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はじめに
ここでは、このマニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法について説明します。

マニュアルの目的
このマニュアルでは、Cisco 7301 ルータの設置および設定、Field-Replaceable Unit（FRU）の交換ま
たはアップグレード、Cisco 7301 のハードウェアのトラブルシューティングについて説明します。
このマニュアルの目的は、Cisco 7301 ルータのインストレーションを安全かつ効率よく行うように
することです。

対象読者
このマニュアルは主として、Cisco 7301 ルータの設置、保守、トラブルシューティング担当者を対
象としています。このマニュアルは、電子回路と配線手順に精通し、電子または電子機器の技術者
として経験のある方が使用してください。さらに、ハイエンドのネットワーク機器の設置経験も必
要です。このマニュアルで説明する手順の中には、認定電気技術者が行わなければならないものが
あります。
設定の適用方法については、Cisco IOS のコンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレ
ンス、さらにこの「はじめに」の最後、
「関連資料」（p.xv）に記載されているマニュアルを参照し
てください。
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マニュアルの構成
このインストレーション コンフィギュレーション ガイドの構成は、次のとおりです。

章 / 付録番号およびタイトル
第 1 章「Cisco 7301 の概要」

説明
ハードウェアの概要を紹介し、Small Form-factor Pluggable
（SFP）GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）
モジュールの取り付け手順について説明します。

第 2 章「ラックマウント、卓上への設 ラックにシャーシを設置し、ケーブルを接続するための
置、およびケーブル接続」
準備および取り付け手順について説明します。
第 3 章「ルータの起動および設定」

システム機能の概要を紹介し、起動および設定手順につ
いて説明します。

第 4 章「FRU の取り付けおよび取り外 電源装置、SODIMM、ファン、コンパクト フラッシュ
し」
ディスク、およびポート アダプタの取り外しおよび取り
付け手順について説明します。
第 5 章「初期起動時の問題のトラブル システム起動時の基本的なトラブルシューティングにつ
シューティング」
いて説明します。
付録 A「仕様」

システム仕様、ポートおよびケーブルのピン配置と仕様
を紹介します。

付録 B「コンパクト フラッシュ ディス コンパクト フラッシュ ディスクの使用手順について説
クの使用方法」
明します。
付録 C「コンフィギュレーション レジ コンフィギュレーション レジスタに関する情報を説明し
スタの情報」
ます。

警告の定義

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作
業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。
これらの注意事項を保存しておいてください。

警告

この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って取り扱ってください。
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関連資料
Cisco 7301 ルータ、およびこのルータ上で実行する Cisco IOS ソフトウェアには、さまざまな機能
が統合されています。これらの情報は、以下の資料に記載されています。
•

Cisco Documentation CD-ROM パッケージ（
「マニュアルの入手方法」[p.xvi] を参照）

•

Cisco.com（「Cisco.com」[p.xvi] を参照）

•

Cisco IOS ソフトウェアのマニュアルには、Cisco IOS ソフトウェアの設定およびサポートに関
する情報があります。ご使用のシスコ ハードウェアに搭載されているソフトウェア リリース
に対応したマニュアル セット内の、モジュラ コンフィギュレーション マニュアルおよびモ
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。

•

オンラインの『Cisco 7301 Internet Router Documentation Roadmap』に記載されている、Cisco 7301
ルータ関連のあらゆるマニュアル。このマスター インデックスには、トラブルシューティング
ツールおよびマニュアル、適合規格および安全情報、さらに設置および交換に関する情報が含
まれています。
オンラインの『Cisco 7301 Internet Router Documentation Roadmap』に記載されている Cisco 7301
のマニュアルの一部を紹介します。
− 『Cisco 7301 Installation and Configuration Guide』では、設置および起動時の設定について、
詳しく説明しています。
− 『Cisco 7301 Router Quick Start Guide』は、設置および設定に関するオンライン マニュアル
です。シャーシまたは部品の取り付けに関するクイック リファレンスとして利用できま
す。
− 『Cisco 7301 Troubleshooting』のマニュアルには、Cisco 7301 ルータにおける問題のトラブ
ルシューティングに役立つ情報があります。

− 『Cisco 7301 Troubleshooting and Configuration Notes』
− 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7301 Internet Router』には、Cisco
7301 ルータの WAN インターフェイスに関する、国際適合規格、安全性、および規制情報
が記載されています。従来、
『Site Preparation and Safety Guide』で扱っていた情報も収録さ
れています。
− ポート アダプタおよびサービス アダプタのマニュアル発注番号については、ポート アダ
プタまたはサービス アダプタに付属しているマニュアルを参照してください。
•

ルータに搭載したハードウェアに最小限必要な Cisco IOS ソフトウェアを確認できるように、シ
スコでは Cisco.com に Software Advisor ツールを用意しています。このツールは、システム内の
モジュール間の互換性を調べるのではなく、個々のハードウェア モジュールまたはコンポーネ
ントに最小限必要な IOS を調べるためのものです。
Software Advisor にアクセスするには、Cisco.com で Log In をクリックし、Technical Support、
Tools and Utilities の順に進んでください。

（注） このツールへのアクセスは、Cisco.com のログイン アカウントを所有しているユーザに
限られます。
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マニュアルの入手方法
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、Cisco.com で入手することができます。また、テ
クニカル サポートおよびその他のテクニカル リソースは、さまざまな方法で入手することができ
ます。ここでは、シスコ製品に関する技術情報を入手する方法について説明します。

Cisco.com
シスコの最新のマニュアルは、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
シスコの 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
http://www.cisco.com/jp
シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

マニュアルの発注方法
マニュアルの発注方法については、次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm
シスコ製品のマニュアルは、次の方法でご発注いただけます。
•

Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、Ordering ツールからシスコ製品の
マニュアルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

•

Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。
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テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、シスコシステムズとサービス契約を結んでいるお客様、パートナー、
リセラー、販売店を対象として、評価の高い 24 時間体制のテクニカル サポートを提供しています。
Cisco.com の Cisco Technical Support Web サイトでは、広範囲にわたるオンラインでのサポート リ
ソースを提供しています。さらに、Technical Assistance Center（TAC）では、電話でのサポートも
提供しています。シスコシステムズとサービス契約を結んでいない場合は、リセラーにお問い合わ
せください。

Cisco Technical Support Web サイト
Cisco Technical Support Web サイトでは、オンラインで資料やツールを利用して、トラブルシュー
ティングやシスコ製品およびテクノロジーに関する技術上の問題の解決に役立てることができま
す。Cisco Technical Support Web サイトは、1 年中いつでも利用することができます。次の URL に
アクセスしてください。
http://www.cisco.com/techsupport
Cisco Technical Support Web サイト上のツールにアクセスする際は、いずれも Cisco.com のログイン
ID およびパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID またはパスワードを取得し
ていない場合は、次の URL で登録手続きを行ってください。
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注）

テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、Cisco Product Identification（CPI）ツールを使用
して、製品のシリアル番号をご確認ください。CPI ツールへは、Documentation & Tools の下にある
Tools & Resources リンクをクリックして、Cisco Technical Support Web サイトからアクセスできま
す。Alphabetical Index ドロップダウン リストから Cisco Product Identification Tool を選択するか、
Alerts & RMAs の下にある Cisco Product Identification Tool リンクをクリックしてください。CPI
ツールは、製品 ID またはモデル名、ツリー表示、または特定の製品に対する show コマンド出力の
コピー＆ペーストによる 3 つの検索オプションを提供します。検索結果には、シリアル番号のラベ
ルの場所がハイライトされた製品の説明図が表示されます。テクニカル サポートにお問い合わせい
ただく前に、製品のシリアル番号のラベルを確認し、メモなどに控えておいてください。

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/
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Service Request ツールの使用
オンラインの TAC Service Request ツールを使えば、S3 および S4 の問題について最も迅速にテクニ
カル サポートを受けられます（ネットワークの障害が軽微である場合、あるいは製品情報が必要な
場合）。状況をご説明いただくと、TAC Service Request ツールが推奨される解決方法を自動的に提
供します。これらの推奨リソースを使用しても問題が解決しない場合は、TAC の技術者が対応しま
す。TAC Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
問題が S1 または S2 であるか、インターネットにアクセスできない場合は、電話で TAC にご連絡
ください（運用中のネットワークがダウンした場合、あるいは重大な障害が発生した場合）。S1 お
よび S2 の問題には TAC の技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよう支援します。
電話でテクニカル サポートを受ける際は、次の番号のいずれかをご使用ください。
アジア太平洋：+61 2 8446 7411（オーストラリア：1 800 805 227）
EMEA：+32 2 704 55 55
米国：1 800 553-2447
TAC の連絡先一覧については、次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/techsupport/contacts

問題の重大度の定義
すべての問題を標準形式で報告するために、問題の重大度を定義しました。
重大度 1（S1）― ネットワークがダウンし、業務に致命的な損害が発生する場合。24 時間体制であ
らゆる手段を使用して問題の解決にあたります。
重大度 2（S2）― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下、またはシスコ製品のパフォーマン
ス低下により業務に重大な影響がある場合。通常の業務時間内にフルタイムで問題の解決にあたり
ます。
重大度 3（S3）― ネットワークのパフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用が機能し
ている場合。通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。
重大度 4（S4）― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィギュレーションにつ
いて、情報または支援が必要で、業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。
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その他の資料および情報の入手方法
シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手することができます。
•

Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、およびロゴ入り商品を提供して
います。Cisco Marketplace には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/go/marketplace/

• 『Cisco Product Catalog』には、シスコシステムズが提供するネットワーキング製品のほか、発
注方法やカスタマー サポート サービスについての情報が記載されています。
『Cisco Product
Catalog』には、次の URL からアクセスしてください。
http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/
•

Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を幅広く発行しています。
初心者から上級者まで、さまざまな読者向けの出版物があります。Cisco Press の最新の出版情
報などについては、次の URL からアクセスしてください。
http://www.ciscopress.com

• 『Packet』は、シスコシステムズが発行するテクニカル ユーザ向けの季刊誌で、インターネッ
トやネットワークへの投資を最大限に活用するのに役立ちます。
『Packet』には、ネットワーク
分野の最新動向、テクノロジーの進展、およびシスコの製品やソリューションに関する記事を
はじめ、ネットワークの配置やトラブルシューティングのヒント、設定例、お客様の事例研究、
認定やトレーニングに関する情報、および多数の詳細なオンライン リソースへのリンクが盛り
込まれています。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/packet
• 『iQ Magazine』は、シスコのテクノロジーを使って収益の増加、ビジネス効率の向上、および
サービスの拡大を図る方法について学ぶことを目的とした、シスコシステムズが発行する成長
企業向けの季刊誌です。この季刊誌は、実際の事例研究や事業戦略を用いて、これら企業が直
面するさまざまな課題や、問題解決の糸口となるテクノロジーを明確化し、テクノロジーの投
資に関して読者が正しい決断を行う手助けをします。
『iQ Magazine』には、次の URL からアク
セスしてください。
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担
当するエンジニア向けに、シスコシステムズが発行する季刊誌です。
『Internet Protocol Journal』
には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/ipj
•

シスコシステムズは最高水準のネットワーク関連のトレーニングを実施しています。トレーニ
ングの最新情報については、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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C H A P T E R

1

Cisco 7301 の概要
Cisco 7301 ルータは、ブロードバンド加入者のアグリゲーションとネットワーク アプリケーション
サービスに対して、ハイ パフォーマンスな処理を実現するアプリケーション固有の機能を提供しま
す。
この章では、Cisco 7301 ルータのハードウェアと機能の概要を紹介し、オプションの取り付け手順
を説明します。機能については、第 3 章「ルータの起動および設定」の「機能の概要」（p.3-2）を
参照してください。システム仕様、ポート仕様、およびケーブル仕様については、付録 A「仕様」
を参照してください。
この章の内容は、次のとおりです。

警告

警告

•

Cisco 7301 の機能（p.1-2）

•

Cisco 7301 のハードウェアの概要（p.1-4）

•

梱包内容の確認（p.1-7）

•

Cisco 7301 ルータ インストレーション チェックリスト（p.1-8）

•

SFP GBIC モジュールについて（p.1-9）

•

SFP GBIC モジュールの取り付け（p.1-11）

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作
業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

システムの設置、操作、またはメンテナンスを行う前に、
「Cisco 7301 ルータの設置準備」
（p.2-2）
および『Cisco 7300 Series Internet Routers Regulatory Compliance and Safety Information』を参照し
てください。このマニュアルには、システムを扱う前に理解しておく必要がある安全に関する重要
な情報が記載されています。

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-5418-07-J

1-1

第1章

Cisco 7301 の概要

Cisco 7301 の機能

Cisco 7301 の機能
各 Cisco 7301 ルータは、次の機能を備えています。
•

小型 ― 1 RU（ラック ユニット）の高さで積み重ね可能：
1.73 インチ× 17.3 インチ× 13.87 インチ（4.39 cm × 43.9 cm × 35.23 cm）。重量は約 10.5 ポン
ド（4.76 kg）

•

ネイティブ ギガビット イーサネット インターフェイス× 3 ― 次の 6 ポート：
− 光ファイバ ギガビット イーサネット（1000 Mbps）ポート× 3。LC コネクタを備えた Small
Form-factor Pluggable（SFP）GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）モジュー
ルを使用
− RJ-45 コネクタを備えたギガビット イーサネット（10/100/1000 Mbps）ポート× 3（3 ポー
トを同時に使用可能）

