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Cisco 7200 シリーズ ルータ 
ブート イメージの概要

マニュアルの変更履歴
以下に、このマニュアルの OL-3876-02-J 以降の技術的な変更を示します。

Cisco 7200 シリーズ ルータには、3 つの基本ブート イメージがあり、各種のハードウェア オプショ

ンに対応します。3 つのブート イメージとは、標準の c7200-boot-mz イメージ、c7200-kboot-mz イ

メージ、および c7200-mboot-mz イメージです。c7200-kboot-mz イメージは 2000 年 10 月にリリース

され、標準の c7200-boot-mz イメージではサポートされない新しいハードウェアをサポートしてい

るため、c7200-boot-mz イメージよりもサイズが大きくなっています。

c7200-kboot-mz イメージは、大きすぎて古い I/O コントローラのフラッシュ（ブートフラッシュ）

メモリに収容できないため、保存することができません。ただし、外部のフラッシュ デバイスに保

存する場合は、イメージを使用することができます。ルータは、 boot bootldr <device>:<image name>

設定コマンドで設定します。標準のブート イメージを使用する古い I/O コントローラで

（c7200-kboot-mz イメージが必要な）新しいポート アダプタを使用すると、システムがネットワー

ク（TFTP）サーバから起動できない場合があります。c7200-mboot-mz イメージは、2006 年 4 月に

Cisco IOS Release 12.0(32)S2 でリリースされたもので、ポート アダプタと古い I/O コントローラと

いう、容量の小さい特定の組み合わせにも対応しています。c7200-mboot-mz イメージはサイズが小

さいため、古い I/O コントローラのフラッシュ（ブートフラッシュ）メモリにも収容できます。ま

た、c7200-mboot-mz イメージは、12.0(32)S2 以降のリリースでもサポートされます。「c7200-mboot-mz

イメージ情報」（p.11）を参照してください。

マニュアルの
バージョン 日付 変更点
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OL-3876-06 2006 年 12 月 PA-MC-T3-EC の情報、NPE-G1 と NPE-G2 の情報を追加

OL-3876-05 2006 年 11 月 VPN Service Adapter の情報の追加、VAM サポートの明確

化、古い I/O コントローラと新しいポート アダプタの情

報、およびソフトウェア リリースの明確化

OL-3876-04 2006 年 5 月 NPE-G2 とその新しいブート イメージの情報を追加

OL-3876-03 2006 年 4 月 Cisco IOS Release 12.0 (22) S kboot の情報と Cisco IOS

Release 12.0(32)S2 c7200-mboot-mz の情報を追加

OL-3876-02 2005 年 2 月 3 日 PA-POS-1OC3 と SA-VAM2+ の情報を追加
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このマニュアルでは、表形式で、各ブート イメージがサポートする I/O コントローラ、ポート アダ

