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トラブルシューティング

Cisco 7304 ルータは、入念に検査した上で出荷されています。それでもルータの起動時に問題が発

生する場合は、この章に記載された情報を参照して問題の原因を特定してください。この章で説明

する内容は、次のとおりです。

• 起動時の問題のトラブルシューティング（p.4-2）

• トラブルシューティングの概要（p.4-8）

• サブシステム別の問題解決（p.4-9）

• プロセッサ サブシステムのトラブルシューティング（p.4-12）

• ローカル デバイスから起動するための自動起動の設定（p.4-13）

• Bootldr コマンド（p.4-14）

この章に記載された手順は、システムの初回起動時のトラブルシューティングであり、ルータが出

荷時の設定のままであることが前提となります。コンポーネントの取り外しまたは取り付けを行っ

たり、デフォルト設定を変更した場合は、この章で推奨する措置が適用できないことがあります。

Cisco 7304 ルータに付属の『Cisco 7304 Internet Routers Regulatory Compliance and Safety Information』

マニュアルに記載されている安全上の警告を必ず読んでから、この章のトラブルシューティング手

順を実行してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7300/12952r.htm
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起動時の問題のトラブルシューティング
ルータを起動できることが前提です。起動できない場合は、「トラブルシューティングの概要」

（p.4-8）に進んでください。

コンソールに表示されるプロンプト

• 注 — 「LED の確認」（p.4-2）を参照してください。

• 文字化け — 「端末設定の確認」（p.4-2）を参照してください。

• ROMmon プロンプト — 「ROMmon プロンプト：rommon # >」（p.4-2）を参照してください。

• ブート モードのルータ — 「ブート モードのルータ：Router (boot)>」（p.4-5）を参照してください。

LED の確認

Return キーを 2 回押したあとにコンソールから応答がない場合は、処理エンジン LED および電源

LED を確認します。処理エンジンの LED については、第 1 章の「ハードウェアの概要」（p.1-2）を

参照し、電源 LED については、第 2 章の「電源装置の概要」（p.2-33）を参照してください。

端末設定の確認

端末設定

• 9600 ボー レート

• 8 データ ビット

• パリティなし

• 2 ストップ ビット

• フロー制御なし

ROMmon プロンプト：rommon # >

ROMmon モード（rommon # > プロンプト）でルータ スタックを回復する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 dev コマンドを使用して、ルータで使用可能なデバイスを表示します。

rommon 1 > dev
Devices in device table:

        id  name
 bootdisk:  boot disk                  

    disk0:  PCMCIA slot 0              
    eprom:  eprom 

rommon 2 > 
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ステップ 2 dir [device ID] コマンドを使用して、有効な Cisco IOS イメージを検索します。デバイス ID は、そ

れぞれのスロットに挿入されているコンパクトフラッシュ ディスクに応じて、bootdisk: または

disk0: です。

rommon 3 > dir disk0:
Directory of disk0:

3      4965400   -rw-     c7300-js-mz.121-99.WS_DAILY_BUILD_20010706
1216    1867      -rw-     running-config
rommon 4 > 

ステップ 3 有効な Cisco IOS イメージから起動を試行してください。

rommon 5 > boot disk0:c7300-js-mz.121-99.WS_DAILY_BUILD_20010706

Self decompressing the image : 
######################################################################################
######################################################################################
######################################################################################
######################################################################################
############################################################################# [OK]

ステップ 4 イメージが有効な場合は、通常の操作モードに戻ります。ブート変数およびコンフィギュレーショ

ン レジスタに、このイメージをポイントする値が含まれていることを確認します。

Router# show bootvariable
BOOT variable = disk0:c7300-js-mz.121-99.WS_DAILY_BUILD_20010706,12
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable = 
Configuration register is 0x2101

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ステップ 5 no boot system を入力し、以前に定義されたブート変数をすべて消去します。

Router(config)# no boot system
Router(config)#boot system disk0:c7304-js-mz.121.99
Router(config)#^Z
Router#
22:51:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

show bootvariable が示すように、新しく定義された変数はまだ有効になっていません。

Router# show bootvariable
BOOT variable = disk0:c7300-js-mz.121-99.WS_DAILY_BUILD_20010706,12
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable = 
Configuration register is 0x2102

