path name GE_Path_to_P19
 index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.114.4.44
 index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.114.4.11
 index 3 next-address strict ipv4 unicast 10.119.4.11
 index 4 next-address strict ipv4 unicast 10.119.4.19
 index 5 next-address strict ipv4 unicast 10.19.19.19
!
explicit-path name 10GE_Path_to_P19
 index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.114.8.44
 index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.114.8.11
 index 3 next-address strict ipv4 unicast 10.119.8.11
 index 4 next-address strict ipv4 unicast 10.119.8.19
 index 5 next-address strict ipv4 unicast 10.19.19.19
!
line console

実行コンフィギュレーションの管理の部分を表示するには、RSP に接続し、次の例に示すように、管

理 EXEC コンフィギュレーション モードまたは管理コンフィギュレーション モードで show 
running-config コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show running-config
Building configuration...
username cisco
 group root-system
 group cisco-support
 secret 5 $1$2dx.$/AGxtYJYRWhajo4INlAVa0
--More-- 
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実行コンフィギュレーションのサニタイズ版の表示

実行コンフィギュレーションのサニタイズされたレポートには、インストール固有のパラメータなし

で、実行コンフィギュレーションの内容が表示されます。IP アドレスなどの一部のコンフィギュレー

ション詳細情報は、異なるアドレスで置き換えられます。サニタイズされたコンフィギュレーションを

使用すると、コンフィギュレーションの詳細情報を公開せずにコンフィギュレーションを共有できま

す。

EXEC コンフィギュレーション モードとグローバル コンフィギュレーション モードでは、接続してい

る RSP のサニタイズされた RSP コンフィギュレーションを表示できます。RSP に接続していて、管理 
EXEC コンフィギュレーション モードおよび管理コンフィギュレーション モードで作業している場合

は、RSP のハードウェア割り当ての入った、サニタイズされた管理コンフィギュレーションを表示で

きます。

実行コンフィギュレーションのサニタイズされた RSP 部分を表示するには、次の例に示すように、

EXEC コンフィギュレーション モードまたはグローバル コンフィギュレーション モードで show 
running-config sanitized コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#show running-config sanitized
Building configuration...
!! Last configuration change at Tue Dec  2 20:29:51 2008 by <removed>
!
hostname <removed>
clock timezone <removed> 8
clock summer-time <removed> recurring 2 sunday march 02:00 first sunday november 02:00
logging console informational
telnet vrf <removed> ipv4 server max-servers no-limit
domain lookup disable
explicit-path name <removed>
 index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 3 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 4 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 5 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
!
explicit-path name <removed>
 index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 3 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 4 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
 index 5 next-address strict ipv4 unicast 10.0.0.0
!
line console
 --More-- 

実行コンフィギュレーションのサニタイズされた管理の部分を表示するには、RSP に接続し、次の例

に示すように、管理 EXEC コンフィギュレーション モードまたは管理コンフィギュレーション モード

で show running-config sanitized コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show running-config sanitized
Building configuration...
sdr <removed>
 location 0/1/* primary 
!
username <removed>
 secret 5 <removed> 
 group root-system 
!
end
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ターゲット コンフィギュレーションの表示

ターゲット コンフィギュレーションには、入力されたけれどもまだコミットされていない設定変更が

含まれています。これらの変更は、まだ実行コンフィギュレーションの一部にはなっていません。

ターゲット コンフィギュレーションは、グローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コン

フィギュレーション モードで表示できます。ターゲット コンフィギュレーションは、EXEC モードま

たは管理 EXEC モードに戻る前にコミットするか破棄するかしなければならないため、EXEC モード

でターゲット コンフィギュレーションを表示することはできません。

RSP のターゲット コンフィギュレーションに加えた変更を表示するには、次の例に示すように、グ

ローバル コンフィギュレーション モードまたは任意のサブモードで show configuration コマンドを入

力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# show configuration
Building configuration...
interface tunnel-te2
 description faq
!
end

ターゲット管理コンフィギュレーションに加えた変更を表示するには、次の例に示すように、管理コン

フィギュレーション モードまたは任意のサブモードで show configuration コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config-sdr:test)# show configuration

Building configuration...
sdr test
 location 0/1/SP 
!
end

ターゲット コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションを組み合わせた結果の表示

ターゲット コンフィギュレーションをコミットするまでは、ターゲット コンフィギュレーションと実

行コンフィギュレーションは分離されたままですが、変更内容をコミットしなくても、ターゲット コ
ンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションを組み合わせた結果をプレビューできます。組み