プタ、およびサービス アダプタを示します。

注意 I/O コントローラとポート アダプタ の両方の要件を確認し、ポート アダプタがブート イメージで

サポートされているかどうかを決定します。

標準のブート イメージを使用する古いコントローラで（c7200-kboot-mz イメージが必要な）新し

いポート アダプタを使用すると、システムがネットワーク（TFTP）サーバから起動できない場合

があります。他のデバイスを使用した起動の詳細については、表 8 を参照してください。

c7200-kboot-mz イメージは、E や T など一部の Cisco IOS リリースでサポートされています。この

イメージは Cisco IOS Release 12.0 (22) S および 12.0 S 以降のリリースでサポートされていますが、

PA-A3-8T1IMA および PA-A3-8E1IMA はサポートされません。このマニュアルでは、標準の 12.0 S

ブート イメージがサポートするポート アダプタ情報を提供します。

マニュアルの内容
このマニュアルに記載されているブート イメージに関する内容は次のとおりです。

• ポート アダプタおよび I/O コントローラ（p.3）

表 1 ～表 14 に、各ブート イメージがサポートするポート アダプタおよびサービス アダプタ

と、I/O コントローラを示します。

• ネットワーク処理エンジン（p.10）

この項では、各ブート イメージがサポートするネットワーク処理エンジンに関する情報を示し

ます。

• Cisco 7201 ルータ（p.11）

この項では、Cisco 7201 ルータでサポートされるブート イメージの情報を示します。

• c7200-mboot-mz イメージ情報（p.11）

この項では、c7200-mboot-mz イメージがサポートするポート アダプタおよび I/O コントローラ

のリストを示します。

• ブート イメージの出力例については、「標準ブート イメージの例」（p.12）および「kboot イメー

ジの例」（p.12）を参照してください。

• 「エラー メッセージ」（p.11）では、2 つのエラー メッセージの例を示します。

ブート イメージの詳細については、「関連資料」（p.13）を参照してください。
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ポート アダプタおよび I/O コントローラ
ここでは、ポート アダプタおよび I/O コントローラに関するブート イメージの情報を示します。

注意 I/O コントローラとポート アダプタ の両方の要件をチェックして、ポート アダプタがブート イ
メージでサポートされているかどうかを確認します。

標準のブート イメージを使用する古いコントローラで（c7200-kboot-mz イメージが必要な）新し

いポート アダプタを使用すると、システムがネットワーク（TFTP）サーバから起動できない場合

があります。他のデバイスを使用した起動の詳細については、表 8 を参照してください。

表 1 アクセラレーション モジュール

アクセラレーション
モジュール

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

C7200 VSA なし なし なし

表 2 ATM ポート アダプタ

ATM ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージで
のサポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

PA-A1-OC3MM あり あり あり

PA-A1-OC3SMI あり あり あり

PA-A2-4E1XC-OC3SM あり あり あり

PA-A2-4E1XC-E3ATM あり あり あり

PA-A2-4E1YC-OC3SM あり あり あり

PA-A2-4E1YC-E3ATM あり あり あり

PA-A2-4T1C-OC3SM あり あり あり

PA-A2-4T1C-T3ATM あり あり あり

PA-A3-T3 あり あり あり

PA-A3-E3 あり あり あり

PA-A3-OC3MM あり あり あり

PA-A3-OC3SMI あり あり あり

PA-A3-OC3SML あり あり あり

PA-A3-8T1IMA なし なし あり

PA-A3-8E1IMA なし なし あり

PA-A6-OC3-MM なし あり あり
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PA-A6-OC3-SMI なし あり あり

PA-A6-OC3-SML なし あり あり

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

表 3 チャネライズド ポート アダプタ

チャネライズド
ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12.x1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-1C-E なし あり あり

PA-1C-P なし あり あり

PA-4C-E3

3. PA-4C-E はどのブート イメージでもサポートされていません。ただし、Cisco 7200 プラットフォームでは全 Cisco IOS イメージでサポート
されています。

なし なし なし

PA-FC-1G なし あり あり

表 4 DPT ポート アダプタ

DPT ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-SRP-OC12MM なし あり あり

PA-SRP-OC12SI なし あり あり

PA-SRP-OC12SML なし あり あり

PA-SRP-OC12SMX なし あり あり

表 2 ATM ポート アダプタ（続き）

ATM ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージで
のサポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース
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表 5 FDDI ポート アダプタ

FDDI ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-F-MM あり あり あり

PA-F-SM あり あり あり

PA-F/FD-MM あり あり あり

PA-F/FD-SM あり あり あり

表 6 ギガビット イーサネット、ファスト イーサネット、イーサネット ポート アダプタ

ギガビットイーサネッ
ト、ファスト イーサ
ネット、イーサネット
ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-12E/2FE あり あり あり