新しく定義された変数は、copy running-config startup-config コマンドを使用したあと、または

reload コマンドの実行中にシステム コンフィギュレーションが保存されたあとで有効になり

ます。

Router# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
Router#sh bootv
BOOT variable = disk0:c7304-js-mz.121.99,12
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable = 
Configuration register is 0x2102
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ステップ 6 どのイメージも有効ではない場合、ブート イメージを使用して TFTP サーバで、有効な Cisco IOS

ソフトウェア イメージをダウンロードします。

a. 表示されるプロンプトに従って、次のようにコンフィギュレーション レジスタを設定して、

ブート イメージを起動できるようにします。

rommon 1 > confreg 0x2101

b. ルータを再設定して、ブート イメージを起動します（新しいコンフィギュレーションを有効に

するには、ルータをリセットするか、電源をオフにしてから再度オンにする必要があります）。

rommon 2 > reset

or
> i

System Bootstrap メッセージが表示され、ルータによりブートディスクからイメージがロードさ

れます。画面上には、次のようなメッセージが表示されます。

System Bootstrap, Version 12.1(9) [biff-ws28 124], RELEASED SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.

C7300 platform with 131072 Kbytes of main memory

Currently running ROMMON from OTP ROM
Self decompressing the image : 
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
################################################################## [OK]

              Restricted Rights Legend

Router (boot)> のようなプロンプトが表示されます。「ブート モードのルータ：Router (boot)>」
（p.4-5）の手順に従い、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードします。

（注） もう 1 つのオプションとして、別のルータからコピーしたイメージで起動する方法があります。

rommon 3 > boot disk0:c7300-js-mz (where disk0:is the flash disk with the image 
c7300-js-mz copied from another Cisco 7304 router)

ステップ 7 ROMmon モードから変わらない場合は、ブート イメージがなくなったか破損したと考えられます。

ルータに disk0: または bootdisk の有効なイメージがなく、ROMmon アップグレード手順がほかにな

い場合、唯一の回復方法は、別の 7304 ルータのコンパクトフラッシュ ディスクを使用し、そのルー

タでイメージをダウンロードしてから、コンパクトフラッシュ ディスクをブート イメージが損傷

したかまたは消失したルータに取り付けます。

If you do not have another Cisco 7304 router, call TAC to request a CompactFlash 
Disk with a valid boot image.
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Bootldr コマンド

システム クラッシュが発生した場合に、イメージを指定してシステムを起動するには、bootldr コ

マンドを使用します。bootldr コマンドは、IOS モードまたは ROMmon モードで使用できます。

IOS モードで bootldr コマンドを使用します。

Router>enable
Router#>config
Router(config)# boot bootldr bootdisk:c7300-boot-mz-my-image
Router(config)# copy running-config startup-config

パラメータ設定が正しいことを確認するには、ROMmon モードで show bootvar コマンドを使用で

きます。

In cases where the system will not boot up, you can also use the bootldr command in 
ROMmon mode. First check to see if bootldr is set correctly:
ROMMON>set

bootldr が正しく設定されていない場合、正しいイメージで設定します。

ROMMON>BOOTLDR=”bootdisk:c7300-boot-mz-my-image”

注意 ROMmon モードではエラー チェックが行なわれないため、入力エラーがないように注意してくだ

さい。

現在のパラメータが再起動後も NVRAM に保存されるようにするには、ROMmon コマンドの sync

を使用します。

コンフィギュレーションを確認するには、set コマンドを使用します。

ブート モードのルータ：Router (boot)>

ルータがブート モードのままの場合は、ルータの Cisco IOS イメージが損傷したかまたは消失して

います。Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 コンフィギュレーション レジスタ値を、次回のリロード用に 0x0 に設定します。

（注） ブート モードのときは、何も保存しないでください。また、保存コマンド（write mem ま
たは copy run start）は使用しないでください。現在のコンフィギュレーションを保存する

かどうかを問うプロンプトには no と入力します。このモードのときに保存を行なうと、コ

ンフィギュレーションが部分的または完全に消去されてしまうことがあります。

Router(boot)>
Router(boot)>enable
Password: password
Router(boot)#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(boot)(config)#con
Router(boot)(config)#config-register 0x0
Router(boot)(config)#^Z
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ステップ 2 ルータの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイ（必要な場合）が設定されていること、およ