合わせられたコンフィギュレーションでは、ターゲット コンフィギュレーションによる変更内容をコ

ミットした後、新しい実行コンフィギュレーションがどのようになるかを確認できます。これは、実際

の実行コンフィギュレーションを表しているわけではありません。

この組み合わせられたコンフィギュレーションは、グローバル コンフィギュレーション モードまたは

管理コンフィギュレーション モードでプレビューできます。ターゲット コンフィギュレーションは、

EXEC モードまたは管理 EXEC モードに戻る前にコミットするか破棄するかしなければならないため、

EXEC モードで組み合わせられたコンフィギュレーションのプレビューはできません。

ターゲット コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションの組み合わせられた結果を表示す

るには、任意のコンフィギュレーション モードで show configuration merge コマンドを入力します。

（注） ターゲット コンフィギュレーションに少なくとも 1 つの設定変更が含まれていないと、merge オプ

ションがコマンド ヘルプに表示されません。
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次の例では、アクティブな RSP コンフィギュレーションを表示し（show running-config）、インター

フェイスを設定し、「マージされた」コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# show configuration merge
Building configuration...
!! Last configuration change at Tue Dec  2 20:29:51 2008 by cisco
!
hostname router
clock timezone PST 8
clock summer-time DST recurring 2 sunday march 02:00 first sunday november 02:00
logging console informational
telnet vrf default ipv4 server max-servers no-limit
domain lookup disable
explicit-path name GE_Path_to_P19
 index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.114.4.44
 index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.114.4.11
 index 3 next-address strict ipv4 unicast 10.119.4.11
 index 4 next-address strict ipv4 unicast 10.119.4.19
 index 5 next-address strict ipv4 unicast 10.19.19.19
!
explicit-path name 10GE_Path_to_P19
 index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.114.8.44
 index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.114.8.11
 index 3 next-address strict ipv4 unicast 10.119.8.11
 index 4 next-address strict ipv4 unicast 10.119.8.19
 index 5 next-address strict ipv4 unicast 10.19.19.19
!
line console

コンフィギュレーションのエラー メッセージと説明の表示

変更された設定はコミット処理中に自動的にチェックされます。1 つまたは複数の設定エントリが失敗

すると、メッセージが表示されます。失敗したコンフィギュレーションのエラー メッセージと説明を

表示するには、show configuration failed コマンドを入力します。

（注） 設定エラーは、現在のコンフィギュレーション セッション中にしか表示できません。コミット処理後

にコンフィギュレーション モードを終了すると、設定エラー情報は失われます。

次の例では、グローバル コンフィギュレーション モードでエラーが生成され、コミット処理が失敗し

た後にエラー情報が表示されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# taskgroup alr
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tg)# description this is a test of an invalid taskgroup
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tg)# commit
% Failed to commit one or more configuration items. Please use 'show configuration failed' 
to view the errors
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tg)# show configuration failed
!! CONFIGURATION FAILED DUE TO SEMANTIC ERRORS
taskgroup alr
!!% Usergroup/Taskgroup names cannot be taskid names
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説明なしでのコンフィギュレーション エラー メッセージの表示

変更された設定はコミット処理中に自動的にチェックされます。1 つまたは複数の設定エントリが失敗

すると、メッセージが表示されます。失敗したコンフィギュレーションのエラー メッセージだけを

（説明なしで）表示するには、次の例に示すように、show configuration failed noerror コマンドを入

力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tg)# show configuration failed noerror
!! CONFIGURATION FAILED DUE TO SEMANTIC ERRORS
taskgroup alr
!

（注） 設定エラーは、現在のコンフィギュレーション セッション中にしか表示できません。コミット処理後

にコンフィギュレーション モードを終了すると、設定エラー情報は失われます。

コンフィギュレーションのロード中に生成されたコンフィギュレーション エラー メッセージの

表示

load コマンドでのコンフィギュレーションのロードで見つかった構文エラーを表示するには、show 
configuration failed load コマンドを入力します。