•

25 MHz と 50 MHz 両方のポート アダプタ動作

•

64 MB または 128 MB のコンパクト フラッシュ ディスク

•

SFP GBIC モジュール：ギガビット イーサネット モジュールの SX/LH/ZX オプション（3 種類）、
1000BASE-T SFP（銅）モジュール、Coarse Wavelength-Division Multiplexing（CWDM; 低密度波
長分割多重）SFP モジュール

•

電源装置：
− 単一または二重 AC 電源装置
− 単一 24 VDC 電源装置
− 二重 48 VDC 電源装置

•

700 MHz の内部クロック速度で動作する BCM 1250 統合デュアル プロセッサ

•

512 KB のブート ROM

•

32 MB のブート フラッシュ

•

3 種類の SDRAM メモリ オプション：256 MB、512 MB、および 1 GB

•

AUX ポート

•

コンソール ポート

•

Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）― 最小限のシステム停止でポート アダプ
タの追加、交換、取り外しが可能

•

環境モニタおよびレポート機能 ― 動作が停止する前に望ましくない環境条件を是正すること
によって、正常なシステム動作の維持が可能

•

ダウンロード可能ソフトウェア ― 物理的にルータに触れることなく、離れた場所からフラッ
シュ メモリに新しいイメージをロードできるので、高速かつ確実なアップグレードが可能

•

前後方向のエアフロー ― 19 インチ 2 支柱のラックおよび 21 〜 23 インチ 4 支柱のラックへの
ルータの前面および背面マウントが可能
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図 1-1

Cisco 7301 ルータ ― 内部
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温度センサ 1（U62）は、ボードの裏側にあります。
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Cisco 7301 のハードウェアの概要
ここでは、LED、前面図および背面図、内蔵コンポーネントを含めたハードウェアの概要を紹介し
ます。

前面図
図 1-2

Cisco 7301 ルータ ― 前面図
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ギガビット イーサネット0/0 ― RJ-45ポート 11 コンパクト フラッシュ ディスク イジェク
ト ボタン

4

ギガビット イーサネット 0/0 ― SFP GBIC 12 バナナ ジャック付き静電気防止用リスト
ポート
ストラップのアース

5

ギガビット イーサネット0/1 ― RJ-45ポート 13 アラーム ポート

6

ギガビット イーサネット 0/1 ― SFP GBIC 14 電源スイッチ
ポート

7

ギガビット イーサネット0/2 ― RJ-45ポート 15 コンパクト フラッシュ ディスク スロット

8

ギガビット イーサネット 0/2 ― SFP GBIC 16 電源コネクタ
ポート

10 コンソール ポート
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LED
図 1-3

Cisco 7301 ルータ ― LED
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背面図
Cisco 7301 ― 背面図
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5 個の内蔵ファンがシャーシの内蔵コンポーネントに冷気を送り、動作可能な温度に維持します（図
1-4 を参照）
。5 個のファンはシャーシ背面にあります。シャーシ背面には、静電気防止用器具また
は 2 穴のアース端子を取り付ける、シャーシ アース コネクタもあります。

システム ボード
内蔵システム ボードには、次のコンポーネントがあります。
•

SODIMM DDR-SDRAM メモリ モジュール× 2。オプションは 3 種類で、128 MB、256 MB、お
よび 512 MB です。

•

BCM 1250 プロセッサ システム

•

700 MHz の内部クロック速度で動作する BCM 1250 統合デュアル プロセッサ。BCM 1250 プロ
セッサは、Cisco 7301 ルータのシステム管理機能を維持して実行します。このプロセッサは、
一部のメモリおよび環境のモニタ機能も実行します。
− BCM 1250 は、システム コントローラとして機能します。プロセッサと Double Data Rate
SDRAM（DDR-SDRAM）コントローラ、Lightning Data Transport（LDT）バス、およびダ
イレクト インターフェイスである 3 つのギガビット イーサネット インターフェイスを相
互接続し、さらに、ポート アダプタの Peripheral Component Interconnect（PCI）バスとも相
互接続します。これにより、ポート アダプタは DDR-SDRAM にアクセスできます。

•

キャッシュ メモリ
プロセッサ システムのキャッシュは 2 段階になっています。マイクロプロセッサ内部のプライ
マリおよびセカンダリ キャッシュです。セカンダリ統一キャッシュはデータおよび命令用で
す。

•

ギガビット イーサネット インターフェイス× 3（6 ポート、内訳は SFP GBIC［光］× 3、RJ-45
［銅］
×3）。
任意の3ポートを同時に使用できます。また、
BCM 1250システムに直接接続できます。

•

コンパクト フラッシュ ディスク。デフォルトの Cisco IOS ソフトウェア イメージを保管します。

•

AUX ポート。完全な Data Terminal Equipment（DTE; データ端末装置）機能を備えています。

•

ブート ROM。Cisco IOS ソフトウェアを起動できるだけのコードをここに保存します。

•

フラッシュ メモリ。ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージを保存します。

•

NVRAM（不揮発性 RAM）。システム コンフィギュレーションおよび環境モニタ ログを保存し
ます。NVRAM はリチウム電池を使用して、電源切断後も内容を維持します。

•

環境センサ× 2。シャーシ内部の温度をモニタします。

システム管理機能
Cisco 7301 プロセッサ システムは、次のシステム管理機能を実行します。
•

ルーティング プロトコル アップデートの送受信

•

テーブル、キャッシュ、およびバッファ管理

•

インターフェイスおよび環境のステータス モニタ

•

コンソールおよび Telnet インターフェイスを介した SNMP
（簡易ネットワーク管理プロトコル）
管理

•

データ トラフィックのアカウンティングおよびスイッチング

•

イメージのブートおよびリロード

•

ポート アダプタ管理（OIR 時の認識および初期化を含む）

Cisco 7301 ルータは、各種のプロトコルおよびポート アダプタを使用するマルチプロトコル、マル
チメディアのルーティングおよびブリッジングをサポートします。
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梱包内容の確認
Cisco 7301 のコンポーネント リストを使用して、Cisco 7301 ルータの梱包内容を確認します。梱包
材料は廃棄しないでください。将来、Cisco 7301 ルータを移動させる場合、または輸送する場合に
必要になります。
表 1-1

Cisco 7301 のコンポーネント リスト

コンポーネント

説明

受領済

シャーシ

Cisco 7301 シャーシは、1 台または 2 台の AC または DC 電源装置が搭載さ
れ、ポート アダプタ フィラー プレートが取り付けられています。

アクセサリ

次の付属品については、別梱包で届く場合があります。

•

ラックマウント キット ラックマウント ブラケット× 2、ケーブル マネジメント ブラケット× 1、
およびケーブル マネジ 12-24 x 0.5 インチのネジ（シャーシにラックマウント ブラケットを固定）×
メント キット
4、8-18 x 0.37 インチのネジ（19 インチ ラックにラックマウント ブラケット
を固定）× 4、8 x 0.375 インチのネジ（21 〜 23 インチ ラックにラックマウ
ント ブラケットを固定）× 4、M4 x 20 mm のネジ（ラックマウント ブラ
ケットにケーブル マネジメント ブラケットを固定）× 1

•

AC 電源コード固定
クリップ

•

電源コード

•

マニュアル

オプション機器

単一AC電源装置の場合、AC電源コード固定クリップが1つ付属しています。
AC 電源装置を 1 台発注した場合、AC 電源コードは 1 本です。
発注された場合はルータ ハードウェアおよびソフトウェア マニュアル、お
よび Cisco Documentation CD-ROM パッケージ1
例：ポート アダプタ、SFP GBIC モジュール、ネットワーク インターフェイ
ス ケーブル、トランシーバ、特殊コネクタなど

1. マニュアルのタイトルおよび数はさまざまです。ハードウェアの発注時に、マニュアルのタイプと数量を指定する必要があります。

（注）

システムごとにルータのマニュアル全セットが自動的に出荷されることはなくなりました。必要な
マニュアルをご指定の上、発注してください。マニュアルを発注される場合には、製品を購入され
た代理店にご連絡ください。
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Cisco 7301 ルータ インストレーション チェックリスト
インストレーションをスムーズに進めるために、また、だれが何を行ったかを記録できるように、
表 1-2（p.1-8）の Cisco 7301 ルータ インストレーション チェックリストをコピーしてください。各
作業または確認が完了するたびに記入してください。記入の終わったチェックリストは、新しい
ルータに関する他の記録とともに、サイト ログとして保管してください。
内蔵 Field-Replaceable Unit（FRU）の交換については、第 4 章「FRU の取り付けおよび取り外し」
を参照してください。
表 1-2

Cisco 7301 ルータ インストレーション チェックリスト

作業

確認担当者 日付

ルータの受領日
ルータおよびすべての付属品を開梱
インターフェイスのタイプおよび数量の確認
安全情報の受領
インストレーション チェックリストのコピー
サイト ログの準備、関連情報の入力
設置場所の電圧の確認
設置場所の環境仕様の確認
必要なパスワード、IP アドレス、装置名などの準備
必要な工具の準備
ネットワーク接続機器の準備
ルータのラックマウント（任意）
ケーブル マネジメント ブラケットの取り付け（任意だが推奨）
AC 電源（1 つまたは 2 つ）とルータへの AC 電源コード（1 本または 2 本）の接続、ケーブ
ル固定クリップの固定
DC 電源（1 つまたは 2 つ）とルータへの DC 電源コード（1 本または 2 本）の接続
ネットワーク インターフェイス ケーブルと装置の接続
ASCII 端末とコンソール ポートの接続
コンソール ポートを 9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット（9600
8N1）に設定
システム電源の投入
システム ブート完了（STATUS LED が点灯）
入出力ポートおよびポート アダプタが動作可能（具体的なLED情報については、図1-3を参照）
システム バナーに続いて表示されたハードウェア構成が正しい
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SFP GBIC モジュールについて
Cisco 7301 ルータとともに SFP GBIC モジュールを発注した場合、SFP GBIC モジュールを取り付け
なければなりません。SFP GBIC は輸送中に破損しないように、別送されます。この項に目を通し
てから、
「SFP GBIC モジュールの取り付け」
（p.1-11）の取り付け手順に従って、SFP GBIC モジュー
ルを取り付けてください。
ルータの電源をオフにしたまま、なおかつラックにマウントする前に、SFP GBIC モジュールをルー
タに差し込むと取り付けが容易です。
SFP GBIC ポートは 1000 Mbps の光インターフェイスです。形態は、1000BASE-X 規格に適合する
IEEE 802.3z インターフェイスをサポートする、LC タイプのデュプレックス ポートです。ギガビッ
ト イーサネット SFP GBIC モジュール GLC-SX-MM、GLC-LH-SM、および GLC-ZX-SM は、Cisco
1000BASE-T SFP と同様、Cisco7301 ルータでもサポートされています。さらに Cisco 7301 では、さ
まざまなCWDM SFPもサポートされています。ケーブル情報はすべての光ファイバSFPと同じです。
「SFP GBIC モジュールの構成」（p.A-5）、
『Gigabit Interface Converter (GBIC) and Small Form-Factor
Pluggable(SFP) GBIC Installation Inforamtion and Specifications』
、および『Coarse Wavelength-Division
Multiplexing SFP Compatability Matrix』も参照してください。
光 フ ァ イ バ 接 続 部 の ク リ ー ニ ン グ の 詳 細 は、
『Inspection and Cleaning Procedures for Fiber-Optic
Connections』の資料を参照してください。

図 1-5

SFP GBIC モジュール ラッチの種類

2

3

80755

1

（注）

1

スライド型ラッチ

2

スウィング スライド型ラッチ

3

スウィング型ラッチ

SFP GBIC モジュールは、GBIC にケーブルを接続する前に取り付ける必要があります。

•

SPF GBIC モジュールのラッチは 3 種類あり、これらは着脱機構でもあります。図 1-5 を参照し
てください。ラッチの種類と、SFP モジュールのモデル（SX や LH など）やテクノロジーの種
類（ギガビット イーサネットなど）は無関係です。必ず SFP GBIC モジュールのラベルに目を
通して、テクノロジーの種類やモデルを確認してください。

•

ギガビット イーサネット SFP GBIC モジュールの取り付けおよび取り外しは、システムの電源
を投入した状態で行うことができます。
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•

ギガビット イーサネット SFP モジュールの取り外しまたは取り付けは、すべてのケーブルを外
してから行ってください。光ファイバ ケーブルが接続された状態では、GBIC の取り付けまた
は取り外しを行わないでください。

•

SFP GBIC モジュールには、向きが違うと差し込めないように、キーが付いています。

警告

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されてい
る可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

警告

クラス 1 レーザー製品です。

警告

クラス 1 LED 製品です。

警告

作業中は、カードの ESD 破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。
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SFP GBIC モジュールの取り付け
図 1-6

Cisco 7301 のギガビット イーサネット ポート 0/1 への SFP GBIC モジュールの差し込み
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FLASH