び TFTP サーバにルータへの IP 接続が設定されていることを確認します。ルータに ping を実行し、

ルータと TFTP サーバ間にネットワーク接続が確立されていることを確認します。

ステップ 3 TFTP サーバからルータに、新しいソフトウェア イメージをコピーします（ルータ ソフトウェアを

アップグレードする前に、ルータ コンフィギュレーションのコピーを保存します）。

Router> enable
Password: password
Router#
Router# copy tftp disk0:

ステップ 4 TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

Address or name of remote host [255.255.255.255]? 172.17.247.195

ステップ 5 新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージのファイル名を指定します。

Source file name? c7300-js-mz.121-9.E

（注） イメージ名は、TFTP サーバのイメージのファイル名によって異なります。

ステップ 6 ダウンロード後のイメージ ファイル名を指定します。この名前は、ルータにロードされたときに新

しいソフトウェア イメージに付けられます。イメージには任意の名前を付けることができますが、

通常は UNIX イメージ ファイル名を入力します。

Destination file name c7300-js-mz.121-9.EP

The copying process takes several minutes; the time differs from network to 
network. During the copy process, messages are displayed to indicate which files 
have been accessed. 
The exclamation point (!) indicates that the copy process is taking place. Each 
exclamation point (!) indicates that ten packets were transferred successfully. A 
checksum verification of the image occurs after the image is written to Flash 
memory. The router reloads itself with the new image when the software upgrade is 
complete. 

ステップ 7 ルータをリロードします。

Router(boot)#reload
*Mar 1 00:30:49.972: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: NO
Proceed with reload? [confirm] YES

コンフィギュレーション レジスタが 0x0 に設定されているため、リロードするとルータは

ROMmon モードになり、コピーしたイメージがロードされます。「ROMmon プロンプト：rommon
# >」（p.4-2）の手順に従ってください。

ステップ 8 コピーしたイメージをポイントする値が含まれるように、ブート変数およびコンフィギュレーショ

ン レジスタを変更します。

rommon 1 > confreg 0x2101 
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ステップ 9 ルータが正しいイメージで稼働していることを確認するには、show version コマンドを使用します。

Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) 7300 Software (C7300-js-M), Version 12.1(9), CISCO RELEASED VERSION
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 06-Jul-01 02:01 by biff
Image text-base: 0x40008970, data-base: 0x40BF6000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(20010705:000010) [biff-ws28 124], RELEASED 
SOFTWARE

ROM: 7300 Software (C7300-BOOT-M), Version 12.1(9), CISCO RELEASED VERSION

Router uptime is 18 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "disk0:c7300-js-mz.121-99.WS_DAILY_BUILD_20010706"

cisco 7300 (NSE100) processor (revision A) with 114688K/16384K bytes of memory.
Processor board ID 
R7000 CPU at 350Mhz, Implementation 39, Rev 3.2, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
4 slot midplane, Version 65.48

Last reset from watchdog nmi
X.25 software, Version 3.0.0.
PXF processor tmc0 is running.
PXF processor tmc1 is running.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.

16064K bytes of ATA compact flash disk at bootdisk (Sector size 512 bytes).
64000K bytes of ATA compact flash disk at disk 0 (Sector size 512 bytes).

Configuration register is 0x2102
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トラブルシューティングの概要
ここでは、この章で使用するトラブルシューティング方法と、問題を効率よく解決するために Cisco