PA-8E あり あり あり

PA-5EFL あり あり あり

PA-4E あり あり あり

PA-2FEISL-TX あり あり あり

PA-2FEISL-FX あり あり あり

PA-FE-TX あり あり あり

PA-FE-FX あり あり あり

PA-100VG あり あり あり

PA-DSIC あり あり あり

PA-GE あり あり あり

PA-2FE-TX なし あり あり

PA-2FE-FX なし あり あり
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外部のフラッシュ デバイスへのブート イメージの保存またはコピーについては、『Memory
Replacement Instructions for the Network Processing Engine or Network Services Engine and Input/Output

Controller』の「CompactFlash Disk, Flash Disk, and Flash Memory Card Information」 の章および『 Using

the Flash Disk』を参照してください。

表 7 高速シリアル ポート アダプタ

高速シリアル ポート 
アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-H（Rev. B） あり あり あり

PA-2H（Rev. B） あり あり あり

表 8 I/O コントローラ1

1. 標準のブート イメージを使用する古い I/O コントローラで（c7200-kboot-mz イメージが必要な）新しいポート アダプタを使用すると、シス
テムがネットワーク（TFTP）サーバから起動できない場合があります。 

I/O コントローラ

標準の c7200-boot-mz
イメージでのサポート

（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12.1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T2 以降のリリース
12.2 および 12.3 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

2. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

3. リリース 12.3 および 12.4

C7200-I/O-FE4

4. kboot イメージは C7200-I/O-E および C7200-I/O のブートフラッシュに収容できませんが、I/O コントローラで認識され、機能します。kboot
イメージは、外部のフラッシュ デバイス（slot0:、slot1:、disk0:、disk1:、または disk2:）に保存してから、設定コマンド：boot bootldr
<device>:<image name> で指定します。

なし なし なし

C7200-I/O4
なし なし なし

C7200-I/O-GE+E なし あり あり

C7200-I/O-2FE/E なし あり あり

表 9 マルチチャネル シリアル ポート アダプタ

マルチチャネル シリア
ル ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

PA-CT3/4T1 あり あり あり

PA-2CE1/PRI-75 あり あり あり

PA-2CE1/PRI-120 あり あり あり

PA-2CT1/PRI あり あり あり

PA-MC-E3 あり あり あり

PA-MC-T3 あり あり あり

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_installation_guide_chapter09186a008051ba5e.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_installation_guide09186a00802a6394.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_installation_guide09186a00802a6394.html
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PA-MC-2T3+ あり あり あり

PA-MC-2E1/120 あり あり あり

PA-MC-8E1/120 あり あり あり

PA-MC-4T1 あり あり あり

PA-MC-8T1 あり あり あり

PA-MC-T3-EC なし なし なし

PA-MC-8DSX1 あり あり あり

PA-4B-U あり あり あり

PA-8B-ST あり あり あり

PA-MC-8TE1+ なし あり あり

PA-MC-STM-1 なし あり あり

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

表 10 シリアル ポート アダプタ

シリアル ポート
アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-E3 あり あり あり

PA-2E3 あり あり あり

PA-T3 あり あり あり

PA-T3+ あり あり あり

PA-2T3 あり あり あり

PA-2T3+ あり あり あり

PA-T3/E3-EC なし なし なし

PA-4E1G-75 あり あり あり

PA-4E1G-120 あり あり あり

PA-8T-X21 あり あり あり

PA-8T-V35 あり あり あり

PA-8T-232 あり あり あり

PA-4T あり あり あり

PA-4T+ あり あり あり

表 9 マルチチャネル シリアル ポート アダプタ（続き）

マルチチャネル シリア
ル ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース
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表 11 サービス アダプタ

サービス アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12.x E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

SA-Comp/1 あり あり あり

SA-Comp/4 あり あり あり

SA-Encyrpt なし あり あり

SA-ISA（DES/3DES） なし あり あり

SA-VAM なし あり3

3. mboot、kboot、および boot イメージは、暗号化機能をサポートしません。これらのカードは、*boot イメージでサポートされていないカー
ドとして記載されています。ただし、取り付けるカードにより、認識される場合とエラー メッセージが表示される場合があります。