80269

SERIES

2

1

SFP GBIC ポート 0/1

2

SFP GBIC モジュール

次の手順で、SFP GBIC モジュールを取り付けます。

ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを着用し、シャーシの塗装されていない表面に固定します。

ステップ 2

SFP GBIC モジュールのラベルを確認し、ラベルが上、ガイドの溝が下になるようにします。

（注）

SFP GBIC モジュールには、向きが違うと差し込めないように、キーが付いています。

ステップ 3

SFP GBIC ポート 0/1、0/2、または 0/3 に SFP GBIC モジュールを差し込みます。正しい状態で完全
に押し込むと、カチッと音がして SFP GBIC モジュールが固定されます。

ステップ 4

ほかにも SFP GBIC モジュールを取り付ける場合は、ステップ 2 〜 3 を繰り返します。

（注）

ネットワーク インターフェイス光ファイバ ケーブルを接続する準備ができるまで、SFP GBIC の光
ファイバ用の穴からプラグを外さないでください。プラグは将来使用できるように保管しておきま
す。

SFP GBIC モジュールの取り付け作業はこれで完了です。
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他のオプションの取り外しおよび取り付けについては、第 4 章「FRU の取り付けおよび取り外し」
を参照してください。
ラックマウントおよびケーブル接続手順については、第 2 章「ラックマウント、卓上への設置、お
よびケーブル接続」を参照してください。
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2

ラックマウント、卓上への設置、
およびケーブル接続
この章では、ラック、一般的な卓上、または作業台に Cisco 7301 ルータを設置し、ケーブルを接続
し、ルータの電源をオンにする方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
•

Cisco 7301 ルータの設置準備（p.2-2）

•

ルータの設置（p.2-5）

•

シャーシのアース接続（p.2-12）

•

ポート アダプタ ケーブルの接続（p.2-14）

•

入出力ケーブルの接続（p.2-14）

•

アラーム ポート ケーブルの接続（p.2-22）

•

ケーブル マネジメント ブラケットの使用方法（p.2-23）

•

電源接続（p.2-24）

Cisco 7301 ルータは卓上またはラックへ設置できます。ラックマウント キットは、工場出荷時点で、
Cisco 7301 ルータに標準装備されます。このキットには、4 支柱の標準 19 インチ装置ラック、2 支
柱ラック、
または 21 〜 23 インチ装置ラックにルータを設置する場合に必要な部品が揃っています。
Cisco 7301 ルータをラックマウントしない場合は、頑丈な卓上または作業台に設置してください。
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Cisco 7301 ルータの設置準備
Cisco 7301 ルータを設置する前に、設置場所が満たさなければならない電源およびケーブル接続要
件、ルータを設置するために必要な機材、正常な動作を維持するために満たさなければならない設
置場所の環境条件を検討する必要があります。ここでは、ルータを卓上またはラックに設置するた
めの準備作業について説明します。
具体的な内容は、次のとおりです。
•

必要な工具および部品（p.2-3）

•

電気製品の取り扱いに関する注意事項（p.2-3）

•

静電破壊の防止（p.2-4）

•

設置環境の条件に関する注意事項（p.2-4）

図 2-1

Cisco 7301 ルータの寸法

2

3

50537

1

1

13.87 インチ（35.23 cm）

2

17.3 インチ（43.94 cm）

3

12.3 インチ（31.24 cm）

表 2-1 に、寸法と重量を示します。
表 2-1

Cisco 7301 ルータの寸法および重量

Cisco 7301
寸法

1.73 インチ× 17.3 インチ× 13.87 インチ（4.39 cm × 43.9 cm × 35.23 cm）

重量

ポート アダプタを1つ搭載したフル装備のシャーシ：最大10.5ポンド（4.76 kg）
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必要な工具および部品
Cisco 7301 は完全に組み立てた状態で出荷されるので、組み立ては不要です。ただし、シャーシを
設置するために、次の工具と機材、ラックマウント キット、およびケーブル マネジメント キット
が必要です。
•

No. 2 プラス ドライバ

•

3/16 インチ マイナス ドライバ

•

テープ メジャー（任意）

•

水準器（任意）

•

アース端子およびワイヤ
− No. 10 のネジ穴が 0.63 インチ（16.002 mm）の間隔で 2 つあるアース端子
− 6 AWG の銅より線を使用できるワイヤ レセプタクル
− ロック ワッシャ付きの機械ネジ× 2 ― M5（メトリック）、0.031 インチ（0.08 mm）刻み、
0.315 インチ（8 mm）の長さ
− アース端子ワイヤ レセプタクルを圧着する圧着工具
− アース ワイヤ× 1 ― 6 AWG、直径 0.162 インチ（4.115 mm）、約 0.108 インチ（2.743 mm）
の絶縁体、ワイヤ全体の直径は約 0.27 インチ（6.858 mm）。ワイヤの長さはルータの位置
と設置環境によって異なります。

ラックマウント キットおよびケーブル マネジメント キットには、次の部品が用意されています。
•

ラックにシャーシを取り付けるラックマウント ブラケット× 2

•

ケーブル マネジメント ブラケット× 1

•

AC 電源コード固定クリップ× 1（単一 AC 電源装置の場合）

•

シャーシにラックマウント ブラケットを固定する 12-24 x 0.5 インチのネジ× 4

•

19 インチ ラックにラックマウント ブラケットを固定する 8-18 x 0.37 インチのネジ× 4

•

21 〜 23 インチ ラックにラックマウント ブラケットを固定する 8 x 0.375 インチのネジ× 4

•

ラックマウント ブラケットにケーブル マネジメント ブラケットを固定する M4 x 20 mm のネジ
×1

さらに、次の外付け機器が必要な場合があります。
•

Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）。各シリアル ポートを外部ネットワークに
接続します。

•

T1 CSU/DSU（チャネル サービス ユニット / データ サービス ユニット）
。High Level Data Link
Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）同期シリアル データ ストリームを有効なフ
レーミングと 1 の密度で T1 データ ストリームに変換し、シリアル ポートを T1 ネットワーク
に接続します（一部の電話システムは、データ ストリームにおいて、単位時間当たり最小の数
の値 1 のビットを必要とします。これを 1 の密度といいます）。追加機器として使用できる T1
CSU/DSU 装置にはいくつかあり、その多くは V.35、EIA/TIA-449、または EIA 530 の電気イン
ターフェイスを提供します。

•

イーサネット トランシーバ

•

トークンリング Multistation Access Unit（MSAU）

•

静電気防止用リスト ストラップ

•

電源コード

•

ルータとコンソールおよび AUX ポートを接続する適切なケーブル

電気製品の取り扱いに関する注意事項
ポート アダプタは、システムの稼働中に取り外しおよび交換を行っても電気的事故やシステムの故
障を引き起こさない設計になっています。
Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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静電破壊の防止
ESD（静電気放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。静電破
壊は電子部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的なシステム障害をもたらしま
す。各ポート アダプタには、金属製のフレームに固定されたプリント基板があります。EMI（電磁
波干渉）シールド、コネクタ、およびハンドルはフレームを構成する部品です。フレームは基板を
保護しますが、ポート アダプタを取り扱うときには必ず、静電気防止用ストラップを使用してくだ
さい。フレームは必ずハンドルとフレーム エッジを持ち、基板またはコネクタ ピンには手を触れ
ないでください。

設置環境の条件に関する注意事項

警告

システムの設置、操作、またはメンテナンスを行う前に、
『Cisco 7301 Series Internet Routers
Regulatory Compliance and Safety Information』の「Site Preparation and Safety Information」を参照
してください。システムを扱う前に理解しておく必要がある、安全に関する重要な情報が記載され
ています。

Cisco 7301 ルータの環境モニタ機能により、過電圧および過熱に起因するシステム障害および構成
部品の故障を防止します。正常なシステム動作を維持し、不要なメンテナンスの手間を省くには、
設置作業を行う前に、設置環境の条件を整えておく必要があります。設置後は、室温を 32 〜 104°F
（0 〜 40°C）の範囲に保ち、シャーシ付近をできるだけ清潔な状態にしておく必要があります。
システムを正常に運用するには、Cisco 7301 ルータを適切な場所に設置し、装置ラックや配線クロー
ゼットを適切に配置する必要があります。複数の装置を近づけて設置したり、換気が不十分である
と、システムが過熱状態になります。また、装置を不適切に配置すると、シャーシ パネルに手が届
きにくくなり、システムのメンテナンス作業が困難になります。設置中および稼働中の問題を防ぐ
ために役立つ注意事項を次に示します。

図 2-2

シャーシのエアフロー
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SLOT 1

装置ラックまたは配線クローゼットの場所と配置を考えるときには、ルータのエア フローを考慮し
てください。Cisco 7301 ルータはシャーシ前面の吸気口から冷気を取り入れ、内蔵コンポーネント
に行き渡らせて、シャーシ背面の排気口から出します。図 2-2 に、ルータのエアフローを示します。
システム ボードの温度センサは内部の温度をモニタし、内部の温度が指定されたスレッシュホール
ドに近づくと、警告メッセージを送信します。内部の温度が指定されたスレッシュホールドを超え
ると、システム環境モニタがすべての内部電力を遮断して、過熱による装置の損傷を防止します
（温度のスレッシュホールドについては、「環境モニタおよびレポート機能」
（p.3-6）を参照）。
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ルータの設置
ここでは、一般的な卓上、作業台、またはラックに Cisco 7301 ルータを設置し、入出力ケーブル、
ポート アダプタ ケーブル、さらに電源コードを接続する方法について説明します。具体的な内容
は、次のとおりです。
•

一般の卓上または作業台への設置（p.2-5）

•

Cisco 7301 ルータのラックマウント（p.2-6）

•

ラックマウント ブラケットおよびケーブル マネジメント ブラケットの取り付け（p.2-6）

•

シャーシのラックへの取り付け（p.2-9）

一般の卓上または作業台への設置
設置場所にルータを運び込み、設置位置を決定しておく必要があります。済んでいない場合には、
「Cisco 7301 ルータの設置準備」（p.2-2）および「設置環境の条件に関する注意事項」
（p.2-4）を参
照してください。
作業台または卓上に Cisco 7301 ルータを設置する場合は、台の表面が清潔で安定していることを確
認してください。さらに、次の考慮事項を検討しておく必要があります。

警告

•

ルータの吸気口と排気口（ルータの前後）に 3 インチ（7.62 cm）以上のスペースが必要です。

•

ルータは床から離して設置する必要があります（冷却ファンによって、床にたまった埃がルー
タの内部に取り込まれてしまいます。ルータ内部に埃が多いと過熱状態になり、コンポーネン
トが故障することがあります）。

•

ポート アダプタ、SFP GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）モジュール、コンパ
クト フラッシュ ディスクなどのルータ コンポーネントを取り付けたり交換したりするため、
またはネットワーク ケーブルまたは機器を操作するために、ルータの前後に 19 インチ（48.3
cm）以上のスペースが必要です。

•

ポート アダプタまたはサービス アダプタを搭載しない場合には、ブランクのポート アダプタ
を取り付けます。

•

ルータには十分な換気が必要です（換気が不十分な密閉型キャビネットに設置しないでくださ
い）。

•

ケーブル マネジメント ブラケットを取り付ける予定の場合には、開梱して手元にケーブル マ
ネジメント ブラケットと M4 x 20 mm のネジを 1 本用意しておきます。

•

ルータ シャーシのアースを適切に確保する必要があります。

この製品は設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されてい
ます。このため、屋内配線には必ず、米国では 120 VAC、15 A、その他の国では 240 VAC、10 A
以下のヒューズまたは回路ブレーカーを使用してください。

作業台または卓上に Cisco 7301 ルータを設置する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

卓上または作業台の埃を取り除き、周囲を清潔にします。ルータとルータの設置場所までの間に妨
げとなるものがないかどうかも確認します。

ステップ 2

シャーシのポート アダプタのラッチがロック位置になっていることを確認します。

ステップ 3

両手をシャーシの側面に回し、底面を支えて持ち上げます。けがをしないように、急に身体をね
じったり動かしたりしないでください。
Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-5418-07-J

2-5

第2章

ラックマウント、卓上への設置、およびケーブル接続

ルータの設置

ステップ 4

卓上または作業台の上にルータを置きます。

ステップ 5

ルータの吸気口と排気口に 3 インチ（7.62 cm）以上のスペースを確保し、他の機器の排気がシャー
シに入り込まないようにします。さらに、シャーシの前後に約 19 インチ（48.3 cm）のスペースを
確保します。

これで、卓上または作業台に設置する一般的な作業は完了です。

Cisco 7301 ルータのラックマウント
シャーシを 2 支柱のラックに搭載する場合には、ブラケットをシャーシ側面の前または後ろに取り
付けます。2 本の支柱またはマウント ストリップ（左右）内側の幅は 17.3 インチ（43.9 cm）以上
必要です。
装置ラックによっては、マウント ストリップの片側に沿ってパワー ストリップがあります。図 2-7
に、後ろ側の支柱の 1 本にパワー ストリップが付いている、一般的な 4 支柱の装置ラックを示しま
す。ラックにこの機構が備わっている場合は、固定位置を決めるときにこのストリップの位置を考
慮し、ポート アダプタ、SFP GBIC モジュール、またはコンパクト フラッシュ ディスクをそれぞれ
のスロットからまっすぐ引き出せるようにしてください。
空気冷却用の吸気口と排気口はそれぞれシャーシの前後にあるので、上下方向に隙間がほとんどな
い状態、またはまったくない状態で、複数のルータを積み重ねることができます。
設置作業を始める前に、使用するラックのタイプを確認し、シャーシを前面取り付けにするのか、
背面取り付けにするのかを決定します。