ターゲット コンフィギュレーションをファイルに保存する

ターゲット コンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションにコミットすることなく、独立

したファイルに保存できます。保存した対象の コンフィギュレーション ファイルは、後からロードし

て、さらに変更を加えたり、コミットしたりできます。

ターゲット コンフィギュレーション内の設定変更をファイルに保存するには、save configuration 
device: コマンドを入力します。device 引数には、ファイルの保存先とするデバイスの名前（たとえば、

disk0）を指定します。このコマンドを入力すると、ファイル名を入力するように指示されます。ファ

イル名だけ入力した場合は、ファイルは、指定したデバイスのルート ディレクトリに保存されます。

ファイルをディレクトリに保存するには、入力を求められたときにディレクトリ パスとファイル名を

入力します。ファイルの見分けがつきやすいように、ファイル名拡張子に cfg を指定することをお勧め

します。この拡張子は必須ではありませんが、これを使用すれば、ターゲット コンフィギュレーショ

ン ファイルが探しやすくなります。例：myconfig.cfg

次の例では、disk0 の usr/cisco ディレクトリに保存したターゲット コンフィギュレーション ファイル

を表示しています。

RP/0/RSP1/CPU0:router(admin-config)# save configuration disk0: 

Destination file name (control-c to abort): [/running-config]?/usr/cisco/test.cfg
Building configuration.
1 lines built in 1 second
[OK]

（注） show configuration | file filename コマンドを使用しても、コンフィギュレーションをファイルに保存

できます。
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ファイルからターゲット コンフィギュレーションをロードする

以前に保存したコンフィギュレーション ファイルの内容をターゲット コンフィギュレーションに格納

するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コンフィギュレーション モードに

入って、load filename コマンドを入力します。filename 引数を入力する際には、次の点を考慮してく

ださい。

• filename  引数には、ターゲット コンフィギュレーションにロードするコンフィギュレーション 
ファイルを指定します。

• ファイルのフル パスを指定しなかった場合は、デバイスのルート ディレクトリからのファイルの

ロードが試みられます。

次の例では、ターゲット コンフィギュレーション ファイルを現在のコンフィギュレーション セッショ

ンにロードする方法を示します。現在のコンフィギュレーション セッションにファイルの内容が格納

されます。

RP/0/RSP1/CPU0:router(config)# load disk0:/usr/cisco/test.cfg

Loading.
77 bytes parsed in 1 sec (76)bytes/sec

システム起動時の代替コンフィギュレーションのロード

ルータをリセットしたり、ルータに電源を入れると、前回の実行コンフィギュレーションがロードさ

れ、ルータの稼動に使用されます。

システム ブート中に代替コンフィギュレーションをロードできます。このプロセスの詳細および操作

手順については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router ROM Monitor Guide』を参照し

てください。
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ターゲット コンフィギュレーションのすべての変更をクリアする

ターゲット コンフィギュレーションに加えた変更内容を、コンフィギュレーション セッションを終わ

らせずにクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コンフィギュレー

ション モードで clear コマンドを入力します。このコマンドは、まだコミットされていない設定変更を

すべて削除します。

次の例では、ユーザはインターフェイスを設定していますが、その変更内容をコミットしていません。

ターゲット コンフィギュレーションに加えた変更を show configuration コマンドで確認した後、その

変更内容を削除して 初からやり直すことにして、clear コマンドを入力しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Gi 0/3/0/1 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# description this is my interface 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.1.1 255.0.0.0 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# shutdown 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit 

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# show configuration 

Building configuration... 
interface Gi0/3/0/1 
 description this is my interface 
 ipv4 address 10.1.1.1 255.0.0.0 
 shutdown 
end 

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# clear 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# show configuration
Building configuration... 
end 

変更内容を実行コンフィギュレーションにコミットする

ターゲット コンフィギュレーション内にある変更内容は、commit コマンドを入力するまでは実行コン

フィギュレーションに反映されません。ターゲット コンフィギュレーションをコミットする際には、

commit コマンドを使用して次のいずれかを行えます。

• ターゲット コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションとマージして、新しい実行コ

ンフィギュレーションを作成する。

• 実行コンフィギュレーションをターゲット コンフィギュレーションで置き換える。

（注） commit コマンドで変更内容を実行コンフィギュレーションに保存することをせずにコンフィギュレー

ション セッションを終了しようとすると、変更内容を保存するように要求れます。詳細については、

「コンフィギュレーション セッションの終了」（P.3-34）を参照してください。

ターゲット コンフィギュレーション内の変更内容を実行コンフィギュレーションにコミットするには、

commit コマンドそのものだけを入力するか、または 表 3-5 で説明されているオプションも 1 つ以上指

定します。
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表 3-5 commit コマンドのオプション

コマンド 説明

commit （デフォルト）ターゲット コンフィギュレーションを実行コンフィギュ

レーションとマージし、ターゲット コンフィギュレーション内の変更内

容がすべてセマンティック検証プロセスに合格した場合にだけ変更内容

をコミットします。セマンティック エラーが見つかった場合、設定変更

は一切行われません。

commit best-effort ターゲット コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションを

