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A P P E N D I X C

コンパクトフラッシュ ディスクの使用

この付録では、システムでコンパクトフラッシュ ディスクを使用するための基本的な手順について

説明します。このマニュアルでは扱われない複雑なコンパクトフラッシュ ディスクのオプションお

よび Cisco IOS File System（IFS）の機能の詳細については、次の Cisco IOS Release 12.x のマニュア

ルを参照してください。

• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』の「File Management」の章

• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の「File Management Commands」の章

（注） これらのマニュアルは、オンラインなどで入手することができます。シスコのマニュアルの入

手方法については、「マニュアルの入手方法」（p.xv）を参照してください。

この付録の内容は、次のとおりです。

• 製品の説明（p.C-2）

• コンパクトフラッシュ ディスクの取り付けおよび取り外し（p.C-3）

• ソフトウェア コマンドの概要（p.C-4）

• ソフトウェア コマンドの使用（p.C-6）

• コンパクトフラッシュ ディスクからのブーティングのイネーブル化（p.C-12）

• ブート環境変数（p.C-14）

• コンパクトフラッシュ ディスクベースのソフトウェア イメージをブート可能なソフトウェア

イメージにする（p.C-15）
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製品の説明

（注） NPE-G100 では、コンパクトフラッシュ ディスクが disk0: でサポートされています。Cisco 7304 ルー

タは、bootdisk: スロットにブート ヘルパ イメージを保存するときに、コンパクトフラッシュ ディ

スクを使用します。したがって、Cisco 7304 ルータを起動するには、コンパクトフラッシュ ディス

クが取り付けられている必要があります。

コンパクトフラッシュ ディスクは、フラッシュ メモリベースのデバイスで、PC Card（以前の

PCMCIA）規格に準拠し、システムに AT Attachment（ATA）インターフェイスを提供します。こ

のインターフェイスは、ANSI ATA Interface Document X3T13.1153 D Rev. 9 仕様に準拠しています。

コンパクトフラッシュ ディスクは、ハード ディスクをエミュレートすることができ、不良ブロッ

クを自動的にマッピングから外し、自動ブロック消去が可能なコントローラ回路が備わっているた

め、リニア フラッシュ メモリよりも柔軟性があります。さらに、コンパクトフラッシュ ディスク

には、不連続セクタを割り当てる機能があるので、squeeze コマンド（以前、リニア フラッシュ メ

モリ カードに必要だったコマンド）を実行する必要はありません。

コンパクトフラッシュ ディスクは、Type-2 PC Card デバイスです。このセクションでは、外付けコ

ンパクトフラッシュ ディスクの取り付け手順について説明します。内蔵コンパクトフラッシュ

ディスクは、現場交換可能ではありません。

コンパクトフラッシュ ディスクを使用すると、システム コンフィギュレーション ファイル、Cisco

IOS ソフトウェア イメージ、および他のタイプのシステム関連ファイルの記憶域用のフラッシュ

ベース メモリ領域の容量が増えます。表 A-6 に、コンパクトフラッシュ ディスクのメモリ情報を

示します。

Cisco IOS File System 機能では、システムが使用するすべてのファイル システムに単一インターフェ

イスを提供します。

• フラッシュ メモリ ファイル システム — コンパクトフラッシュ ディスク、オンボード フラッ

シュ メモリ

• ネットワーク ファイル システム — FTP（ファイル転送プロトコル）、Remote Copy Protocol（rcp;
リモート コピー プロトコル）、および TFTP

• データの読み取り / 書き込み用のその他エンドポイント — NVRAM、実行コンフィギュレー

ション、ROM、RAW システム メモリ、システムバンドル マイクロコード、Xmodem、フラッ

シュ ロード ヘルパ ログ、モデム、および BRI MUX インターフェイス

Cisco IOS File System の機能についての詳細は、このマニュアルでは説明していません。この機能

の詳細については、Cisco IOS Release 12.x の『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration

Guide』および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の各マニュアルを参照し

てください。これらのマニュアルは、オンラインなどで入手可能です。シスコのマニュアルの入手

方法については、「マニュアルの入手方法」（p.xv）を参照してください。

コンパクトフラッシュ ディスクのコンフィギュレーションの詳細については、「プロセッサおよび

メモリの使用とコンフィギュレーション」（p.A-3）を参照してください。
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コンパクトフラッシュ ディスクの取り付けおよび取り外し
NSE-100、NSE-150、および NPE-G100 では、コンパクトフラッシュ ディスクをコンパクトフラッ