（注）

シャーシを背面取り付けにする場合で、なおかつケーブル マネジメント ブラケットを使用する場
合には、ラックマウント キットをもう 1 つ購入する必要があります。シャーシの前面に取り付け
るラックマウント ブラケットが別途必要です。シャーシにラックマウント ブラケットを取り付け、
さらにラックマウント ブラケットにケーブル マネジメント ブラケットを取り付けます。

ラックマウント ブラケットおよびケーブル マネジメント ブラケットの取り付け
ここでは、Cisco 7301 ルータの前面と背面に、ラックマウント ブラケットとケーブル マネジメント
ブラケットを取り付ける手順について説明します。ラックにシャーシを設置する前に、シャーシ前
面または背面の左右にラックマウント ブラケットを取り付ける必要があります。
ラックマウント ブラケットとケーブル マネジメント ブラケットを取り付けるために必要な部品と
工具については、「必要な工具および部品」
（p.2-3）を参照してください。
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シャーシ前面にラックマウント ブラケットを取り付ける場合
図 2-3

シャーシ前面にラックマウント ブラケットを取り付ける場合
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8-18 x 0.37 インチのネジ× 4（19 インチ ラックに使用）
8 x 0.375インチのネジ×4
（21〜23インチ ラックに使用）

シャーシの前面を揃えるのか、シャーシが引っ込んだ状態にするのかを決めます。図 2-3 に、前面
ラックマウントでのブラケットの取り付けを示します。使用するブラケットの穴に応じて、ルータ
はラックから外に出た状態または奥へ入った状態になります。
前面ラックマウント構成の場合、Cisco 7301 ルータにラックマウント ブラケットとケーブル マネジ
メント ブラケットを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1

シャーシ前方側面のネジ穴を確認します。

ステップ 2

ラックマウント ブラケット（1）をルータの側面に合わせます。どの穴を使用してラックマウント
ブラケットをルータに取り付けるかによって、シャーシがラックから奥へ入った状態または外へ出
た状態になります。

ステップ 3

2 本のネジを差し込んで締めます。

ステップ 4

ルータの反対側で、ステップ 1 〜 3 を繰り返します。

Cisco 7301 ルータにラックマウント ブラケットを取り付ける手順は、これで完了です。
ケーブル マネジメント ブラケットを取り付ける場合には、
「ケーブル マネジメント ブラケットの
取り付け」
（p.2-8）に進んでください。ケーブル マネジメント ブラケットを取り付けない場合には、
「シャーシのラックへの取り付け」（p.2-9）に進んでください。
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ケーブル マネジメント ブラケットの取り付け
図 2-4

ケーブル マネジメント ブラケットの取り付け
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ケーブル マネジメント ブラケット

1

2

M4 x 20 mm のネジ

ステップ 1

Cisco 7301 ルータ左側のラックマウント ブラケットにケーブル マネジメント ブラケットを合わせ
ます。

ステップ 2

プラス ドライバと M4 x 20 mm のネジを使用して、ケーブル マネジメント ブラケットにネジを通
して締めます。

前面ラックマウント構成の場合に、Cisco 7301 ルータにケーブル マネジメント ブラケットを取り付
ける手順は、これで完了です。「シャーシのラックへの取り付け」（p.2-9）に進んでください。

シャーシ背面にラックマウント ブラケットを取り付ける場合
図 2-5
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8 x 0.375インチのネジ×4
（21〜23インチ ラックに使用）

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド

2-8

OL-5418-07-J

第2章

ラックマウント、卓上への設置、およびケーブル接続
ルータの設置

背面ラックマウント構成の場合、Cisco 7301 ルータにラックマウント ブラケットとケーブル マネジ
メント ブラケットを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1

シャーシ後方側面のネジ穴を確認します。

ステップ 2

ラックマウント ブラケットをルータの側面に合わせます。ラックマウント ブラケットのどの穴を
使用するかによって、ルータがラックより奥へ入った状態または外へ出た状態になります。

ステップ 3

2 本のネジを差し込んで締めます。

ステップ 4

ルータの反対側で、ステップ 1 〜 3 を繰り返します。

（注）

背面取り付けの Cisco 7301 ルータにケーブル マネジメント ブラケットを使用する場合は、ラック
マウント キットをもう 1 つ購入し、シャーシ前面左側にラックマウント ブラケットを取り付け、
その上にケーブル マネジメント キットを取り付ける必要があります。ケーブル マネジメント ブラ
ケットの取り付け手順については、「ケーブル マネジメント ブラケットの取り付け」（p.2-8）を参
照してください。

背面ラックマウント構成の場合に、Cisco 7301 ルータにラックマウント ブラケットとケーブル マネ
ジメント ブラケットを取り付ける手順は、これで完了です。「シャーシのラックへの取り付け」
（p.2-9）に進んでください。

シャーシのラックへの取り付け

注意

けがをしないように、ルータをラックに取り付ける前に、この章で説明した安全上の注意事項を再
確認してください。

シャーシにブラケットを取り付けてから、付属の 4 本のネジで 2 支柱またはマウント ストリップに
ラックマウント ブラケットを固定することによってルータを取り付けます。ブラケットでシャーシ
全体の重量を支えるので、必ず、4 本のネジをすべて使用して、2 個のラックマウント ブラケット
をラックの支柱に固定してください。図 2-6（p.2-10）および図 2-7（p.2-11）に、2 支柱ラックおよ
び 4 支柱ラックの場合について、一般的な取り付け方法を示します。
ルータとその真上の機器、または真下の機器の間に、できるだけ 1 〜 2 インチ（2.54 〜 5.08 cm）以
上のスペースを空けてください。
ラックにシャーシを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1

シャーシのポート アダプタのラッチがロック位置で固定されていることを確認します。さらに、コ
ンパクト フラッシュ ディスクと SFP GBIC モジュール（使用する場合）が取り付けてあることを確
認します。
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ステップ 2

ラックへ移動するまでの間に妨げとなるものがないようにしてください。ラックにキャスタが付い
ている場合は、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが固定されているかどうかを
確認してください。

ステップ 3

シャーシの前面を手前にします。シャーシを持ち上げてラックに移動します。けがをしないように、
急に身体をねじったり動かしたりしないでください。

ステップ 4

ラック内でシャーシをスライドさせ、装置ラック左右のマウント ストリップまたは支柱に（シャー
シ前面または背面に取り付けた）ブラケットが接触するまで押し込みます。

2 支柱ラックに取り付ける場合は、
「2 支柱ラックに取り付ける場合」（p.2-10）に進んでください。
4 支柱ラックに取り付ける場合は、
「4 支柱ラックに取り付ける場合」（p.2-11）に進んでください。

2 支柱ラックに取り付ける場合

（注）

内側の間隔（2 本の支柱またはレールの内側で計測した幅）は、17.3 インチ（43.9 cm）以上必要で
す。シャーシの高さは 1.73 インチ（4.39 cm）です。空気はシャーシの前から後ろに流れます。

図 2-6

2 支柱ラックに Cisco 7301 ルータを取り付ける場合
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2

ケーブル マネジメント ブラケット用のネジ穴

3

3

12-24 x 0.5 インチのネジ× 4

ステップ 1

ポート アダプタのラッチがロック位置になっていて、ネジが締まっていることを確認します。

ステップ 2

ラックのブレーキがかかっているか、またはラックが固定されていることを確認します。

ステップ 3

前面を手前にしてルータを持ち上げ、ラックに慎重に入れます。けがをしないように、急に身体を
ねじったり動かしたりしないでください。

ステップ 4

ラック内でシャーシをスライドさせ、ラック両側のマウント ストリップまたは支柱にブラケットが
接触するまで押し込みます。
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ステップ 5

支柱またはマウント ストリップに対してブラケットが平行な状態で、ブラケットの穴とラックまた
はマウント ストリップの穴を合わせます。

ステップ 6

12-24 x 0.5 インチのネジを左右のブラケットに 2 本ずつ差し込んで締め、ラックに固定します。

ラックにシャーシを取り付ける手順は、これで完了です。「シャーシのアース接続」（p.2-12）に進
み、作業を続けてください。

4 支柱ラックに取り付ける場合

（注）

内側の間隔（2 本の支柱またはレールの内側で計測した幅）は、17.3 インチ（43.9 cm）以上必要で
す。シャーシの高さは 1.73 インチ（4.39 cm）です。空気はシャーシの前から後ろに流れます。

図 2-7

4 支柱ラックに Cisco 7301 ルータを取り付ける場合
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3
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4 支柱ラック

2

ケーブル マネジメント ブラケット用のネジ穴

3

12-24 x 0.5 インチのネジ× 4

ステップ 1

ポート アダプタのラッチがロック位置になっていて、ネジが締まっていることを確認します。

ステップ 2

ラックのブレーキがかかっているか、またはラックが固定されていることを確認します。

ステップ 3

前面を手前にしてルータを持ち上げ、ラックに慎重に入れます。けがをしないように、急に身体を
ねじったり動かしたりしないでください。

ステップ 4

ラック内でシャーシをスライドさせ、ラック両側のマウント ストリップまたは支柱にブラケットが
接触するまで押し込みます。

ステップ 5

支柱またはマウント ストリップに対してブラケットが平行な状態で、ブラケットの穴とラックまた
はマウント ストリップの穴を合わせます。
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ステップ 6

12-24 x 0.5 インチのネジを左右のブラケットに 2 本ずつ差し込んで締め、ラックに固定します。

ラックにシャーシを取り付ける手順は、これで完了です。「シャーシのアース接続」（p.2-12）に進
み、作業を続けてください。

シャーシのアース接続
ルータを電源に接続する、またはルータの電源をオンにする前に、ルータ シャーシに適切なアース
を接続することを強く推奨します。各 Cisco 7301 ルータ シャーシには、シャーシのアース用コネク
タが備わっています（図 2-8[p.2-12] を参照）
。
シャーシのアースを適切に接続するには、次の部品と工具が必要です。
•

アース端子× 1 ― 0.63 インチ（16.002 mm）の間隔で、No. 10 のネジ穴が 2 つ必要です。また、
6 AWG 銅より線を使用できる大きさのワイヤ レセプタクルが必要です。このアース端子は別
途必要です。さまざまな電気コネクタ製造元がこのタイプのアース端子を提供しています。

•

ロック ワッシャ付きの機械ネジ× 2 ― M5（メトリック）
、0.031 インチ（0.8 mm）刻み、0.315
インチ（8 mm）の長さ。このネジは別途必要です。

•

アース ワイヤ× 1 ― 6 AWG、直径 0.162 インチ（4.115 mm）、約 0.108 インチ（2.743 mm）の
絶縁体、ワイヤ全体の直径は約 0.27 インチ（6.858 mm）
。ワイヤの長さはルータの位置と設置
環境によって異なります。このワイヤは別途必要です。

•

No. 2 プラス ドライバ

•

アース端子のワイヤ レセプタクルの直径に対応できる大きさの圧着工具

•

ワイヤ ストリッパ

シャーシ アース コネクタの位置

80267

図 2-8

1
2

1

ファンの換気口

2

シャーシ アース コネクタ
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次の手順で、ルータ シャーシのアース コネクタにアース端子を取り付けます。

図 2-9

シャーシのアース コネクタへのアース端子の取り付け

3

2
50536
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1

（注）

1

シャーシ アース コネクタ

3

ネジ

2

アース端子

4

ワイヤ

このアース端子およびプラスのネジは別途必要です。アース端子は電気コネクタ製造元で、ネジは
ハードウェア製造元でご購入ください。「必要な工具および部品」
（p.2-3）を参照してください。

ステップ 1

ワイヤ ストリッパで 6 AWG ワイヤの片側を 0.75 インチ（19.05 mm）ほどはぎ取ります。

ステップ 2

アース端子のワイヤ レセプタクルに 6 AWG ワイヤ（4）を差し込みます。

ステップ 3

圧着工具を使用して、ワイヤの周囲のワイヤ レセプタクルを慎重に圧着します。正しく接続するた
めに、この作業が必要です。

ステップ 4

ルータ シャーシ背面にあるアース コネクタ（1）を確認します。

ステップ 5

アース端子（2）の穴に 2 本のネジ（3）を差し込みます。

ステップ 6

No. 2 プラス ドライバを使用して、アース端子がシャーシに密着するまでネジを慎重に締めます。
ネジを締めすぎないように注意してください。

ステップ 7

アース ワイヤの反対側を設置場所の適切なアースに接続し、シャーシのアースを確保します。

シャーシ アースの接続手順は、これで完了です。次のケーブル接続の項に進み、ケーブルを接続し
てください。
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ポート アダプタ ケーブルの接続
Cisco 7301 ルータに搭載するポート アダプタのケーブル接続手順は、各ポート アダプタのコンフィ
ギュレーション ノートに記載されています。たとえば、PA-POS-OC3 ポート アダプタの光ファイ
バ ケーブルを接続する場合は、コンフィギュレーション ノート『PA-POS-OC3 Packet OC-3 Port
Adapter Installation and Configuration』を参照してください。
URL は http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7206/port_adp/sonet_pa/paposoc3/index.htm
です。ポート アダプタのマニュアルは、Documentation CD-ROM にも収録されています。