7304 ルータをサブシステムに区分する方法について説明します。問題を容易に解決できない場合

は、製品を購入された代理店に解決方法をお問い合わせください。代理店に下記の事項をご連絡く

ださい。

• ルータの受領日

• シャーシのシリアル番号 

• ソフトウェアのタイプおよびリリース番号

• 発生した問題の簡単な説明

• 問題の特定や解決のために行った作業の簡単な説明

• メンテナンス契約または保証に関する情報

表 4-1 に、この章で説明する一般的なトラブルシューティング手順を示します。必要に応じてこの

表を参照し、手順を実行し、問題を特定のサブシステムに限定してから、可能であれば問題を解決

してください。

オンライン トラブルシューティングのリソース
サブシステム アプローチによるトラブルシューティングのほか、さまざまなオンライン トラブル

シューティング リソースを使用できます。

これらのリソースについての詳細は、『Cisco 7304 Internet Routers Troubleshooting Documentation

Roadmap』を参照してください。

表 4-1 起動時の問題に関するトラブルシューティング手順

措置 Yes No

ステップ 1 電源をオンにする。ステップ 2 に進む。 — —

ステップ 2 SYSTEM-UP LED が点灯している。 ステップ 3 に進む。 電源システムのトラブルシュー

ティングを行い、ステップ 3 に進

む。

ステップ 3 PRIMARY または ACTIVE LED が点灯

している。

ステップ 4 に進む。 テクニカル サポートを依頼する。

ステップ 4 ファンが作動している。 ステップ 5 に進む。 冷却サブシステムのトラブル

シューティングを行い、ステップ

5 に進む。

ステップ 5 NSE-100 および NSE-150：GE LED お

よび FE LED が点灯している。

NPE-G100：GE LED が点灯している。

ステップ 7 に進む。 すべてのケーブル接続を確認し、

システムを再起動する。GBIC が

しっかり装着されていることを

確認する。ステップ 6 に進む。

ステップ 6 ラインカードの LED が点灯している。 ステップ 9 に進む。 ラインカードを取り付け直し、シ

ステムを再起動する。ステップ 7

に進む。

ステップ 7 システムが正常に起動する。 — —

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7300/3516.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7300/3516.htm
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サブシステム別の問題解決
システムの問題を解決する上で重要なのは、問題を特定のサブシステムに限定することです。起動

時の問題を解決するための最初の手順は、システムの「現在の状態」と、「正常な状態」を比較す

ることです。通常、起動時の問題は 1 つのコンポーネントが原因で発生するため、システムの各コ

ンポーネントのトラブルシューティングを行うよりも、まず問題のあるサブシステムを特定した方

が効率的に問題を解決できます。これらのトラブルシューティング手順では、次のサブシステムを

考慮します。

• 電源サブシステム — このサブシステムは電源装置、外部電源コード、およびシステム ボード

で構成されています。

• 冷却サブシステム — シャーシ ファンは、電源装置またはファン モジュールに組み込まれてい

ます。システム電源がオンの場合、ファンは常に作動している必要があります。ファンが正常

に作動していないことが判明した場合は、代理店に連絡してください。

• プロセッサ サブシステム — このサブシステムには、処理および入出力機能、ラインカード、

システム メモリ、管理機能が含まれます。ラインカードが初期化されたかどうかは、ライン

カード上の STATUS LED で確認できます。ラインカードの取り付けが不完全であると、シス

テムが無制限に停止したり、クラッシュしたりすることがあります。

次に、これらのサブシステムのいずれかに問題を限定して、適切なトラブルシューティングを行う

方法について説明します。

起動時の問題の特定

起動に関する問題は一般に、電源またはラインカードがシステム ボードに固定されていないことが

原因で発生します。初回起動時に過熱状態になることはめったにありません。ただし、環境モニタ

機能によって内部電圧がモニタされるため、この機能についてもこの章で説明します。

ルータの初回の起動時には、第 3 章「起動および設定」の「システムの起動および初期状態の確認」

（p.3-14）に記載されている起動手順に必ず従ってください。ここでは、正常な起動シーケンスにつ

いて詳しく説明するとともに、システムが予測どおりに起動シーケンスを実行しない場合に行うべ

き手順について説明します。

システムが起動シーケンス中にたどる各ステートは、いずれも LED で表示されます。LED のステー

トを確認すれば、起動シーケンスのどの時点で、どこに障害が発生したかを判断することができま

す。次の説明を参照して、問題を特定のサブシステムに限定し、該当するセクションに進んで問題

を解決してください。

電源装置のスイッチをオンにしてシステムを起動すると、次の状況が発生します。

• 起動するとすぐにファンの作動音が聞こえます。聞こえない場合は、「冷却サブシステムのト

ラブルシューティング」（p.4-12）に進んでください。電源装置が正常に機能していても、ファ

ンが稼働しない場合は、購入した代理店に連絡してください。起動時にファンが適切に機能し

ない場合は、インストレーションの調整作業は必要ありません。

• すべての LED が点灯してシステムが正常に起動した場合は、最初のシステム バナーがコン

ソール画面に表示されます。表示されない場合は、付録 A「仕様」の「コンソール ポートおよ

び AUX ポートの信号およびピン割り当て」（p.A-9）を参照して、端末が正しく設定されコン

ソール ポートに正しく接続されているかどうかを確認してください。
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電源サブシステムのトラブルシューティング