マージし、有効な変更内容だけコミットします（ベスト エフォート）。

セマンティック エラーが原因で、一部の設定変更は失敗する場合もあり

ます。

commit comment line （省略可能）コミット内容にコメントを割り当てます。

• このテキスト コメントは、show configuration commit list [detail] 
コマンドで表示されるコミット エントリに表示されます。

• line 引数は、オプションのコメントまたはラベルのテキストです。

• comment オプションは、コマンド ラインの 後に入力しなければ

なりません。複数のオプションを入力した場合、comment オプ

ションの後ろのテキストはすべてコメントとして扱われます。

commit confirmed 
seconds

（省略可能）グローバル コンフィギュレーション モードで、 低 30 秒
間、 大 300 秒間（5 分間）の試験稼動のためにコンフィギュレーショ

ンをコミットします。

• コンフィギュレーションの試験稼動中に commit コマンドを入力す

ると、そのコンフィギュレーションを確定できます。commit コマ

ンドを入力しなかった場合は、試験稼動時間が経過したら、ルータ

は以前のコンフィギュレーションに戻ります。

• 管理コンフィギュレーション モードでは、confirmed オプションは

使用できません。

commit label line （省略可能）意味のあるラベルを割り当てます。このラベルは、show 
configuration commit list [detail] コマンドの出力で、数字のラベルに

代わりに表示されます。

• line 引数は、オプションのコメントまたはラベルのテキストです。

commit force （省略可能）ターゲット コンフィギュレーションを実行コンフィギュ

レーションとマージし、低メモリ状態でのコンフィギュレーションのコ

ミットを可能にします。

低メモリ警告は、ユーザがルータのデフォルト容量を超えるターゲット 
コンフィギュレーションをコミットしようとしたときに発生します。

この警告に対する推奨される解決方法は、no コマンドを使用してコン

フィギュレーションを削除することです。

注意 force オプションを指定すると、低メモリ状態が発生した場合

にルータに深刻な問題が発生する可能性があります。force オ
プションは、コンフィギュレーションを削除するためにだけ

使用してください。

commit replace （省略可能）実行コンフィギュレーションの内容をターゲット コンフィ

ギュレーションで置き換えます。
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コンフィギュレーション セッションの管理
例

次の例で、コンフィギュレーションをコミットする方法を示します。

• 「グローバル コンフィギュレーション モードからのコンフィギュレーションのコミット：例」

（P.3-32）

• 「管理コンフィギュレーション モードからのコンフィギュレーションのコミット：例」（P.3-32）

グローバル コンフィギュレーション モードからのコンフィギュレーションのコミット：例

次の例では、グローバル コンフィギュレーション モードで、デフォルトの commit コマンドを入力し

ています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Gi 0/0/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# description faq 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.1.1 255.0.0.0 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit 

RP/0/0/0:Aug  6 09:26:17.781 : %LIBTARCFG-6-COMMIT Configuration committed by user 
‘cisco'.   Use 'show configuration commit changes 1000000124' to view the changes.

（注） 上のメッセージは、ログに保存され、ログが画面に表示されるように設定されている場合にだけ表示さ

れます。

管理コンフィギュレーション モードからのコンフィギュレーションのコミット：例

次の例では、管理コンフィギュレーション モードで commit コマンドに label オプションと comment 
オプションを指定しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# configure 
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# sdr test
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config-sdr:test)# location 0/1/* primary
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config-sdr:test)# commit label test comment This is a test
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# show configuration commit list detail

   1) CommitId: 2000000018                 Label: test
      UserId:   user1  Line:  vty1
      Client:   CLI                        Time:  23:45:40 UTC Wed Dec 02 2008
      Comment:   This is a test 

（注） コンフィギュレーション ファイルは、ブート イメージと同じフラッシュ ディスクに保存されます。こ

れらのコンフィギュレーションには、コンフィギュレーション管理、履歴、およびロールバックのため

の CLI コマンドを通じてしかアクセスしないようにしてください。これらのファイルを直接編集した

り削除したりすると、ルータの設定が失われる可能性があります。

失敗したコンフィギュレーションのリロード

設定変更をコミットしようとして、コンフィギュレーションが失敗したというメッセージがルータから

表示された場合、その設定変更内容は失われません。グローバル コンフィギュレーション モードまた

は管理コンフィギュレーション モードに留まっている間に、その設定変更をターゲット コンフィギュ

レーションにロードし、エラーを修正して、変更内容をコミットできます。
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コンフィギュレーション セッションの管理
失敗したコンフィギュレーションをロードするには、次の例に示すように、グローバル コンフィギュ