シュ ディスク スロット（disk0:）に取り付けることができます。コンパクトフラッシュ ディスクの

取り付けおよび取り外し手順は、次のとおりです。

図 C-1 コンパクトフラッシュ ディスクの取り付けおよび取り出し

ステップ 1 ネットワーク処理エンジンの前面パネルで、コンパクトフラッシュ ディスク スロットの位置を確

認します（図 C-1 を参照）。

ステップ 2 コンパクトフラッシュ ディスクのコネクタの端をコンパクトフラッシュ ディスク スロットの方向

に向けて、前面ラベルを上に向けます。

コンパクトフラッシュ ディスクには鍵が組み込まれているので、誤った方向に装着できないように

なっています。コンパクトフラッシュ ディスクが完全に挿入されていない場合、取り出しボタンを

押してもコンパクトフラッシュ ディスクは出てきません。

ステップ 3 コンパクトフラッシュ ディスクを、コンパクトフラッシュ ディスク スロットの奥のコネクタに完

全に収めて、取り出しボタンが飛び出るようにします。

コンパクトフラッシュ ディスクを取り出すには、（スロットの右側にある）取り出しボタンを押し

て、コンパクトフラッシュ ディスク スロットの奥にあるコネクタからコンパクトフラッシュ ディ

スクを外します。

ステップ 4 コンパクトフラッシュ ディスクをスロットから取り出したら、静電気防止用袋に入れます。

これで、コンパクトフラッシュ ディスクの取り付けおよび取り外し手順は完了です。

1 コンパクトフラッシュ ディスクの挿入

（disk0:）

2 コンパクトフラッシュ ディスクの取り外し

（disk0:）

84
84

9

21

DISK 0 DISK 0
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ソフトウェア コマンドの概要
ここでは、コンパクトフラッシュ ディスクで使用できる基本的なソフトウェア コマンドの一部に

ついて説明します。コマンド例は、このセクションの後半で説明します。

システム内のコンパクトフラッシュ ディスクと他のメモリ デバイスおよびその場所は、ファイル

およびソフトウェア イメージの保存、使用、または取得が可能なファイル システムとして定義さ

れています（「製品の説明」[p.C-2] にある Cisco IOS ファイル システムの機能に関する簡単な説明

を参照）。

表 C-1 に、コンパクトフラッシュ ディスクで使用できるソフトウェア コマンドを示します。

（注） 表 C-1 に示す一部のコマンドに対し、他の引数を使用することもできますが、表 C-1 およびこのマ

ニュアル全体では、コンパクトフラッシュ ディスクおよび関連ファイル システムに適用されるコ

マンド引数のみを扱います。

その他のコマンド引数の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference』マニュアルの「File Management Commands」の章を参照してください。

表 C-1 コンパクトフラッシュ ディスク関連のソフトウェア コマンド

コマンドおよび引数 説明

cd [disk0: | bootdisk:] directory-name 現在のディレクトリを変更します。

コンパクトフラッシュ ディスク上のディレクトリ間を移動でき

ます。directory-name は、移動先のディレクトリです。

copy [disk0: | bootdisk:] source-filename 
[disk0: | bootdisk:] destination-filename

1 つのファイルを別のファイルにコピーします。

ソース ファイル システム（disk0: および bootdisk:）にある 1 つ

のファイルのコピー（source-filename）を作成し、同じファイル名

または異なるファイル名（destination-filename）のいずれかでコ

ピー先のファイル システムに配置できます。disk0: と bootdisk: の

ほか、ソースおよびコピー先ファイル システム引数には次のもの

が含まれますが、この限りではありません。

• bootflash:（オンボード フラッシュ メモリ）

• nvram:（オンボード不揮発性ランダムアクセス メモリ）

• running-config（実行システム コンフィギュレーション ファ

イル）

• startup-config（起動システム コンフィギュレーション ファイ

ル）

• tftp:（アクセス先の TFTP サーバ）

（注） disk0: または bootdisk: をパラメータとして取得する IFS
コマンドは、standby-disk0: と bootdisk: もパラメータとし