問題を電源サブシステムに限定するには、以下の点を確認します。

（注） 環境シャットダウンによってシステムの電源が切断された場合は、最低でも 1 分が経過してから、

システムを手動で再起動してください。そうしないと、システムが無制限に停止します。

表 4-2 電源サブシステムのトラブルシューティング

現象 考えられる原因 推奨する措置

システムの電源がオンに

ならない。

システムへの電源コードの取り付けが

不完全

電源スイッチをスタンバイの位置にして、電源コー

ドをシステムに取り付けなおします。

電源への電源コードの取り付けが不完

全

電源スイッチをスタンバイの位置にして、電源コー

ドを電源に取り付けなおします。

電源の故障 電源スイッチをスタンバイの位置にして、別の電源

を使用できる場合はその電源に電源コードを接続

し、スイッチを再びオンにします。

電源コードの故障 電源スイッチをスタンバイの位置にして、電源コー

ドを取り外し、交換します。

電源装置の故障 新しい電源コードを使用して電源装置を別の電源に

接続してもシステムが起動しない場合は、電源装置

に問題があると考えられます。代理店に連絡してく

ださい。

システムの電源がオフに

なる。

1 つの電源装置システムで電源装置の

障害が発生している。

代理店に連絡してください。

表 4-3 電源装置の LED

LED ラベル 色 状態 説明

INPUT OK グリーン 点灯 AC 入力電圧が 85 V を超えています。

点滅 AC 入力電圧が 85 V 未満です。電源装置への AC 入力電圧が 85 V

を超えているかどうかを確認してください。

消灯 AC 入力電圧が 70 V 未満であるか、または電源装置がオフになっ

ています。

OUTPUT FAIL レッド 点灯（電源投入時）電源投入時には、LED の動作確認のため、この LED が 2 ～ 3 秒

点灯します。

点灯 DC 出力電圧が正常値の範囲外です。

消灯 DC 出力電圧が正常値の範囲内です。

FAN OK グリーン 点灯 ファンが両方とも正常に作動しています。

消灯 一方または両方のファンが正常に作動していないか、または故障

しています。
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I/O サブシステムのトラブルシューティング

ここで説明する手順は、コンフィギュレーション ファイルを変更していないことが前提となりま

す。

処理エンジンの Cisco 7304 ルータの LED が予測どおりに点灯しない場合（「起動時の問題の特定」

[p.4-9] を参照）、次の点を確認して問題を特定してください。

表 4-4  I/O サブシステムのトラブルシューティング

現象 考えられる原因 推奨する措置

システムの電源スイッチをオンにして

も LED が消灯している。

電源装置または冷却サブシステムの故

障

LED が消灯したままの場合は、この章

の「電源サブシステムのトラブル

シューティング」（p.4-10）および「冷

却サブシステムのトラブルシューティ

ング」（p.4-12）を参照して、ファンお

よび電源装置が正常に動作しているこ

とを最初に確認してください。

電源装置およびファンは正常に見える

が、I/O LED のいずれも点灯しない。

誤ったラインカードの接続のため、シ

ステムが無制限に停止している。

ラインカードを接続し直し、取り付け

ネジを締めたあと、システムを再起動

します。
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冷却サブシステムのトラブルシューティング

次の点を確認して、冷却システムの問題を特定してください。

プロセッサ サブシステムのトラブルシューティング

プロセッサ サブシステムは、システム ボードとラインカードで構成されます。ラインカードの一

部がシステム ボードに接続されていると、プロセッサに不完全な信号が送信され、その結果、シス

テムが無制限に停止します。そのため、まずシステム ソフトウェアが正常に初期化されたことを確

認し、次にすべてのラインカードおよび処理エンジンが正しく装着されていることを確認してくだ

さい。

表 4-5 冷却サブシステムのトラブルシューティング

現象 考えられる原因 推奨する措置

システムがシャットダウンし、次のエ

ラー メッセージが表示される。

Queued messages:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental 
Monitor initiated shutdown