入出力ケーブルの接続
ここでは、ギガビット イーサネット ポート、コンソール ポート、および AUX ポートのコネクタ
について説明します。

警告

[Ethernet]、[10BaseT]、[Token Ring]、[Console] および [AUX] とラベル表示されたポートは、Safety
Extra-Low Voltage（SELV; 安全特別低電圧）回路です。SELV 回路は SELV 回路同士でのみ接続
してください。BRI 回路が Telephone-Network Voltage（TNV; 電話網電圧）とみなされてしまうの
で、SELV 回路を TNV 回路には接続しないでください。

コンソールおよび AUX ポート ケーブルの接続

（注）

コンソール ケーブル キットの製品番号は ACS-2500ASYN です。

Cisco 7301 ルータには、コンソール端末を接続する DCE モードのコンソール ポート、およびモデ
ムまたはその他の DCE 装置（CSU/DSU または他のルータ）をルータに接続する DTE モードの AUX
ポートが 1 つずつあります。

（注）

コンソール ポートと AUX ポートはどちらも非同期シリアル ポートです。これらのポートに接続す
る装置は、非同期伝送に対応していなければなりません（非同期は、シリアル装置の最も一般的な
タイプです。たとえば、大部分のモデムは非同期です）
。

Cisco 7301 ルータでは、AUX ポートとコンソール ポートの両方に RJ-45 ポートを使用します。
コンソール ポートに端末を接続する前に、ルータのコンソール ポートに合わせて、端末を次のよ
うに設定してください。9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット（9600 8N1）
です。ルータが正常に稼働したあとは、端末を切り離してかまいません。
RJ-45 コネクタのコンソールおよび AUX ポートのピン割り当てについては、付録 A「Cisco 7301
ルータの仕様」を参照してください。
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表 2-2

RJ-45/DB-25 アダプタのピン割り当て

アダプタ

DTE M/F ピン1

DCE M/F ピン

MMOD ピン2

1

4

5

5

2

20

6

8

3

2

3

3

4

7

7

7

5

7

7

7

6

3

2

2

7

6

20

20

8

5

4

4

1. シスコ提供の Female Data Terminal Equipment （ FDTE）アダプタには [Terminal] とラベル表示されています。
2. シスコ提供の MMOD アダプタには [Modem] とラベル表示されています。

表2-2では、RJ-45ケーブルを使用して端末とモデムをCisco 7301ルータに接続する際の、RJ-45/DB-25
アダプタのピン割り当てを示しています。使用するケーブルは、ロールオーバー ケーブルの場合と
ストレート ケーブルの場合があります。
ロールオーバー ケーブルは、ケーブルの両端を比較すると識別できます。ケーブルの両端を手で持
ち、タブを後ろにして並べると、左プラグの外側のピンのワイヤと右プラグの外側のピンのワイヤ
が同じ色になります（図 2-10 を参照）。シスコから購入したケーブルであれば、一方のコネクタの
ピン 1 ともう一方のコネクタのピン 8 は白になります。ロールオーバー ケーブルでは 1 と 8、2 と
7、3 と 6、4 と 5 というように、逆のピンが同じ色になります 。

図 2-10

ロールオーバー ケーブルの識別

2
3

84532

1

1

ピン 1

2

ピン 1 とピン 8 は同じ色

3

ピン 8
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Cisco 7301 ルータには、ロールオーバー ケーブルが同梱されています。端末またはモデムの接続に
は、RJ-45/DB-25 アダプタ（場合によっては DB-25/DB9 アダプタ）が必要です。表 2-3 に、端末お
よびモデムと Cisco 7301 ルータの接続方法を示します。
表 2-3

非同期装置のケーブル オプション

アクセス サーバ ポート

RJ-45 ケーブル タイプ

DB-25 アダプタ
1

コンソールまたは AUX

ロールオーバー

FDTE

コンソールまたは AUX

ストレート

FDCE

AUX またはコンソール

ロールオーバー

MMOD

終端装置
端末
端末

2

モデム

1. FDTE RJ-45/DB-25 アダプタには [Terminal] とラベル表示されています。
2. MMOD RJ-45/DB-25 アダプタには [Modem] とラベル表示されています。

どちらのポートも非同期シリアルポートとして設定します。図 2-11 に、RJ-45 のコンソールおよび
AUX ポート接続を示します。

図 2-11

コンソールおよび AUX ポートの RJ-45 コネクタ

1

GIGABIT ETH
ERNET 0/0

RJ45 EN

LINK
TX GBIC
RX

GIGABIT ETH
ERNET 0/1

RJ45 EN

LINK
TX GBIC

RX

GIGABIT ETH
ERNET 0/2
RJ45 EN
LINK
TX GBIC

CISCO 73

AUX
RX

2
CONSOLE
100 -24 0V,
2A, 50/ 60
Hz
24V =9 A,
48 - 60V =5
A

ALARM

01

A

3
4

80273

B

COMPACT
FLASH
STATUS

5

1

AUX ポート

4

モデムまたは DCE へのケーブル

2

コンソール ポート

5

コンソール端末または DTE へのケーブル

3

RJ-45 コネクタ

ネイティブ ギガビット イーサネット ケーブルの接続

（注）

ギガビット イーサネット インターフェイスの設定およびトラブルシューティングについては、第
3 章「ルータの起動および設定」の「ネイティブ ギガビット イーサネット インターフェイスの設
定」
（p.3-17）を参照してください。

Cisco 7301 ルータには、ネイティブ ギガビット イーサネット インターフェイス× 3、物理ギガビッ
ト イーサネット ポート× 6（RJ-45 ポート［銅］× 3、SFP GBIC ポート［光］× 3）が備わってい
ます。同時に使用できるのは、常に 6 ポートのうちの 3 つだけです。3 つのギガビット イーサネッ
ト インターフェイスは、BCM 1250 プロセッサに直接接続されます。
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ギガビット イーサネット ケーブルの接続
RJ-45 ポートは、1000BASE-TX および 1000BASE-T 仕様に適合した IEEE（米国電気電子学会）802.u
（ファスト イーサネット）および 802.3ab（ギガビット イーサネット）ツイストペア インターフェ
イスをサポートします。
RJ-45 ポートには、RJ-45 コネクタを備えたストレートおよびクロスのカテゴリ 5 Unshielded
Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペア）ケーブルを使用できます。カテゴリ 5 UTP ケーブ
ルは、別途必要です。
ギガビット イーサネット RJ-45 ポートの仕様については、付録 A「仕様」を参照してください。
建物内の雷対策
セントラル オフィス環境に関する GR-1089-CORE、R4-11 の要件に適合するために、10/100/1000
イーサネット（RJ-45）ポートには、両端がアースされたシールド付きケーブルを使用する必要が
あります。カスタマー側装置として使用する場合は、その必要はありません。

図 2-12

RJ-45 ポートへのギガビット イーサネット ケーブルの接続

1

2

GIGABIT ETH
ERNET 0/0
RJ45 EN
LINK
TX GBIC

RX

3

GIGABIT ETH
ERNET 0/1
RJ45 EN
LINK
TX GBIC

GIGABIT ETH
ERNET 0/2

RX

RJ45 EN

LINK
TX GBIC
RX

AUX

CONSOLE

CISCO 73

01

80275

CO
FL

4

1

ギガビット イーサネット ポート 0/0（RJ-45 3
コネクタ）

ギガビット イーサネット ポート 0/2（RJ-45
コネクタ）

2

ギガビット イーサネット ポート 0/1（RJ-45 4
コネクタ）

RJ-45 コネクタ付きギガビット イーサネッ
ト ケーブル

1 〜 3 本のギガビット イーサネット 10/100/1000 ケーブルをギガビット イーサネット RJ-45 ポート
0/0、0/1、または 0/2 に接続します。

警告

感電事故を防止するために、TNV 回路に SELV 回路を接続しないでください。LAN ポートには
SELV 回路が、WAN ポートには TNV 回路が組み込まれています。一部の LAN ポートと WAN
ポートは両方とも RJ-45 コネクタを使用します。ケーブルを接続するときには、十分に注意してく
ださい。
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SFP GBIC インターフェイス ケーブルの接続

（注）

光ファイバ ポートに接続する前に、光ファイバ ケーブルをクリーニングすることを推奨します。
光ファイバ ケーブルのクリーニングについては、
『Inspection and Cleaning Procedures for Fiber-Optic
Connections』を参照してください。

SFP GBIC モジュール ポートは、1000BASE-SX および 1000BASE-LX 仕様に適合した IEEE 802.3z
（光ギガビット イーサネット）インターフェイスをサポートします。
ギガビット イーサネット ポートに SFP GBIC モジュールを取り付けてから、SFP GBIC モジュール
にケーブルを接続する必要があります。ここで説明する手順は、サポート対象の全プラットフォー
ムに当てはまります。

（注）

別途、光ファイバ ケーブルが必要です。

マルチモードおよびシングルモード光ファイバ ケーブルの接続
Cisco 7301 ルータとともに発注されたギガビット イーサネット SFP GBIC モジュールは、表 2-4 に
示した 3 種類のうちのいずれかです。
表 2-4

SFP GBIC の製品、説明、動作距離

製品番号

GBIC

説明

動作距離

GLC-SX-MM=

短波
（1000BASE-SX）

850 nm のクラス 1 レーザー、 最大 1804.5 フィート（550 m）
1000BASE-SX（短波）用
の標準マルチモード光ファ
イバ リンクで動作

GLC-LH-SM=

長波 / 長距離
1300 nmのクラス1レーザー、 最大 6.21 マイル（10 km）の
（1000BASE-LX/LH） 1000BASE-LX/LH（長波）用 シングルモード光ファイバ
リンクまたは最大
184.5
フィート（550 m）のモード
調整ケーブルを使用するマ
ルチモードで動作

GLC-ZX-SM=

超長距離
（1000BASE-ZX）

1550 nmのクラス1レーザー、 最大 43.5 マイル（70 km）の
1000BASE-ZX（超長波）用 通 常 の シ ン グ ル モ ー ド 光
ファイバ リンクで動作。高
性能のシングルモード光
ファイバや分散シフト型シ
ングルモード光ファイバを
使用すれば、最大 62.1 マイ
ル（100 km）のリンクで動作

ケーブルの情報を含め、ケーブル仕様については、オンラインで『Gigabit Interface Converter (GBIC)
and Small Form-Factor Pluggable (SFP) GBIC Installation Information and Specifications』を参照してく
ださい。
Cisco 7301 でサポートする SFP の製品番号については、付録 A「SFP GBIC モジュールの構成」を
参照してください。
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注意

984.25 フィート（300 m）より長い 50/125 ミクロンまたは 62.5/125 ミクロンのマルチモード光ファ
イバで GLC-LH-SM を使用する場合は、データ伝送のトラブルを防ぐために、モード調整パッチ
コードを使用する必要があります「モード調整パッチ コードの取り付け」（p.2-20）を参照してく
ださい。

警告

クラス 1 レーザー製品です。

警告

クラス 1 LED 製品です。

図 2-13

SFP GBIC ポートの接続

4

6

5
ABIT ETHE
RNET 0/0
LINK
TX GBIC
RX

GIGABIT ET
HERNET 0/1

RJ45 EN

LINK
TX GBIC
RX

GIGABIT ET
HERNET 0/2

RJ45 EN

LINK
TX GBIC
RX

AUX

CISCO 74

CISCO 7400SERIES
11

ステップ 1

警告

ステップ 2

CO
FL

2

80749

1

CONSOLE

3

1

外部 1000BASE-X ネットワークへ

2

デュプレックス コネクタ（TX および RX） 5

TX（SFP GBIC ポート 0/1）

3

SFP GBIC モジュール

RX（SFP GBIC ポート 0/1）

4

6

ギガビット イーサネット SFP GBIC ポート
0/1

SFP GBIC モジュールからプラグを外し、ケーブルを差し込めるようにします。光ファイバ ケーブ
ルを外したときに使用できるように、プラグは保管しておいてください。

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されてい
る可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

SFP GBIC モジュールに適切な光ファイバ ケーブルを直接接続します。大部分の装置は、シンプレッ
クス コネクタまたはデュプレックス コネクタのどちらでも使用できます（図 2-13 に、SFP GBIC ス
ロット 0/1 にデュプレックス コネクタを使用した SFP GBIC モジュールを示します）
。
•

シンプレックス コネクタの場合、ケーブルが 2 本必要です。1 本は送信（TX）用、もう 1 本は
受信（RX）用です。

•

デュプレックス コネクタの場合は、TX コネクタと RX コネクタを両方備えたケーブルが 1 本
だけ必要です。
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モード調整パッチ コードを GLC-LH-SM と組み合わせて使用することにより、SFP GBIC モジュー
ルのシングルモード レーザー光源とマルチモード光ファイバ ケーブル間で信頼性の高いレーザー
伝送が可能になります。取り付け方法については、
「モード調整パッチ コードの取り付け」
（p.2-20）
を参照してください。