て取得できます。

delete [disk0: | bootdisk:] filename ファイルを削除します。

指定した任意のファイルを削除できます。filename はファイル名

を指定します。
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dir [/all | disk0: | bootdisk:] ファイル システム上のファイルを一覧表示します。

disk0: のコンパクトフラッシュ ディスクの内容を一覧表示できま

す。/all 引数は、システムのすべてのファイル システムにある全

ファイルを一覧表示します。

format [disk0: | bootdisk:] ファイル システムをフォーマットします。

コンパクトフラッシュ ディスク（disk0: または bootdisk:）を

フォーマットできます。また、このコマンドでは、他のタイプの

システムでフォーマットされたコンパクトフラッシュ ディスク

を再フォーマットすることもできます。

（注） このコマンドは、フラッシュ メモリにあるすべての現行

データを破棄します。したがって、データを誤消去しない

ように、format コマンドは慎重に使用することを推奨し

ます。

（注） Flash: は disk0: にマッピングされます。

mkdir [disk0: | bootdisk:] directory-name 新しいディレクトリを作成します。

コンパクトフラッシュ ディスク上にディレクトリを作成できま

す。directory-name は、このディレクトリに割り当てる名前です。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。

現在作業中のコンパクトフラッシュ ディスク ディレクトリの名

前を表示できます。

rename [disk0: | bootdisk:] filename 
[disk0: | bootdisk:] filename

ファイル名を変更します。

コンパクトフラッシュ ディスク上にある 1 つのファイルの名前を

変更し、そのファイルに別の（または同一の）ファイル システム

パスおよびファイル名を割り当てることができます。最初のグ

ループの引数は、ソース（現在の）ファイル システム パスおよび

ファイル名を定義し、2 番めの引数セットは、宛先ファイル シス

テム パスおよびファイル名を定義します。

rmdir [disk0: | bootdisk:] directory-name 既存のディレクトリを削除します。

現在コンパクトフラッシュ ディスク上に存在するディレクトリ

を削除できます。directory-name は、削除するディレクトリの名前

です。

show [disk0: | bootdisk:] コンパクトフラッシュ ディスクのフォーマットおよび配置に関

する情報を一覧表示します。

表 C-1 コンパクトフラッシュ ディスク関連のソフトウェア コマンド（続き）

コマンドおよび引数 説明
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ソフトウェア コマンドの使用
ここでは、コンパクトフラッシュ ディスクで使用できる基本的なソフトウェア コマンドの例を示

します。次のコマンドの一部と使用できる任意の引数については、表 C-1 を参照してください。

• show コマンドの使用（p.C-6）

• pwd コマンドの使用（p.C-7）

• cd コマンドの使用（p.C-7）

• dir コマンドの使用（p.C-7）

• format コマンドの使用（p.C-8）

• copy コマンドの使用（p.C-9）

• mkdir コマンドの使用（p.C-10）

• rmdir コマンドの使用（p.C-10）

• delete コマンドの使用（p.C-11）

show コマンドの使用

コンパクトフラッシュ ディスクのフォーマットおよび配置に関する情報を表示するには、show

[disk0:] コマンドを使用します。

System# show disk0:
******** ATA Flash Card Geometry/Format Info ********
 
ATA CARD GEOMETRY
   Number of Heads:      16    
   Number of Cylinders    840   
   Sectors per Cylinder   32    
   Sector Size            512   
   Total Sectors          430080
 
ATA CARD FORMAT
   Number of FAT Sectors  105   
   Sectors Per Cluster    16    
   Number of Clusters     26822 
   Number of Data Sectors 429536
   Base Root Sector       338   
   Base FAT Sector        128   
   Base Data Sector       370   

Router#

この例では、

• Number of Heads は、コンパクトフラッシュ ディスクのヘッド数です。

• Number of Cylinders は、コンパクトフラッシュ ディスクのシリンダ数です。

• Sectors per Cylinder は、各シリンダのセクション数です。

• Sector Size は、各セクタのバイト数です。

• Total Sectors は、コンパクトフラッシュ ディスクの合計セクタ数です。

• Number of FAT Sectors は、ファイルへのクラスタの割り当ての追跡に使用するセクタ数です。

• Sectors per Cluster は、各クラスタに含まれるセクション数です（ファイルのサイズは最小 1 ク
ラスタ単位で増加します）。

• Number of Clusters は、ファイルが使用できる合計クラスタ数です。

• Number of Data Sectors は、ファイルが使用可能なセクタ数です。

• Base Root Sector は、ルート ディレクトリの最初のセクタの論理アドレスです。
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• Base FAT Sector は、File Allocation Table（FAT）の最初のセクタです。