レーション モードまたは管理コンフィギュレーション モードに入ってから、load configuration failed 
commit コマンドを入力します。

RP/0/0/CPU0:router(config)# load configuration failed commit
RP/0/0/CPU0:router(config)# show configuration
Building configuration...
taskgroup alr
!
end

前の例では、show configuration コマンドでターゲット コンフィギュレーションを表示していますが、

このターゲット コンフィギュレーションにはエラーが含まれています。

（注） コンフィギュレーションを回復させずにグローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コン

フィギュレーション モードから抜けると、エラー部分は破棄されます。コンフィギュレーションを回

復して、修正、コミットするか、またはファイルに保存した後であれば、コンフィギュレーションが失

われることはありません。

コンフィギュレーション サブモードの終了

インターフェイス コンフィギュレーション サブモードや RSP コンフィギュレーション サブモードなど

のコンフィギュレーション サブモードでの設定変更が完了したら、その前にいたコンフィギュレー

ション モードに戻って、コンフィギュレーションに変更を加える作業を続行できます。コンフィギュ

レーション サブモードから抜けるには、次の例に示すように、exit コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Gi 0/3/0/1 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# description this is my interface 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.1.1 255.0.0.0 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 

（注） exit コマンドを使用してグローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コンフィギュレーショ

ン モードを抜けると、変更を保存するか、変更を破棄するか、または操作をキャンセルするように

ルータから指示されます（次の節を参照）。

サブモードからコンフィギュレーション モードへの直接移動

インターフェイス コンフィギュレーション サブモードや RSP コンフィギュレーション サブモードなど

のコンフィギュレーション サブモードでの設定変更が完了したら、すべての中間サブモードを飛ばし

て、 上位のコンフィギュレーション モードに直接戻ります。その後、コンフィギュレーションに変

更を加える作業を続行できます。コンフィギュレーション モードに戻るには、次の例に示すように、

root コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router static 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# address-family ipv4 unicast 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static-afi)# root
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
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コンフィギュレーション セッションの管理
コンフィギュレーション セッションの終了

コンフィギュレーション セッションの終了には、次のいずれの方法も使用できます。

• グローバル コンフィギュレーション モードまたは管理コンフィギュレーション モードで、exit コ
マンドを入力します。

• 任意のコンフィギュレーション モードまたはコンフィギュレーション サブモードで、end コマン

ドを入力します。

• Ctrl キーを押した状態で Z キーを押します。

（注） コンフィギュレーション サブモードで exit コマンドを入力すると、1 つ上のコンフィギュレーション 
レベルに戻ります。

設定変更をコミットせずにコンフィギュレーション セッションを終了すると、次の例に示すように、

変更内容を保存するか、変更を破棄するか、または操作をキャンセルするようにルータから指示されま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

この指示に対する応答として、次のいずれかを入力してください。

• yes：設定変更をコミットしてから、コンフィギュレーション モードを終了します。

• no：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーション モードを終了します。

• cancel：設定変更のコミットは行わず、コンフィギュレーション モードに留まります。

（注） EXEC モードでは、exit コマンドを入力すると、システムからログアウトします。

コンフィギュレーション セッションの破棄

コンフィギュレーション セッションを破棄すると、変更内容はすべて破棄され、コンフィギュレー

ション セッションが終了します。設定変更は、警告なしに削除されます。

グローバル コンフィギュレーション モードでは、abort コマンドを入力すると、設定変更が破棄され、

EXEC モードに戻ります。管理コンフィギュレーション モードでは、abort コマンドを入力すると、

設定変更が破棄され、管理 EXEC モードに戻ります。コンフィギュレーション セッションを破棄する

には、次の例に示すように、abort コマンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# hostname host1 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Gi 0/2/0/2 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# description this is my interface 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.1.1 255.0.0.0 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# shutdown 
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# abort 
RP/0/RSP0/CPU0:router# 
3-34
Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ スタートアップ ガイド

OL-17502-01-J



第 3 章      一般的なルータ機能の設定

管理イーサネット インターフェイスの設定
RSP ホスト名の設定

ホスト名は、ネットワーク上の RSP を識別します。デバイスは、そのレイヤ 2 アドレスとレイヤ 3 ア
ドレス（IP アドレスなど）で一意に識別できますが、多くの場合、ネットワーク デバイスを英数字の