モード調整パッチ コードの取り付け
モード調整パッチ コードを GLC-LH-SM と組み合わせて使用することにより、SFP GBIC のシング
ルモード レーザー光源とマルチモード光ファイバ ケーブル間で信頼性の高いレーザー伝送が可能
になります。
シングルモード光ファイバ上で動作するように設計されている未調整レーザー光源をマルチモー
ド光ファイバ ケーブルに直接接続すると、Differential Mode Delay（DMD; ディファレンシャル モー
ド遅延）の影響により、光ファイバ ケーブルのモード帯域幅が劣化します。
この劣化により、信頼性のある伝送を保証できるリンク距離（トランスミッタとレシーバーの間の
距離）が短くなります。DMD の影響は、レーザー光源のラウンチ特性を調整することによって避
けられます。この調整を行うには、モード調整パッチ コードの使用が有効です。
モード調整パッチ コードは、コネクタ ハードウェアで終端する一対の光ファイバで構成された光
ファイバ ケーブル アセンブリです。具体的には、モード調整パッチ コードは中心から外れてグレー
デッド インデックス型マルチモード光ファイバに固定結合されたシングルモード光ファイバ（図
2-14 のオフセットを参照）で構成されています。図 2-14 に、モード調整パッチ コード アセンブリ
を示します。

図 2-14

SFP のモード調整パッチ コード

4
1

//

2

//

5

6

4

7

1

グレーの識別カラー

5

シングルモード バー

2

GE インターフェイスへ

6

オフセット

3

ブルーの識別カラー

7

ベージュの識別カラー

4

マルチモード バー

8

ケーブル プラントへ

84159

8

3

（注）

7

//

図 2-14 は、モード調整パッチ コードの 1 タイプです。
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モード調整パッチ コードは、次の手順で使用します。

ステップ 1

SFP GBIC モジュールにパッチ コードを接続します（図 2-13 を参照）
。

ステップ 2

パッチ コードのネットワーク側を建物のケーブル プラントに設置されている適切な 1000BASE-X
装置に接続します。
必ず、パッチ コードの一方の TX および RX ポートをそれぞれ、反対側の RX および TX ポートに
接続してください。TX を RX に、RX を TX に接続します。

入出力ケーブルの接続手順は、これで完了です。
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アラーム ポート ケーブルの接続
図 2-15

アラーム ポート ケーブルの接続

1
CONSOLE

ALARM

80279

COMPACT
FLASH
STATUS

1

アラーム ポート

アラーム システムを使用する場合は、Cisco 7301 ルータのアラーム ポートにアラーム ケーブルを接
続します。別途、アラーム ポート ケーブルが必要です。アラーム ポートにケーブル コネクタを差
し込みます。ケーブル コネクタの向きが正しくないと、アラーム ポートに差し込めません。
アラーム ポートは、Cisco IOS をクラッシュさせる致命的なエラーまたは重大なエラーをモニタす
るために使用します。アラーム ポートは、通常は閉じている半導体リレーに接続します。Cisco IOS
がハードウェア ポートに書き込むと、リレーの接点が開きます。システムが ROMmon またはウォッ
チドッグ リセット ステートになると、リレーの接点が閉じます。接点が閉じることによって、ア
ラーム表示がオンになるか、または Cisco IOS のクラッシュが発生したことをモニタします。
インターフェイス障害またはその他の致命的ではないエラーが発生した場合、アラーム ポートは反
応しません。引き続き SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用してこれらのタイプのエ
ラーを管理します。
アラーム ポートの仕様については、付録 A「仕様」の「アラーム ポート」（p.A-10）を参照してく
ださい。
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ケーブル マネジメント ブラケットの使用方法
図 2-16

ケーブル マネジメント ブラケットにインターフェイス ケーブルを通した固定方法
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B

COMPACT
FLASH

80280

SLOT 1

1

1

入出力ケーブル

2

ケーブル マネジメント ブラケット

ケーブル マネジメント ブラケットに通すことによって、ポート アダプタ インターフェイス ケーブ
ルおよび入出力ケーブルを固定します。
「電源接続」（p.2-24）に進み、作業を完了してください。

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-5418-07-J

2-23

第2章

ラックマウント、卓上への設置、およびケーブル接続

電源接続

電源接続
ここでは、AC 入力および DC 入力電源を Cisco 7301 ルータに接続する手順について説明します。

警告

この装置には、複数の電源が接続されている場合があります。装置の電源を完全にオフにするに
は、すべての電源を切断する必要があります。

警告

この製品は設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されてい
ます。このため、屋内配線には必ず、米国では 120 VAC、15 A、その他の国では 240 VAC、10 A
以下のヒューズまたは回路ブレーカーを使用してください。

AC 入力電源の接続
図 2-17

二重 AC 電源装置電源コード

ALARM

100 -24 0V,
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A
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FLASH
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図 2-18

AC 入力電源の接続
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1

AC 電源コンセント

2

調整用 AC 電源コード固定クリップ
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次の手順で、AC 入力電源装置を接続します。

ステップ 1

ルータの前面で、電源スイッチがオフ（O）の位置になっていることを確認します。

ステップ 2

単一電源コードの場合は、ルータの AC コネクタにそのまま差し込みます。二重 AC 電源装置の場
合は、それぞれの AC コネクタに AC 電源コードを 1 本ずつ差し込みます。二重 AC 電源装置の場
合、2 本のコードをネジでシャーシに固定します。

ステップ 3

単一 AC 電源装置の場合は、ケーブル固定クリップ ワイヤをクリップ ブラケット穴に差し込みま
す。プラスチックの部分をクリップに押し込み、長さを調整します。図 2-18 を参照してください。

ステップ 4

AC 電源ケーブルを調整用ケーブル固定クリップにはめ込みます。ケーブルをはめ込むプラスチッ
ク部分は、支えのワイヤから取り外すことができるので、ケーブルが落ち着くように位置を調整で
きます。

ステップ 5

AC電源にAC電源装置のコードを接続します。二重AC電源装置の場合は、この作業を繰り返します。

（注）

（注）

ルータの電源をオフにした場合は、30 秒以上経過してから再び電源を入れます。

必要に応じて、鉄共振型の Uninterruptable Power Supply（UPS; 無停電電源装置）ではなく、正弦波
出力型の UPS を使用してください。

AC 入力電源を接続する手順は、これで完了です。設置作業は完了しました。第 3 章「ルータの起
動および設定」に進み、ルータを起動して基本設定を行ってください。

DC 入力電源の接続

（注）

DC 入力電源装置の導線の色分け方式は、設置場所の DC 電源の色分け方式によって決まります。
DC 入力電源装置に選択する導線の色分け方式は、DC 電源で使用されている導線の色分け方式と
一致させる必要があります。

警告

装置を設置するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

警告

アースまたは電源コードをシャーシに接続したり取り外したりする前に、DC 回路に電気が流れて
いないことを確認します。すべての電源を確実に切断するには、配電盤上で DC 回路に対応してい
る回路ブレーカーを OFF の位置に切り替え、回路ブレーカーのスイッチ ハンドルを OFF の位置
のままテープで固定します。
Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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警告

この製品は設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されてい
ます。このため、屋内配線には必ず、電気容量に適合した 60 VDC、15 A 以下のヒューズまたは保
護回路ブレーカーを使用してください。

注意

このシステムへの DC リターン接続は、システム フレームおよびシャーシ（DC-I）からの分離を
保つためのものです。

次の手順で、DC 入力電源装置を接続します。

ステップ 1

ルータの前面で、電源スイッチがオフ（O）の位置になっていることを確認します。

ステップ 2

DC 電源装置の導線に電気が流れていないことを確認します。すべての電源を確実に切断するには、
配電盤上で DC 回路に対応している回路ブレーカーを OFF の位置に切り替え、回路ブレーカーのス
イッチ ハンドルを OFF の位置のままテープで固定します。

ステップ 3

ワイヤ ストリッパを使用して、–V および +V の導線を 0.55 インチ（14 mm）ほどはぎ取ります。

4

3

50538

A

A

B

DC プラグへの導線接続、および DC コネクタへの DC プラグ接続

B

図 2-19

5

1
2

ステップ 4

1

DC プラグ

4

単一 DC 電源コネクタ

2

導線

5

二重 DC 電源コネクタ

3

コネクタに + および – の刻印

Cisco 7301 ルータ付属の DC プラグに –V 導線および +V 導線を差し込みます。プラグを使用するこ
とによって、導線のネジを緩めなくても、電源装置から DC 導線を外すことができます。
a. 図 2-19 のように、プラグ（1）をコネクタ（4）に向けます。プラグは 1 方向にだけ差し込める
ようになっています。コネクタに記号（+ A –）が刻印されていることを確認してください（3）。
プラグに導線を差し込むときには、この記号とプラグの向きが目印になります。
b. 図 2-19 のように、プラグに +V の導線（2）
を差し込み、ネジを締めてプラグに導線を固定します。
c. 図 2-19 のように、プラグに –V の導線を差し込み、ネジを締めてプラグに導線を固定します。
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ステップ 5

二重 DC 電源装置の場合、もう 1 つのプラグに対してステップ 4 を繰り返します。

ステップ 6

シャーシの DC 電源コネクタに DC プラグを差し込みます。二重 DC 電源装置の場合は、もう 1 つ
の DC プラグを DC 電源コネクタに差し込みます。

ステップ 7

回路ブレーカーを ON の位置にします。

ステップ 8

電源スイッチを押し、ルータを起動します。

（注）

ルータの電源をオフにした場合は、30 秒以上経過してから再び電源を入れます。

DC 入力電源を接続する手順は、これで完了です。設置作業は完了しました。第 3 章「ルータの起
動および設定」に進み、ルータを起動して基本設定を行ってください。
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ルータの起動および設定
この章では、Cisco 7301 ルータのシステムを起動して基本設定を行う方法について説明します。こ
の章の内容は、次のとおりです。
•

機能の概要（p.3-2）

•

システム起動前の確認（p.3-10）

•

システムの起動および初期状態の確認（p.3-10）

•

Cisco 7301 ルータの設定（p.3-12）

•

セカンド プロセッサの動作（p.3-25）

•

NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存（p.3-32）

•

実行コンフィギュレーションの設定値の確認（p.3-32）

•

その他の設定作業（p.3-32）

•

ROMmon の Cisco 7301 でのアップグレード（p.3-33）

•

アップグレードに関するトラブルシューティング（p.3-35）

•

パスワードを忘れた場合（p.3-36）

•

システム コンフィギュレーションの表示（p.3-40）

•

複雑な設定（p.3-42）

この章で説明するルータの基本設定だけで、ネットワークにアクセスするには十分です。複雑な設
定手順については、このマニュアルでは扱いません。ご使用のシスコ ハードウェアに搭載されたソ
フトウェアのリリースに対応する、Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション マニュアル
セットの中のモジュラ コンフィギュレーション マニュアルおよびモジュラ コマンド リファレンス
マニュアルを参照してください。
コンソールから Cisco 7301 ルータを設定する場合は、ルータのコンソール ポートに端末を接続する
必要があります。
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機能の概要
ここでは、Cisco 7301 ルータの機能の概要を紹介します。ルータのポート アダプタの番号方式およ
びアドレッシング方式、環境モニタおよびレポート機能、Online Insertion and Removal（OIR; ホット
スワップ）について説明します。これらの説明は、Cisco 7301 ルータの機能を理解するのに役立ち
ます。

シャーシ スロットおよび論理インターフェイスの番号
Cisco 7301 ルータの場合、ポート アダプタ スロット番号 は、ポート アダプタが搭載されている
シャーシ スロットです。これに対して論理インターフェイス番号は、ポート アダプタのインター
フェイス ポートの物理的な位置です。
Cisco 7301 ルータのポート アダプタ スロット番号は、スロット 1 になっています。ポート アダプ
タ スロット 0 は、論理ポート 10/100/1000 用に常に予約されています。
MAC（メディア アクセス制御）アドレスすなわちハードウェア アドレスは、標準のデータ リンク
レイヤ アドレスであり、一部のネットワーク インターフェイス タイプには必須です。ネットワー
クの他の装置がこのアドレスを使用することはありません。各ポートに固有のアドレスです。Cisco
7301 ルータは、特定の方式でポート アダプタの MAC アドレスを割り当てて管理します。MAC ア
ドレスについては、「MAC アドレス」
（p.3-4）を参照してください。
ポート アダプタ スロットは、ソフトウェア コマンドを使用して調べることができます。全ポート
アダプタ スロットの情報を表示する場合は、show interfaces コマンドを使用します。特定のポート
アダプタ スロットの情報を表示するには、show interfaces コマンドで show interfaces port-adaptertype slot-number/port-number の形式でポート アダプタ タイプおよびスロット番号を指定します。コ
マンドを省略し（sh int）、なおかつポート アダプタ タイプおよびスロット番号（すなわち引数）を
指定しなかった場合、コマンドは show interfaces と解釈され、すべてのポート アダプタおよびポー
トのステータスが表示されます。
次に、引数を指定しなかった場合の show interfaces コマンドの出力例を示します。Cisco 7301 ルー
タのポート アダプタについて、
（物理ポート アダプタ番号を含む）ステータス情報が表示されてい
ます。
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各インターフェイスのステータス情報はほとんど省略しています。
Router# show interfaces
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c1b (bia 0005.dd2c.7c1b)
Internet address is 10.1.3.153/16
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 19:00:50
Input queue:0/75/63658/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c1a (bia 0005.dd2c.7c1a)
Internet address is 192.18.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 5/255, rxload 6/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is SX
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 18:56:46, output 00:00:09, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 19:00:52
Input queue:0/75/16176489/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）
GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c19 (bia 0005.dd2c.7c19)
Internet address is 1.1.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 5/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is SX
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:04:42, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 19:00:54
Input queue:0/75/22087/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）