• Base Data Sector は、ファイルが使用できる最初のセクタです。

pwd コマンドの使用

アクセスしているコンパクトフラッシュ ディスク スロットを判別するには、pwd コマンドを使用

します。

System# pwd
disk0:/
System#

上の例では、現在 disk0: という作業ディレクトリ（コンパクトフラッシュ ディスク）内にあること

を示しています。

cd コマンドの使用

取り付けられているコンパクトフラッシュ ディスク間を移動するには、特定のパス名を指定して、

cd コマンドを使用します。次に、pwd コマンドで作業ディレクトリを確認します。

System# cd disk0:
System# pwd
disk0:/

また、cd .. コマンドを使用してコンパクトフラッシュ ディスクのディレクトリ階層を 1 レベル上げ

下げして、pwd コマンドで作業ディレクトリを確認することもできます。

System# pwd
disk0:daily_dir/
System# cd ..
System# pwd
disk0:/
System#

dir コマンドの使用

現在作業しているコンパクトフラッシュ ディスクのディレクトリ構造および内容を一覧表示する

には、引数なしで dir コマンドを使用します。

System# dir
Directory of disk0:/
 
  1 drw-           0   Jul 25 2002 10:23:11  daily_dir

2 drw-           0   Jul 25 2002 10:28:37  access_lists

64755200 bytes total (64742912 bytes free)
System#

コンパクトフラッシュ ディスクのサイズは、dir コマンドの出力に表示されます（この例では 64

MB のコンパクトフラッシュ ディスクが表示されています）。また、dir コマンドとともに特定の任

意の引数を使用して、他のディレクトリおよびファイルの内容も表示できます（表 C-1 を参照）。
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format コマンドの使用

新しいコンパクトフラッシュ ディスクをフォーマットするには、format [disk0: ] コマンドを使用し

ます。

（注） 新しいコンパクトフラッシュ ディスクは、使用前にフォーマットする必要があります。

注意 フォーマットの手順を実行すると、コンパクトフラッシュ ディスク上のすべての情報が消去され

ます。コンパクトフラッシュ ディスクに保存されている重要データの損失を避けるため、手順は

慎重に実行してください。現在コンパクトフラッシュ ディスクにあるデータを保存するには、新

しいコンパクトフラッシュ ディスクをフォーマットする前に、データを TFTP サーバ ディスクに

コピーします。コンパクトフラッシュ ディスクは、コンパクトフラッシュ ディスク互換の Cisco
IOS ソフトウェア イメージを含む設定済みシステムの一部として同梱されています。したがって、

同梱のシステムで使用するときは、コンパクトフラッシュ ディスクをフォーマットする必要はあ

りません。

（注） 予備のコンパクトフラッシュ ディスクは、ブランクの状態で同梱されているので、使用前には

フォーマットする必要があります。

新しいコンパクトフラッシュ ディスクをフォーマットするには、format コマンドを使用して次の

手順を実行します（手順では、すでにシステムが起動されていることを想定しています）。

ステップ 1 「コンパクトフラッシュ ディスクの取り付けおよび取り外し」（p.C-3）にある手順で、コンパクト

フラッシュ ディスクを挿入します。

ステップ 2 format disk0: コマンドを使用して、次のようにコンパクトフラッシュ ディスクをフォーマットしま

す。

System# format disk0:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in ‘disk0:’.  Continue? [confirm]
Format:Drive communication & 1st Sector Write OK...
Writing Monlib
sectors...........................................
.......................
Monlib write complete
 
Format:All system sectors written. OK...
 
Format:Total sectors in formatted partition:81760
Format:Total bytes in formatted partition:49861120   
Format:Operation completed successfully.
 