あり 3

SA-VAM2 なし あり 3 あり 3

SA-VAM2+ なし あり 3 あり 3

C7200 VSA（表 1 を参

照）

表 12 SONET ポート アダプタ

SONET ポート 
アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-POS-1OC3 なし あり あり

PA-POS-2OC3 なし あり あり

PA-POS-OC3-MM あり あり あり

PA-POS-OC3SMI あり あり あり

PA-POS-OC3SML あり あり あり

表 13 トークンリング ポート アダプタ

トークンリング ポート
アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-4R あり あり あり

PA-4R-FDX あり あり あり

PA-4R-DTR あり あり あり
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表 14 音声ポート アダプタ

音声ポート アダプタ

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12. 1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

PA-MCX-2TE1 なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-MCX-4TE1 なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-MCX-8TE1 なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-MCX-8TE1+ なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-VXA-1TE1-24+ なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-VXA-1TE1-30+ なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-VXB-2TE1 なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-VXC-2TE1 なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-VXB-2TE1+ なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート

PA-VXC-2TE1+ なし なし 12.1T および 12.T1 以降、12.2 および 12.2

以降のリリースでのみサポート
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ネットワーク処理エンジン
ここでは、ネットワーク処理エンジン、NPE-G1（表 15 を参照）および NPE-G2（表 16 を参照）に

ついてのブート イメージ情報を示します。

（注） NPE-G2 kboot イメージは、c7200p で始まります。これは以前の Cisco 7200 シリーズ ルータ ブート

イメージの命名規則と異なっています。表 16 を参照してください。

表 15 NPE-G11

1. NPE-G1 で始まるネットワーク処理エンジンのみが I/O コントローラ機能を備えています。

ネットワーク処理
エンジン

標準の 
c7200-boot-mz 
イメージでの
サポート（12.0 S）

c7200-kboot-mz イメージでの
サポート（12.0 [22] S および
12.0 S 以降のリリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12.1 E 以降のリリース
12.1 T および 12.T2 以降のリリース
12.2 および 12.3 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以降
のリリース

2. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

3. リリース 12.3 および 12.4

NPE-G14

4. NPE-G1 または NPE-G2 搭載の Cisco 7200 VXR シャーシに I/O コントローラがない場合は、NPE-G1 または NPE-G2 が I/O コントローラの機
能を引き継ぎます。

なし あり [12.0(28)S] あり [12.0(28)S]

表 16 NPE-G2

ネットワー
ク処理エン
ジン

標準の 
c7200-boot
-mz 
イメージで
のサポート
(12.0 S)

c7200-kboot-mz 
イメージでの
サポート

（12.0 [22] S およ
び 12.0 S 以降の
リリース）

c7200-kboot-mz イメージでのサポート
12.1 E および 12.x1E 以降のリリース
12.1 T および 12.T1 以降のリリース
12.2 および 12.2 以降のリリース
12.2B、12.3B および 12.2B、12.3B 以
降のリリース

1. リリース 12.2T、12.3T および 12.4T

2. リリース 12.3 および 12.4

c7200p-kboot-mz イメージでのサポート
12.4(11)T および 12.4T 以降のリリース
12.2(31)SB および 12.2SB 以降のリリース
12.4XD および 12.4XD 以降のリリース
12.2XN および 12.2XN 以降のリリース

NPE-G2 なし なし なし あり3

3. VPN Service Adapter（VSA）は、c7200p-kboot-mz イメージでサポートされていません。
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Cisco 7201 ルータ
Cisco 7201 ルータは、NPG-G2 と同じブート イメージ（c7200p-kboot-mz、12.4(4)XD7 および

12.2(31)SB5）を使用します。

c7200-mboot-mz イメージ情報
c7200-mboot-mz イメージは、2006 年 4 月に Cisco IOS Release 12.0(32)S2 でリリースされたもので、