インターフェイス タイプ（イーサネット、トークン リング、ATM など）、ポート アドレス
（slot-number/port-number）などの引数を使用して、特定のインターフェイスだけの情報を表示する
こともできます。
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次に、ギガビット イーサネット ポートの最初のポートに関する出力例を示します。
Router# show interfaces g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c1b (bia 0005.dd2c.7c1b)
Internet address is 10.1.3.153/16
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 19:04:04
Input queue:0/75/63658/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）

Cisco 7301 ル ー タ の 設 定 に 使 用 す る コ マ ン ド の 詳 細 お よ び 使 用 手 順 に つ い て は、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』お よ び『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Command Reference』を参照してください。これらの資料は次の URL にアクセスして参照できます。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm

MAC アドレス
すべての LAN インターフェイス（ポート）に固有の MAC アドレス（ハードウェア アドレス）が
必要です。インターフェイスの MAC アドレスは通常、インターフェイスの回路に直接搭載された
メモリ コンポーネントに保管されますが、OIR 機能には別の方式が必要です（OIR については、
「OIR の概要」[p.3-5] を参照）。
OIR 機能を利用すると、ポート アダプタを取り外したり、まったく同じ設定のものと交換したりす
ることができます。新しいポート アダプタが取り外したポート アダプタと一致している場合、シ
ステムは交換したポート アダプタをただちにオンラインにします。OIR をイネーブルにするため
に、固有の MAC アドレスを持つアドレス アロケータがシステム ボード上の Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory（EEPROM; 電気的消去再書き込み可能 ROM）に保存されます。各
アドレスは、ルータの特定のポートおよびスロット用に予約されます。ポート アダプタがそのス
ロットにあるかどうかは関係ありません。Cisco 7301 のポート アダプタ スロット用 MAC アドレス
はスロット 0 です。ポート アダプタを取り外して別のルータに搭載しても、MAC アドレスがネッ
トワーク内で移動したり、複数の装置に割り当てられたりすることはありません。
MAC アドレスが各ポート アダプタに保存されていると、あるポート アダプタをまったく同じもの
と交換できないので、OIR は機能しません。MAC アドレスが変わってしまうからです。また、ポー
ト アダプタを交換するたびに、ネットワーク上の他の装置は新しいアドレスでそれぞれのデータ構
造を更新しなければなりません。他の装置が迅速に更新されないと、同時に複数の装置で同じ MAC
アドレスが使用される可能性があります。

（注）

あらゆるスロットの MAC アドレスを中央の 1 箇所で保存すると、アドレスは保存されているメモ
リ デバイス上で保持されることになります。
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OIR の概要
Cisco 7301 ルータのポート アダプタおよびサービス アダプタは、いずれも OIR 対応です。ただし、
トラフィックが活発に流れているポート アダプタを取り外す場合は、事前にインターフェイスを
シャットダウンする方が賢明です。ポート上をトラフィックが通過しているときにポート アダプタ
を取り外すと、システムが停止することがあります。ポート アダプタを取り付けると、ポートを再
びアクティブにできます。

（注）

ルータまたはスイッチからポート アダプタを取り外すと、OIR がポート アダプタのすべてのアク
ティブ インターフェイスを管理上のシャットダウン状態にします。

OIR 機能によって、ルータの動作中にポート アダプタおよびサービス アダプタを取り付けたり交
換したりすることができます。ソフトウェアに通知したり、システムの電源を切る必要はありませ
ん。ただし、取り外し作業中はそのポート アダプタにトラフィックを流さないようにする必要があ
ります。OIR は、ネットワーク上のエンドユーザには影響がなく、しかもあらゆるルーティング情
報を保持し、セッションを維持できる方式です。
次に説明する OIR 機能は、あくまでも参考情報です。Cisco 7301 ルータのポート アダプタおよび
サービス アダプタの具体的な取り付けおよび交換手順については、各ポート アダプタまたはサー
ビス アダプタに対応するオンラインのコンフィギュレーション ノートを参照してください。
各ポート アダプタまたはサービス アダプタには、ルータに接続するバス コネクタが 1 つ備わって
います。このコネクタには、3 種類の長さで段になった 1 組のピンがあり、これがポート アダプタ
またはサービス アダプタと接触したときに、システムに特定の信号を送ります。システムは受信し
た信号と受信順序を検証して、ポート アダプタまたはサービス アダプタがシステムから取り外さ
れたのか、それともシステムに取り付けられたのかを判断します。システムはこれらの信号から、
新しいインターフェイスを再初期化するか、それとも取り外されたインターフェイスをシャットダ
ウンするかを決定します。
たとえば、ポート アダプタまたはサービス アダプタを取り付けた場合、最も長いピンがポート ア
ダプタ / サービス アダプタと最初に接触し、最も短いピンが最後に接触します。システムは信号と
信号の受信順序を認識します。
Cisco 7301 ルータのポート アダプタまたはサービス アダプタを取り外すか、または取り付けると、
ピンが信号を送ってシステムに知らせます。さらに、次の作業が実行されます。
1. システムの設定変更を迅速にスキャンします。
2. 新しく取り付けられたポート アダプタまたはサービス アダプタを初期化し、インターフェイ
スが取り外された場合にはそれを記録して管理上のシャットダウン状態にします。
3. ポート アダプタのすべての設定済みインターフェイスを取り外されたときと同じ状態に戻し
ます。新しく取り付けられたインターフェイスは、起動時に（未設定で）存在していた場合と
同様、管理上のシャットダウン状態になります。スロットに同じポート アダプタ タイプを再
び取り付けた場合は、そのポートが設定され、元のポート アダプタのポート数までオンライン
になります（サービス アダプタには設定可能なポートはありません）。
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環境モニタおよびレポート機能
環境モニタおよびレポート機能を利用すると、動作が停止する前に望ましくない環境条件を特定し
て是正することによって、正常なシステム動作の維持が可能です。環境モニタ機能は、シャーシ内
部の温度および DC 電源装置の電圧と電流を常時モニタします。条件がシャットダウン スレッシュ
ホールドに達すると、過熱で機器が損傷しないように、システムをシャットダウンします。レポー
ト機能は、あとで取り出して分析できるように、測定パラメータ値を定期的に記録します。レポー
ト機能はさらに、モニタ対象のパラメータが設定されたスレッシュホールドを超えた場合に、コン
ソールに警告を表示します。

環境モニタ
環境モニタ機能は 2 つのセンサを使用します。センサ 1（U62）はシステム ボードの前面端の裏側
にあり、センサ 2（U5）はファンのそばにあります。温度が設定されたスレッシュホールドを超え
ると、システム コントローラによってコンソール端末に警告メッセージが表示されます。温度が
シャットダウン スレッシュホールドを超えた場合には、システム コントローラによってシステム
がシャットダウンされます。温度と DC 電圧の両方について、現在のパラメータ測定値が NVRAM
（不揮発性 RAM）に保存されるので、あとで最後のシャットダウン パラメータのレポートとして取
り出すことができます。
内蔵電源装置の温度または電圧がクリティカル レベルに達すると、電源装置はシステム プロセッ
サといっさい対話せずにシャットダウンします。
環境モニタ機能では、次のレベルのステータス条件を使用して、システムをモニタします。
•

正常 ― モニタ対象のすべてのパラメータが正常な許容範囲内です。

•

警告 ― システムが指定のスレッシュホールドを超えました。システム動作は継続されますが、
システムが正常な状態に戻るように、オペレータが対処することを推奨します。

•

クリティカル ― 許容範囲外の温度または電圧条件が存在します。システム動作は継続されま
すが、システムはいずれシャットダウンされます。オペレータの対処がただちに必要です。

•

シャットダウン ― システム コンポーネントが物理的な損傷を受ける可能性のある温度条件を
プロセッサが検出し、すべての内蔵コンポーネントに対して DC 電源を使用できないようにし
ました。オペレータの対処がただちに必要です。電源スイッチを切り替えるまで、すべての DC
電源は使用不能のままです。シャットダウンする前に、NVRAM にモニタ対象パラメータのス
テータスが記録されているので、あとでログを取り出し、問題の原因究明に役立てることがで
きます。

•

電源装置シャットダウン ― 電源装置が内部で許容範囲外の過電圧、過電流、または温度条件
を検出し、自動的にシャットダウンしました。電源スイッチを切り替えるまで、すべての DC
電源は使用不能のままです。

表 3-1 に、Cisco 7301 ルータの一般的な温度スレッシュホールドを示します。表 3-2 に、正常、警
告、およびクリティカル（電源装置がモニタする）
レベルの DC 電源スレッシュホールドを示します。
表 3-1

プロセッサがモニタする一般的な温度スレッシュホールド

パラメータ

警告の上限

クリティカルの上限 シャットダウン

センサ 1（U62、ポート アダプタ ス 113°F（45°C）
ロットの下、システム ボード前面端
の裏側）

122°F（50°C）

131°F（55°C）

センサ 2（U5、ファンのそば、シス 122°F（50°C）
テム ボードの上）

131°F（55°C）

140°F（60°C）
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（注）

表 3-2 に、show environment table コマンドの出力を示します。

表 3-2

電源装置がモニタする一般的な DC 電圧スレッシュホールド

パラメータ

クリティカルの下限

警告の下限

警告の上限

クリティカルの上限

+3.30V

+2.96

+3.12

+3.46

+3.62

+2.50V

+2.24

+2.37

+2.62

+2.75

+12.25V

+11.03

+11.65

+12.87

+13.49

+5.00V

+4.50

+4.74

+5.24

+5.50

–12.00V

–10.82

–11.39

–12.58

–13.20

+5.20V

+4.68

+4.94

+5.46

+5.72

+1.50V

+1.34

+1.41

+1.58

+1.65

+1.20V

+1.07

+1.15

+1.26

+1.32

+1.25V

+1.12

+1.18

+1.30

+1.37

レポート機能
シャーシ インターフェイスがモニタしているパラメータが所定のスレッシュホールドを超えると、
Cisco 7301 ルータがコンソールに警告メッセージを表示します。show environment、
show environment all、show environment last、および show environment table コマンドで環境ステー
タス レポートを取り出して表示することもできます。60 秒おきにパラメータが測定され、レポー
トが更新されます。次に、各コマンドについて簡単に説明します。

注意

シャーシの過熱を防止するために、システムが冷気を取り込んでいるかどうかを確認してくださ
い。他の装置の排気が入り込むと、過熱条件が発生する可能性があります。冷気が遮られずにシャー
シ内を流れ、排気がシャーシから排出され、なおかつ他の装置の吸気口に入り込むことがないよう
に、シャーシの周囲に十分なスペースがあるかどうかを確認してください。

show environment コマンドは、システムの現在の環境について、ステータス レポートを表示しま
す。このレポートには、正常値以外のパラメータが示されます。システム ステータスが正常な場
合、パラメータは表示されません。次の出力例は、モニタ対象のすべてのパラメータが正常範囲内
の場合です。
Router# show environment
All measured values are normal

環境ステータスが正常ではない場合、最悪の場合のステータス レベルが報告されます。過電圧の警
告の例を示します。
Router# show environment
Warning:+3.45 V measured at +3.27 V

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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show environment last コマンドは、
NVRAM のログを取り出して表示します。最後のシステム シャッ
トダウンの理由（シャットダウンが電圧または温度に関連している場合）およびそのときの環境ス
テータスが示されます。温度が測定されて表示され、電源装置が供給している DC 電圧も表示され
ます。
show environment last コマンドの出力例を示します。
Router# show environment last
chassis inlet
previously measured at 30C/86F
chassis outlet 1
previously measured at 28C/82F
chassis outlet 2
previously measured at -1C/31F
chassis outlet 3
previously measured at -1C/31F
+3.45 V
previously measured at +3.27
+5.15 V
previously measured at +5.01
+12.15 V
previously measured at +12.34
-11.95 V
previously measured at -12.41
last shutdown reason - power supply shutdown

show environment table コマンドは、温度センサ別、モニタ対象の各ステータス レベル別に、温度
および電圧のスレッシュホールドを表示します。これらのスレッシュホールドは、表 3-1 および表
3-2 と対応しています。この出力には、システムのシャットダウン スレッシュホールドも示されま
す。
Cisco 7301 ルータの場合について、show environment table コマンドの出力例を示します。
Router# show environment table
Sample Point
LowCritical
LowWarning
HighWarning
Thermal Sensor 1
45C/113F
Thermal Sensor 2
50C/122F
+3.30 V
+2.96
+3.12
+3.46
+2.50 V
+2.24
+2.37
+2.62
+12.25 V
+11.03
+11.65
+12.87
+5.00 V
+4.50
+4.74
+5.24
-12.00
-10.82
-11.39
-12.58
+5.20 V
+4.68
+4.94
+5.46
+1.50 V
+1.34
+1.41
+1.58
+1.20 V
+1.07
+1.15
+1.26
+1.25 V
+1.12
+1.18
+1.30
System shutdown for Thermal Sensor 1 is 55C/131F
System shutdown for Thermal Sensor 2 is 60C/140F