「ホスト名」で覚える方が簡単です。この名前は、CLI プロンプトとコンフィギュレーション ファイル

のデフォルト名で使用され、ネットワーク上の RSP を識別します。

ホスト名を設定するには、次の例に示すように、hostname コマンドを RSP 名と一緒に入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# hostname SDR_SJ
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:Apr  7 00:07:33.246 : config[65669]: %LIBTARCFG-6-COMMIT : Configuration 
committed by user 'user_a'.   Use 'show configuration commit changes 1000000067' to view 
the changes.
RP/0/RSP0/CPU0:RP_SJ(config)#

上の例では、RSP 名を RP_SJ に設定しています。

（注） 名前に空白文字やスペースを含めることはできません。大文字小文字は区別されないものと思ってくだ

さい。大文字と小文字は、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同じものとして扱

われます。紙に書いているときと同じように先頭を大文字にするのが適切だと思うかもしれませんが、

規約ではコンピュータ名はすべて小文字で表示されることになっています。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。

管理イーサネット インターフェイスの設定
RSP 上の管理イーサネット インターフェイスは、ルータをリモート管理のために Telnet クライアン

ト、Simple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）、またはその

他の管理エージェントを使用してネットワークに接続するのに使用されます。次の節で、管理イーサ

ネット インターフェイスについて説明します。

• 「CLI コマンドでの管理イーサネット インターフェイス名の指定」（P.3-36）

• 「使用可能な管理イーサネット インターフェイスの表示」（P.3-37）

• 「管理イーサネット インターフェイスの設定」（P.3-37）
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管理イーサネット インターフェイスの設定
CLI コマンドでの管理イーサネット インターフェイス名の指定

管理イーサネット インターフェイスを設定するには、あらかじめ管理イーサネット インターフェイス

名がわかっていなければなりません。この名前は、typerack/slot/module/port という構文を使用して定

義されます。表 3-6 で、管理イーサネット インターフェイス名の構文について説明します。

表 3-7 に、単一シェルフ システムの管理イーサネット インターフェイス名の例を示します。管理イー

サネット インターフェイスは、Intf Name カラムに Mg というプレフィクスを付けて表示されます。

表 3-6 管理イーサネット インターフェイス名の構文の説明

構文の構成要素 説明

type 管理イーサネット ポートの type は、「MgmtEth」です。

rack ラックのシャーシ番号。単一シェルフ システムでは、rack は常に「0」
です。

slot RSP のインターフェイスが置かれている物理スロット。Cisco ASR 9000 
シリーズ  ルータの場合は、RSP の slot は、「RSP0」または「RSP1」で

す。

module 1 つの RSP では、module には「CPU0」を指定します。RSP が複数の場

合は、2 つのプロセッサを持つため、module は、「CPU0」と「CPU1」
のいずれかです。

port Cisco ASR 9000 シリーズ  ルータでは、MGMT ETH というラベルの付

いているイーサネット ポートが各 RSP に 1 つずつあります。RSP 上の 
MGMT ETH インターフェイスには、0 を指定します。

表 3-7 管理イーサネット インターフェイス名 

管理インターフェイス名 例

MgmtEth0/RSP0/CPU0/0 router(config)# interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0

MgmtEth0/RSP0/CPU0/1 router(config)# interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/1

MgmtEth0/RSP1/CPU0/0 router(config)# interface MgmtEth0/RSP1/CPU0/0

MgmtEth0/RSP1/CPU0/1 router(config)# interface MgmtEth0/RSP1/CPU0/1
3-36
Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ スタートアップ ガイド

OL-17502-01-J



第 3 章      一般的なルータ機能の設定

管理イーサネット インターフェイスの設定
使用可能な管理イーサネット インターフェイスの表示 
ルータ インターフェイスを表示するには、次に示すように、EXEC モードで show interfaces brief コ
マンドを入力します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#show interfaces brief