ポート アダプタと古い I/O コントローラという、容量の小さい特定の組み合わせにも対応していま

す。c7200-mboot-mz イメージはサイズが小さいため、古い I/O コントローラのフラッシュ（ブート

フラッシュ）メモリにも収容できます。また、c7200-mboot-mz イメージは、12.0(32)S 以降のリリー

スでもサポートされます。

次のポート アダプタおよび I/O コントローラのみが c7200-mboot-mz イメージでサポートされます。

• PA-A3-OC3

• PA-A6-OC3

• PA-2FE

• PA-FE

• PA-MC-4T1

• PA-POS-OC3

• PA-4E

• PA-8E

• C7200-I/O

• C7200-I/O-FE

• C7200-I/O-2FE/E

• C7200-I/O-GE/E

エラー メッセージ
標準ブート イメージ（c7200-boot-mz）で新しい I/O コントローラが使用された場合、起動時に次の

エラー メッセージが表示されます。

C7200-I/O-2FE/E I/O コントローラと標準ブート イメージ（c7200-boot-mz）では、次のエラー メッ

セージが表示されます。

%C7200-3-IONOTSUPPORTEDBYLOADER:I/O Controller (type 533) is not supported by this 
boot loader. The I/O Controller network interfaces will be unavailable.

Cisco 7200-I/O-GE/E I/O コントローラと標準ブート イメージ（c7200-boot-mz）では、次のエラー

メッセージが表示されます。

%C7200-3-IONOTSUPPORTEDBYLOADER:I/O Controller (type 534) is not supported by this 
boot loader. The I/O Controller network interfaces will be unavailable.
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標準ブート イメージの例
Router# copy tftp bootflash:
Address or name of remote host []? 0.0.0
Source filename []? c7200-boot-mz.120-5.S
Destination filename [c7200-boot-mz.120-5.S]?
Accessing tftp://biff/c7200-boot-mz.120.S...
Loading c7200-boot-mz.120-5.S from 000.000.000.000 (via Ethernet 4/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 3132516/6264832 bytes]

3132516 bytes copied in 28.488 secs (111875 bytes/sec)

kboot イメージの例
Router# copy tftp bootflash:
Address or name of remote host []? 0.0.0
Source filename []? c7200-kboot-mz.122-4.BW
Destination filename [c7200-kboot-mz.122-4.BW]?
Loading c7200-kboot-mz.122-4.BW from 000.000.000.000 (via GigabitEthernet0/3):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5137928/10275840 bytes]

5137928 bytes copied in 45.420 secs (114176 bytes/sec)
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関連資料
• ブート イメージの詳細については、次の URL にアクセスして、『Field Notice:Oversized Cisco

7200/uBR 7200 Boot Image』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_field_notice09186a0080537069.shtml

• Cisco IOS ソフトウェアの設定については、次の URL にアクセスして、モジュラ コンフィギュ

レーションおよびモジュラ コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm

• Field-Replaceable Unit（FRU）の資料については、次の URL にアクセスして、Cisco 7200 VXR
Field Replaceable Units のページを参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/72vxfru/index.htm

• ポート アダプタの資料については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a0080
1c0a32.html

• トラブルシューティングについては、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_troubleshooting_guide09186a00801c0f65
.html

• Cisco 7200 VXR シリーズ ルータの WAN インターフェイスに関連する国際認定規格、安全性、

および法定情報については、次の URL にアクセスして、『Regulatory Compliance and Safety
Information for Cisco 7200 Series Routers』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_regulatory_approvals_and_complianc
e09186a00800a94d7.html

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびシスコのセキュリ
ティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュ

リティ ガイドライン、および推奨されるエイリアスや一般のシスコ製品のマニュアルの詳細につい

ては、次の URL で、毎月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation, 』を参照してくだ

さい。『What’s New in Cisco Product Documentation』には、シスコの新規および改訂版の技術マニュ

アルの一覧が示されています。http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ

メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ

さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ

グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_field_notice09186a0080537069.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/72vxfru/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0a32.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_troubleshooting_guide09186a00801c0f65.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_regulatory_approvals_and_compliance09186a00800a94d7.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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