Format of disk0:complete

新しいコンパクトフラッシュ ディスクがフォーマットされ、フォーマットを行ったシステム上で使

用できるようになりました。
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copy コマンドの使用

1 つのイメージをコンパクトフラッシュ ディスクから別のファイル システムに、または別のファイ

ル システムからコンパクトフラッシュ ディスクにコピーするには、copy コマンドを使用します。

copy [tftp: | disk0:] source-filename [tftp: | disk0:] destination-filename

この例では、

• コピーするファイルは、ファイル システム（tftp:）内にあります。

• 変数 source-filename は、別のファイル システム（tftp:、bootflash: など）にコピーするファイ

ルの名前です。

• 変数 destination-filename は、コピー後にこのファイルに適用する名前です。

必ずしもファイル名を変更する必要はありません。この手順は任意です。

このコマンドでは、以下を想定しています。

• システム プロセッサでは、オンボード フラッシュ メモリ（boot flash memory）にコンパクトフ

ラッシュ ディスク互換の Cisco IOS ソフトウェア イメージがあるので、システムを起動するこ

とができます。

• システムは、Cisco 7304 ルータに適した Cisco IOS Release を実行しています。適切な Cisco IOS
Release については、Software Advisor を参照してください。

• コンパクトフラッシュ ディスクにコピーするブート可能イメージは、別のファイル システム

またはアクセス権を持つ（つまり、名前と接続方法がわかっている）TFTP サーバに存在し、

Telnet を介してこのサーバにアクセスできるインターフェイスが少なくとも 1 つあります。

TFTP サーバへのアクセスを確認するには、少なくとも 1 つのインターフェイスを設定する必

要があります。インターフェイスを設定するには、setup コマンドを使用するか、設定エディ

タを使用します。

あとに続く例では、イーサネット インターフェイスを使用しています。

• コンパクトフラッシュ ディスクにコピーするイメージのファイル名がわかっています。

（注） 新しい Cisco IOS ソフトウェア リリースまたは新しい Cisco IOS ソフトウェア メンテナンス リリー

スが出た場合は、コンパクトフラッシュ ディスクに新しいイメージをコピーしなければならない

場合があります。そのような場合は、copy コマンドを使用します。

コンパクトフラッシュ ディスク（disk0:）にあるファイル（この例では new.image）をコンパクトフ

ラッシュ ディスク（bootdisk:）にコピーする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 コンパクトフラッシュ ディスクが未フォーマットの場合、または互換性のない別のシステムで

フォーマットされていた場合は、必要に応じて「format コマンドの使用」（p.C-8）の手順に従って

フォーマットします。

ステップ 2 イメージ new.image をコンパクトフラッシュ ディスク disk0: にコピーするには、次の一連のコマン

ドを使用します。

System> enable
Password:
System# copy disk0:new.image bootdisk:new.image
3393 bytes copied in 0.548 secs#
System#

上の例では、3393 バイトのファイル new.image が、コンパクトフラッシュ ディスクに約 0.5 秒でコ

ピーされました。
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ステップ 3 ここで、ファイル new.image がコンパクトフラッシュ ディスク上にあることを確認します。

System# pwd
disk0:/
System# dir
Directory of disk0:/
 

1 -rw-        3393   Jul 26 1998 17:44:47 new.image
 
48755200 bytes total (48747008 bytes free)
System#

mkdir コマンドの使用

コンパクトフラッシュ ディスク上にディレクトリを作成するには、mkdir コマンドを使用します。

次に、daily_dir というディレクトリをコンパクトフラッシュ ディスク上に作成し、さらに作成を確

認する例を示します。

System# mkdir disk0:daily_dir
Created dir disk0:daily_dir
System# dir
Directory of disk0:/
 

1 drw-           0   Jul 25 1998 10:15:43  daily_dir
 
48755200 bytes total (48751104 bytes free)
System#

（注） ディレクトリを作成して、あとでアクセスしたり使用したりするためにファイルを格納する場合、

該当するソフトウェア コマンドを入力するときにディレクトリ パス全体を定義します。

たとえば、ファイル itsa.file を disk0: のコンパクトフラッシュ ディスク上のディレクトリ daily_dir
に配置する場合、disk0:daily_dir/itsa.file のようにディレクトリ パス全体を指定する必要がありま

す。このように指定しないと、システムがこのファイルの場所を特定できないことがあります。

rmdir コマンドの使用

コンパクトフラッシュ ディスクからディレクトリを削除するには、rmdir コマンドを使用します。

次に、ディレクトリ daily_dir を disk0: のコンパクトフラッシュ ディスクから削除し、さらに削除を

確認する例を示します。

System# rmdir disk0:daily_dir
Delete disk0:daily_dir? [confirm] y
Removed dir disk0:daily_dir
System# dir
Directory of disk0:/
 

No files in directory.
 