               Intf       Intf        LineP              Encap  MTU        BW
               Name       State       State               Type (byte)    (Kbps)
--------------------------------------------------------------------------------
                Lo0          up          up           Loopback  1514    Unknown
                Nu0          up          up               Null  1500    Unknown
            tt44190          up          up             TUNNEL  1500     100000
            tt44194          up          up             TUNNEL  1500     100000
    Mg0/RSP0/CPU0/0          up          up               ARPA  1514     100000
    Mg0/RSP0/CPU0/1  admin-down  admin-down               ARPA  1514      10000
          Gi0/1/0/0  admin-down  admin-down               ARPA  1514    1000000
          Gi0/1/0/1  admin-down  admin-down               ARPA  1514    1000000
          Gi0/1/0/2          up          up               ARPA  9014    1000000
          Gi0/1/0/3          up          up        802.1Q VLAN  9014    1000000
      Gi0/1/0/3.185          up          up        802.1Q VLAN  9022    1000000
      Gi0/1/0/3.189          up          up        802.1Q VLAN  9022    1000000
      Gi0/1/0/3.215          up          up        802.1Q VLAN  9022    1000000
          Gi0/1/0/4  admin-down  admin-down               ARPA  1514    1000000
          Gi0/1/0/5  admin-down  admin-down               ARPA  1514    1000000
          Gi0/1/0/6  admin-down  admin-down               ARPA  1514    1000000
          Gi0/1/0/7          up          up        802.1Q VLAN  9014    1000000
      Gi0/1/0/7.185          up          up        802.1Q VLAN  9022    1000000
      Gi0/1/0/7.187          up          up        802.1Q VLAN  9014    1000000
 --More-- 

管理イーサネット インターフェイスの設定

管理イーサネット インターフェイスをシステム管理およびリモート通信に使用するには、インター

フェイスの IP アドレスとサブネット マスクを設定する必要があります。そのインターフェイスで他の

ネットワーク上のデバイス（リモート管理ステーションや TFTP サーバなど）と通信する場合は、ルー

タのデフォルト ルートを設定する必要があります。

ヒント 管理イーサネット インターフェイスのその他の設定オプションについては、『Cisco ASR 9000 Series 
Aggregation Services Router Interface and Hardware Component Configuration Guide』を参照してく

ださい。

前提条件

イーサネット管理ポートをネットワーク通信用に設定するには、インターフェイスのネットワーク ア
ドレスとサブネット マスクを入力する必要があります。この情報については、ネットワーク管理者ま

たはシステム プランナに問い合わせてください。
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管理イーサネット インターフェイスの設定
手順概要

1. configure

2. interface MgmtEthrack/slot/CPU0/port

3. ipv4 address ipv4-address subnet-mask

4. no shutdown

5. exit

6. router static address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 default-gateway

7. commit

8. end

9. show interfaces MgmtEthrack/slot/CPU0/port

詳細手順 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

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 2 interface MgmtEthrack/slot/CPU0/port

例：
RP/0/RSP0/CPU0:RO-C(config)# interface mgmtEth 
0/RSP0/CPU0/0

インターフェイス コンフィギュレーション モードに入

り、プライマリ RSP の管理イーサネット インター

フェイスを指定します。

コマンド パラメータについては、表 3-6 を参照してく

ださい。

ステップ 3 ipv4 address ipv4-address subnet-mask

例：
RP/0/RSP0/CPU0:RO-C(config-if)# ipv4 address 
1.1.1.1 255.255.255.255

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。

ステップ 4 no shutdown

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no shutdown

トラフィックを搬送できるようにインターフェイスを

有効化します。

ステップ 5 exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:RO-C(config)# sh config
Building configuration...
interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0
 ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
end

管理イーサネット インターフェイス コンフィギュレー

ション モードから抜けます。
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管理イーサネット インターフェイスの設定
ステップ 6 router static address-family ipv4 unicast 
0.0.0.0/0 default-gateway

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-static)# 

address-family ipv4 unicast 

スタティック ルートを確立させます。

ステップ 7 commit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:RO-C(config)# commit

ターゲット コンフィギュレーションを、実行中の設定

にコミットします。

ステップ 8 end

例：

設定変更を保存します。

• end コマンドを実行すると、変更をコミットする

ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them 
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

– yes と入力すると、実行コンフィギュレー

ション ファイルに変更が保存され、コンフィ

ギュレーション セッションが終了して、ルー

タが EXEC モードに戻ります。

– no と入力すると、コンフィギュレーション 
セッションが終了して、ルータが EXEC モー

ドに戻ります。変更はコミットされません。

– cancel と入力すると、現在のコンフィギュ

レーション セッションが継続します。コン

フィギュレーション セッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

ステップ 9 show interfaces MgmtEthrack/slot/CPU0/port

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface 
MgmtEth 0/RP0/CPU0/0

ルータ上で設定されている管理インターフェイスの統

計情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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ルータ クロックの手動設定
例

次の例では、スロット RSP1 内の RSP 上の管理イーサネット インターフェイスを IP アドレスで設定し

ています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface MgmtEth0/RSP1/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.1.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
RP/0/RSP0/CPU0:router#
RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces mgmtEth 0/RSP0/CPU0/0