このメッセージが表示された場合は、

シャーシ内部に過熱状態、または過電

力状態が検出されています。

ファンまたは電源装置が作動していない。

ファンが作動しているかどうかは、作動音で判断し

ます。雑音のため作動音が聞こえにくい場合は、

シャーシの背面に手を当てて、排気口から空気が排

出されているかどうかを確認します。

ファンが作動していない

場合は、代理店に連絡し

てください。

他の装置からの熱い排気がルータの吸気口から取り

込まれていないこと、シャーシの後ろに十分な隙間

があって換気が妨げられていないことを確認しま

す。設置環境の条件については、第 2 章「設置およ

びメンテナンス」の「設置環境の条件」（p.2-4）を参

照してください。

他の装置またはルータを

移動して、通気を確保し

ます。

このエラー メッセージは、コンポーネントまたは温

度センサーの故障を示している場合もあります。シ

ステムがシャットダウンする前に、

show environment または show environment table コ

マンドを使用して、内部シャーシ環境を表示してく

ださい。show environment および show environment

table コマンドの詳細については、第 3 章「起動およ

び設定」の「レポート機能」（p.3-8）を参照してくだ

さい。

代理店に連絡してくださ

い。

電源条件が許容範囲外であるために環境シャットダ

ウンが発生した場合には、システムがシャットダウ

ンします。

「電源サブシステムのト

ラブルシューティング」

（p.4-10）を参照してくだ

さい。
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ネットワークから起動するための自動起動の設定
ネットワークから起動するように自動起動を設定するには、正しく設定された使用可能なネット

ワーク インターフェイスが必要です。この手順では、インターフェイスが設定されていて、TFTP

サーバがローカルでない場合はデフォルト ゲートウェイが設定されていることを前提とします。

ネットワークから起動するように自動起動を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 boot system コマンドを使用して、IOS イメージを指定します。

ステップ 2 ブート ローダを指定します（任意）。

ステップ 3 コンフィギュレーション レジスタが自動設定（0x2102）に設定されていることを確認します。

次の例を参照してください。

Router> boot sysem tftp server_name://c7300-js-mz
Router> boot bootldr bootdisk:c7300-boot-mz
Router> config-reg 0x2102
Router> copy running-config startup-config

ローカル デバイスから起動するための自動起動の設定
ローカル デバイスから起動する手順は、ネットワークからの起動方法と似ています。ただし、ロー

カル デバイスから起動する場合、ブート ローダ イメージの指定は必要ありません。

次の例を参照してください。

Router> boot system flash disk0:c7300-js-mz
Router> config-reg 0x2102
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Bootldr コマンド
ネットワークから起動するためにブート ヘルパ イメージを指定するには、bootldr コマンドを使用

します。bootldr コマンドは、Cisco IOS モードまたは ROMmon モードで使用できます。

Cisco IOS モードで bootldr コマンドを使用します。

Router> enable
Router#> config
Router(config)# boot bootldr bootdisk:c7300-boot-mz-my-image
Router(config)
Router copy running-config: startup-config

パラメータ設定が正しいことを確認するには、ROMmon モードで show bootvar コマンドを使用し

ます。

システムが起動しない場合は、ROMmon モードで bootldr コマンドを使用することもできます。ま

ず、bootldr が正しく設定されていることを確認してください。

ROMMON>set

bootldr が正しく設定されていない場合は、正しいイメージで設定します。

ROMMON>BOOTLDR=”bootdisk:c7300-boot-mz-my-image”

注意 ROMmon モードではエラー チェックが行なわれないため、入力エラーがないように注意してくだ

さい。

現在のパラメータが再起動後も NVRAM に保存されるようにするには、ROMmon コマンドの sync

を使用します。

コンフィギュレーションを確認するには、set コマンドを使用します。
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