48755200 bytes total (48751104 bytes free)
System#
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delete コマンドの使用

コンパクトフラッシュ ディスクからファイルを削除するには、delete コマンドを使用します。削除

するファイルを dir コマンドで検索し、delete コマンドを使用して削除します。

次に、コンパクトフラッシュ ディスク上の fun1 というファイルを検索して、そのファイルを削除

し、削除されていることを確認する例を示します。

ステップ 1 削除するファイルを検索します。

System# dir
Directory of disk0:/

1 drw-           0 May 10 1998 09:54:53 fun1

48755200 bytes total (48742912 bytes free)

ステップ 2 ファイル fun1 を削除します。

System# delete disk0:fun1

ステップ 3 fun1 が削除されたことを確認します。

System# dir
Directory of disk0:/

No files in directory. 

48755200 bytes total (48742912 bytes free)
System#
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コンパクトフラッシュ ディスクからのブーティングのイネーブル化
ここでは、コンパクトフラッシュ ディスクからのブーティングをイネーブルにする方法について説

明します。

コンパクトフラッシュ ディスクからの起動をイネーブルにするには、コンフィギュレーション レ

ジスタ ビット 3、2、1、および 0 を 2 ～ 15 の間の値に設定し、boot system [disk0:] filename コン

フィギュレーション コマンドを使用します。ここでは、コンパクトフラッシュ ディスク固有の boot

コマンドのみについて説明します（boot コマンドには diskn: 引数を使用します）。

次に、各種コンパクトフラッシュ ディスク関連の boot コマンドについて定義します。

• boot system flash disk0: — 外付けコンパクトフラッシュ ディスクの最初のファイルを起動しま

す。

• boot system flash bootdisk: — 内蔵コンパクトフラッシュ ディスクの最初のファイルを起動しま

す。

• boot system flash disk0:herfile または boot system flash herfile — コンパクトフラッシュ ディスク

から herfile という名前のファイルを起動します。boot system flash herfile コマンドは、

flash-file-system を指定せずに入力した場合、デフォルトで disk0: の herfile を検索します。

• boot system flash bootdisk:hisfile — コンパクトフラッシュ ディスクから hisfile という名前の

ファイルを起動します。

boot コマンドを入力するときは、システムによるコマンドの解釈に影響を与えるスペースバーの使

用に注意してください。また、boot コマンドを入力するときには、ファイルへのパス全体を定義し

てください。パス全体を定義しないと、システムがファイルを検索できないことがあります。

たとえば、次の正しいコマンドと誤ったコマンドの違いに注意します。

System(config)# boot system flash disk0:myfile

上の正しいコマンドに基づいて、システムは指定されたファイル（myfile）を起動します。

System(config)# boot system flash disk0: myfile

上の誤ったコマンドでは、disk0: のあとにスペースがあるため、システムは filename フィールドが

空白であると判断します。この場合、システムはファイル名の引数を無視し、myfile という名前の

ファイルではないコンパクトフラッシュ ディスクの最初のファイルを起動する可能性があります。

コンパクトフラッシュ ディスクからのファイル myfile の起動をイネーブルにする手順は、次のとお

りです。

ステップ 1 コンフィギュレーション モードを開始し、次のように configure terminal コマンドを使用して、起

動元の disk0: のイメージ ファイル名を指定します。

System# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot system flash disk0:myfile

ステップ 2 次の例に示す 16 進数値で config-register コマンドを使用して、boot system flash disk0:myfile コマン

ドをイネーブルにします。

System(config)# config-reg 0x2102
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16 進数値 0x2102 で実行したこのコマンドの結果は、次のとおりです。