MgmtEth0/RSP0/CPU0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is Management Ethernet, address is 0011.93ef.e8ea (bia 0011.93ef.e8e)
  Description: Connected to Lab LAN
  Internet address is 10.1.1.1/24
  MTU 1514 bytes, BW 100000 Kbit
     reliability 255/255, txload Unknown, rxload Unknown
  Encapsulation ARPA,  loopback not set,
  ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00
  Last clearing of "show interface" counters never
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     375087 packets input, 22715308 bytes, 87 total input drops
     0 drops for unrecognized upper-level protocol
     Received 297320 broadcast packets, 0 multicast packets
              0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
     48 input errors, 43 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     89311 packets output, 6176363 bytes, 0 total output drops
     Output 53 broadcast packets, 0 multicast packets
     0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions

関連資料

ルータ クロックの手動設定
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）や VINES クロック ソースなどの外

部の有効なタイミング デバイスでシステムの同期が取られている場合は、基本的に、ソフトウェア ク
ロックを設定する必要はありません。初期コンフィギュレーション用に設定する場合、およびネット

ワーク タイム ソースが利用できない場合は、clock set コマンドを使用します。

クロックを設定する前に、システム時刻と世界標準時（UTC）の差を定義する clock timezone コマン

ドも入力しておく必要があります。時刻を設定するときには、システム時刻を設定すると、ルータが 
clock timezone コマンドの設定を使用して、その時刻を UTC に変換してくれます。システムの内部的

には、UTC での時刻が保持されます。show clock コマンドを入力したときには、ルータがシステム時

刻を表示してくれます。

関連トピック 参照先

「管理インターフェイスの設定に関する追加情報」 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router 
Interface and Hardware Component Configuration Guide』
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ルータ クロックの手動設定
ルータ クロックを手動で設定するには、次の手順を実行します。

手順概要

1. configure 

2. clock timezone zone hours-offset

3. commit

4. end

5. clock set hh:mm:ss dd mm yyyy

6. clock update-calendar

7. show clock

詳細手順

 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

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 2 clock timezone zone hours-offset

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# clock timezone 
pst -8

ルータ クロックのタイム ゾーンを設定します。

• クロックを設定する前に、システム時刻と世界標

準時（UTC）の差を定義する clock timezone コマ

ンドを入力する必要があります。

（注） システム時刻とは、show clock コマンドを入

力したときに表示される時刻です。

• zone：標準時刻が有効な場合に表示されるタイム 
ゾーンの名前。

• hours-offset：UTC との時間差。

ステップ 3 commit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

ターゲット コンフィギュレーションを、実行中の設定

にコミットします。

ステップ 4 end

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end

コンフィギュレーション セッションを終了し、EXEC 
モードに戻ります。

ステップ 5 clock set hh:mm:ss dd mm yyyy

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# clock set 14:12:00 10 
dec 2008

システム ソフトウェア クロックを設定します。
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関連情報
例

次の例では、手動でシステム クロックを設定しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# clock timezone pst -8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
RP/0/RSP0/CPU0:router# clock set 14:12:00 10 dec 2008
14:12:00.090 PST Wed Dec 02 2008
RP/0/RSP0/CPU0:router# clock update-calendar
RP/0/RSP0/CPU0:router# show clock
14:12:00.090 PST Wed Dec 02 2008

関連資料

関連情報
この章でのコンフィギュレーション手順が完了したら、その他のコンフィギュレーション情報について

次の資料を参照してください。

• 一般的なその他のルータ機能の設定については、第 4 章「その他のルータ機能の設定」を参照して

ください。

• Cisco IOS XR ソフトウェアをより効率的に使用する方法については、第 5 章「コマンドライン イ
ンターフェイス（CLI）のヒント、手法、およびショートカット」を参照してください。

• インターフェイスを設定する方法については、「表記法」に掲載されているハードウェア関連資料

を参照してください。

ステップ 6 clock update-calendar

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# clock update-calendar

ハードウェア クロック（カレンダー クロック）を新し

いクロック設定で更新します。

• ハードウェア クロックはバッテリで駆動してお

り、ルータの電源を切ったりルータを再起動して

も連続稼動されます。

ステップ 7 show clock

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show clock

クロック設定を表示します。

• このコマンドは、設定の確認に使用します。

関連トピック 参照先

クロック コマンドの説明 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System 
Management Command Reference』

NTP の設定に使用するコマンド 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System 
Management Command Reference』

NTP のコンフィギュレーション 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System 
Management Configuration Guide』
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