• コンパクトフラッシュ ディスクベースのイメージに障害が発生した場合、システムによるデ

フォルト ブート ROM ソフトウェアの起動がイネーブルになります — 16 進数値 0x2000

• ブレークをディセーブルにします — 16 進数値 0x0100

• イメージ myfile をデフォルト ブート イメージとしてイネーブルにします — 16 進数値 0x0002

ステップ 3 コンフィギュレーション モードを終了するには、Ctrl-Z を押します。

System(config)#
Crtl-Z
System#

ステップ 4 次のように copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用して、新しい設定を

NVRAM に保存します。

System# copy system:running-config nvram:startup-config
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ブート環境変数
NVRAM のコンフィギュレーション ファイルに保存されているブート環境変数の内容により、起動

時にシステムが実行するアクションが決まります。これらの変数の現在の設定を確認するには、次

のように show bootvar コマンドを使用します。

Router> show bootvar
BOOT variable = 
CONFIG_FILE variable = 
Current CONFIG_FILE variable = 
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x100

これらの各ブート環境変数の説明を以下に示します。

• BOOT 変数 — 起動する Cisco IOS ソフトウェア イメージをポイントします。設定はコンフィ

ギュレーション モードで行います。デフォルトのソフトウェア イメージは CISCOxxx イメージ

です（ここで、特定のファイル名を入力しない場合、xxx はシステムが割り当てたファイル名

になります）。次に、システムは disk0: のコンパクトフラッシュ ディスク上の最初のイメージ

を検索します。

コンフィギュレーション モードを開始し、configure terminal コマンドおよび boot system コマ
ンドを使用して、ファイル名とブート元のコンパクトフラッシュ ディスクを指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot system flash disk0:<image>

このコンフィギュレーション ファイル エントリの結果として、BOOT 変数は disk0:c7300-js-mz
となります。

• CONFIG_FILE（コンフィギュレーション ファイル）変数 — 起動時に設定がどこから読み込ま

れるのかを決定します。設定は、次のようにコンフィギュレーション モードで行います。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot config disk0:<image>

このコンフィギュレーション ファイル エントリの結果として、CONFIG_FILE 変数は 
disk0:configfile となります。

• BOOTLDR（ブート ローダ）変数 — ブート ヘルパ（ブート イメージ）として使用するイメー

ジを決定します。設定は、次のようにコンフィギュレーション モードで行います。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot bootldr disk0:<image>

このコンフィギュレーション ファイル エントリの結果として、BOOTLDR 変数は boot flash
c7300-boot-mz となります。

• コンフィギュレーション レジスタ変数 — ブート可能な Cisco IOS ソフトウェアを検索する場

所をシステムに指示します。設定は、次のように 16 進数値を使用してコンフィギュレーショ

ン モードで行います。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# config-register 0x102

このコンフィギュレーション ファイル エントリの結果として、コンフィギュレーション レジスタ

は 16 進数 0x102 に設定されます。コンフィギュレーション レジスタの詳細については、『Cisco IOS

Configuration Fundamentals』マニュアルを参照してください。

コンフィギュレーション ファイルに boot system コマンドがない場合、ルータはコンパクトフラッ

シュ ディスクからデフォルト ファイル イメージをロードしようとします。詳細については、『Cisco

IOS Configuration Fundamentals』マニュアルの「Rebooting the Router」を参照してください。
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コンパクトフラッシュ ディスクベースのソフトウェア イメージを
ブート可能なソフトウェア イメージにする

ここでは、コンパクトフラッシュ ディスクベースの Cisco IOS ソフトウェア イメージをブート可能

なイメージにする方法を説明します。

ソフトウェア イメージをコンパクトフラッシュ ディスクにコピーしたら、次の一連のコマンドを

使用して、イメージをブート可能にします（この例では、ファイル名は new.image です）。この例の

ソフトウェア イメージは、コンパクトフラッシュ ディスク上にあります。コンパクトフラッシュ

ディスクからイメージをロードするには、コンフィギュレーション レジスタを 0x2102 に設定する

必要があるため、config-register コマンドもこのコマンド シーケンスの一部となっています。

System# config terminal
System(config)# no boot system
System(config)# boot system flash disk0:new.image
System(config)# config-register 0x2102
Ctrl-Z
System# copy system:running-config nvram:startup-config
System# reload

システムがリロードするとき、イメージ new.image がコンパクトフラッシュ ディスクから起動され

ます。
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