（注）

HighCritical
50C/122F
55C/131F
+3.62
+2.75
+13.49
+5.50
-13.20
+5.72
+1.65
+1.32
+1.37

温度範囲および値は変更される場合があります。

show environment all コマンドは、温度および電圧の値を含めた拡張レポートを表示します。show
environment all コマンドは、どの電源装置スロットが使用されていて、どのスロットが空かを示す
レポートも表示します。
show environment all コマンドの出力例を示します。
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AC 電源装置が搭載されている場合
Router# sh environment all
Power Supplies:
Power Supply is Internal AC Power Supply. Unit is on.
Temperature readings:
Thermal Sensor 1 measured at 28C/82F
Thermal Sensor 2 measured at 33C/91F
Voltage readings:
+3.30 V
+2.50 V
+12.25 V
+5.00 V
-12.00 V
+5.20 V
+1.50 V
+1.20 V
+1.25 V

measured
measured
measured
measured
measured
measured
measured
measured
measured

at
at
at
at
at
at
at
at
at

+3.27 V
+2.46 V
+12.17 V
+4.94 V
-12.01 V
+5.20 V
+1.48 V
+1.20 V
+1.23 V

Fans:
Fan
Fan
Fan
Fan
Fan

1
2
3
4
5

is
is
is
is
is

believed
believed
believed
believed
believed

to
to
to
to
to

be
be
be
be
be

working
working
working
working
working

Envm stats saved 0 time(s) since reload

ファン障害
システムの電源が入ると、5 個のファンがすべて動作するはずです。ファンが 1 つ故障しても、シ
ステム動作は維持されます。ファンが 1 つ故障した場合は、次のようなメッセージが表示されます。
router: 00:03:46:%ENVM-3-BLOWER:Fan 2 may have failed

温度が設定されたスレッシュホールドを超えると、システム コントローラによってコンソール端末
に警告メッセージが表示されます。温度がシャットダウン スレッシュホールドを超えた場合には、
システム コントローラによってシステムがシャットダウンされます。
温度がシャットダウン スレッシュホールドを超えたことが原因でシステムがシャットダウンした
場合、システムの再起動時に、コンソール画面と環境出力に次のようなメッセージが表示されます。
Queued messages:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental Monitor initiated shutdown

環境モニタ コマンドの詳細および使用手順については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Configuration Guide』および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』を参照して
ください。これらの資料はオンライン利用できます。
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システム起動前の確認
ルータを起動する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
•

ポート アダプタが正しいスロットに搭載されていて、ポート アダプタ ラッチがロックの位置
になっている

•

ネットワーク インターフェイス ケーブルがポート アダプタに接続されている

•

コンパクト フラッシュ ディスクが搭載されている

•

コンソール端末がオンになっている

条件が満たされていれば、いつでもルータを起動できます。
「システムの起動および初期状態の確
認」に進んでください。

システムの起動および初期状態の確認
Cisco 7301 ルータを設置してケーブルを接続したあとで、次の手順でルータを起動します。

ステップ 1

ルータの前面に回り、電源装置の電源スイッチをオン（|）の位置にします。

ステップ 2

ファンの音を聞きます。起動と同時に動作音がするはずです。

ステップ 3

起動プロセスの間、システム LED を確認します。ポート アダプタの LED は不規則な順番で点灯
し、消灯します。点灯、消灯のあと、再び一時的に点灯することもあります。ルータでは、グリー
ンの STATUS LED が点灯したままになります。

ステップ 4

初期化プロセスを確認します。システムの起動が完了すると（数秒）、プロセッサがポート アダプ
タと入出力サブシステムの初期化を開始します。この初期化の間に、ポート アダプタの LED が点
滅するはずです。
初期化が完了すると、ポート アダプタの ENABLED LED が点灯し、コンソール画面に次のような
スクリプトとシステム バナーが表示されます。
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7301 Software (C7301-JS-M), Version 12.2(V99.1)Copyright (c) 1986-2001 by
cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 19-May-01 11:31 by
Image text-base:0x60008960, data-base:0x617CA000

ステップ 5

ルータの初回起動時には、セットアップ機能が自動的に開始されます。この機能が、搭載されてい
るポート アダプタを判別し、設定情報の入力を要求します。コンソール端末にシステム バナーと
ハードウェア構成が表示されたあとで、次のような System Configuration Dialog プロンプトが表示さ
れます。
--- System Configuration Dialog --At any point you may enter a questions mark ‘?’ for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets ‘[]’.
continue with configuration dialog? [yes]:

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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そのままセットアップ機能を使用してインターフェイスを設定することも、セットアップを終了
し、コンフィギュレーション コマンドを使用してグローバル（システム全体）およびインターフェ
イス固有のパラメータを設定することもできます。ただちにインターフェイスを設定しなくてもか
まいませんが、設定するまでは、インターフェイスをイネーブルにすることも、ネットワークにイ
ンターフェイスを接続することもできません。
ポート アダプタの LED の多くは、インターフェイスを設定するまで点灯しません。各インターフェ
イスの動作が正しいかどうかを調べるには、初期起動手順と設定を完了し、ポート アダプタのコン
フィギュレーション ノートで LED の説明を参照しながら、インターフェイスの状態を確認してく
ださい。
起動手順の各ステップを完了できない場合は、第 5 章「初期起動時の問題のトラブルシューティン
グ」に進み、トラブルシューティングの推奨事項と手順を参照してください。
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Cisco 7301 ルータの設定
ルータを設定する前に、Cisco Security Device Manager といった管理ツールを使用するかどうかを決
めます。
Cisco Security Device Manager（SDM）バージョン 1.1 はオプションの Java ベースのデバイス管理
ツールで、Cisco CLI（コマンドライン インターフェイス）の知識がなくても LAN インターフェイ
ス、ルーティング、Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）
、ファイアウォー
ル、Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）、その他の機能を設定することができます。SDM の
アドバンス モードを使用すると、Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）、ルーティング プ
ロトコル、その他のオプションといった機能を設定できます。

（注）

SDM がサポートしていない機能については、CLI コマンドを使って設定する必要があります。SDM
は次の機能をサポートしません：WAN コンフィギュレーション、ギガビット イーサネット イン
ターフェイス、AA クライアント、EZ VPN サーバ、Quality of Service（QoS; サービス品質）、SSHv2、
DHCP サーバ コンフィギュレーション オプション、ユーザビリティ拡張

SDM は、VPN バンドルまたは 7xxx VPN バンドルの一部として発注すると、ルータのフラッシュ
ディスクまたはコンパクト フラッシュ ディスクにあらかじめインストールして出荷されます。ご
使用のルータに SDM があらかじめインストールされていない場合、Cisco ソフトウェア センター
（http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/index.shtm）から無償でダウンロードできます。SDM は
GUI（グラフィカル ユーザ インターフェイス）を使用するため、Web ブラウザをサポートする PC
を使用してアクセスする必要があります。詳細は『Security Device Manager (SDM), Version 1.1 User
Note for the 7xxx Routers』を参照してください。
Cisco 7301 ルータを設定するには、ここで説明する手順のどれか 1 つを使用します。
•

AutoInstall による基本設定（p.3-13）

•

セットアップ機能による基本設定（p.3-13）

•

グローバル コンフィギュレーション モードによる基本設定（p.3-24）

ネットワーク コンフィギュレーションの条件に最適な手順に従ってください。

（注）

ルータを設定する前に、システム管理者から有効なネットワーク アドレスを取得するか、または
ネットワーク プランに基づいて有効なアドレスを決定しておく必要があります。

設定作業を進める前に、show version コマンドを入力して、ルータの現在の状態を確認します。show
version コマンドを実行すると、ルータで利用できる Cisco IOS ソフトウェアのリリースが表示され
ます。show version コマンドの出力例については、
「システム コンフィギュレーションの表示」
（p.3-40）を参照してください。
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AutoInstall による基本設定
AutoInstall プロセスは、WAN 接続後に自動的に Cisco 7301 ルータを設定するように設計されてい
ます。AutoInstall を正常に機能させるには、必要なコンフィギュレーション ファイルを提供するよ
うに、ネットワーク上の TCP/IP ホストを前もって設定しておく必要があります。TCP/IP ホストは、
次の 2 つの条件が満たされているかぎり、ネットワーク上のどこにあってもかまいません。
1. ホストが、ルータと WAN との間の同期シリアル接続のリモート側に存在していること。
2. ルータと TCP/IP ホスト間で UDP ブロードキャストの送受信がイネーブルになっていること。
この機能は、TCP/IP ホストが配置されているサイトで、システム管理者が調整します。TCP/IP ホ
ストで必要なファイルが使用可能になっていない場合は、AutoInstall を使用しないでください。
AutoInstall の機能については、
『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』および
『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』を参照してください。
次の手順で、AutoInstall プロセスを使用できるように Cisco 7301 ルータを準備します。

ステップ 1

ルータの同期シリアル インターフェイス 0 に適切な同期シリアル ケーブルを接続します。

ステップ 2

電源装置の電源スイッチをオン（|）の位置にします（この動作によって、ルータに対する AC 電源
がオンになります）。
フラッシュ メモリからオペレーティング システム イメージがルータにロードされます。WAN 接
続のリモート側が接続され、正しく設定されている場合は、AutoInstall プロセスが開始されます。
AutoInstallプロセスの完了後、copy running-config startup-configコマンドを使用して、
ルータのNVRAM
にコンフィギュレーション データを書き込みます。この作業は次の手順によって完了します。

ステップ 3

# プロンプトに次のコマンドを入力します。
Hostname# copy running-config startup-config

（注）

ステップ 3 によって、AutoInstall が作成した設定値が NVRAM に保存されます。この作業を怠る
と、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

セットアップ機能による基本設定
AutoInstall を使用しない場合には、ルータのシリアル（WAN）ケーブルを CSU/DSU（チャネル サー
ビス ユニット / データ サービス ユニット）に接続しないでください。WAN ケーブルが接続されて
いない場合、ルータはフラッシュ メモリから起動し、自動的にセットアップ機能が開始されます。

（注）

イネーブル プロンプト（#）に setup コマンドを入力することによって、いつでもセットアップ機
能を実行できます。

シリアル（WAN）ケーブルが CSU/DSU に接続されていて、なおかつ NVRAM にコンフィギュレー
ションが保管されていない場合、ルータは起動時に AutoInstall を実行しようとします。リモートの
TCP/IP ホストに対して AutoInstall が設定されていないことをルータが判別するまでに、数分かかる
場合があります。ルータは AutoInstall が設定されていないと判断すると、デフォルトでセットアッ
プ機能を実行します。
Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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グローバル パラメータの設定
セットアップ プログラムを初めて起動したときに、グローバル パラメータを設定する必要があり
ます。これらのパラメータは、システム全体に及ぶ設定値を制御するために使用されます。次の手
順で、グローバル パラメータを入力します。

ステップ 1

コンソール ポートにコンソール端末を接続し、ルータを起動します。
システムはフラッシュ メモリから起動します。約 30 秒後に、次のようなメッセージが表示されま
す。この情報が表示されれば、ルータは正常に起動しています。
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7301 Software (C7301-JS-M), Experimental Version 12.2(20030103:230909) [biff
100]
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 03-Jan-03 16:03 by biff
Image text-base:0x600088F4, data-base:0x617F6000
cisco 7301 (NPE-G1) processor (revision A) with 245760K/16384K bytes of memory.
Processor board ID 0
SB-1 CPU at 650Mhz, Implementation 1, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
1 slot midplane, Version 2.0
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
3 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
125440K bytes of ATA PCMCIA card at slot 2 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Press RETURN to get started!

コンフィギュレーション スクリプトの最初の 2 つのセクション（バナーと搭載ハードウェア）が表
示されるのは、初回のシステム起動時だけです。それ以後、セットアップ機能を使用すると、スク
リプトは次の例のように、System Configuration Dialog から始まります。
--- System Configuration Dialog --At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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ステップ 2

初期設定ダイアログを開始し、現在のインターフェイス サマリーを表示するかどうかを尋ねられる
ので、yes を入力するか、または Return キーを押します。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]:
First, would you like to see the current interface summary? [yes]:

次の例では、Cisco 7301 ルータの最初の起動であることをサマリーが示しています。したがって、
何も設定されていません。
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
Interface
IP-Address
ATM1/0
unassigned
FastEthernet2/0 unassigned

ステップ 3

OK?
NO
NO

Method
unset
unset

Status
down
down

Protocol
down
down

インターフェイスでサポートするプロトコルを選択します。IP 専用の場合には、質問の大部分でデ
フォルト値を使用できます。以下、ステップ 8 まで、IP、Internetwork Packet Exchange（IPX）、およ
び AppleTalk を使用する一般的な設定の場合について説明します。
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]:

ステップ 4

イネーブル シークレット パスワード、イネーブル パスワード、および仮想端末パスワードを入力
します。
The enable secret password is a one-way cryptographic secret
password used instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: barney
The enable password is used when there is no enable secret
password and when using older software and some boot images.
Enter enable password: betty
Enter virtual terminal password: fred

ステップ 5

ネットワーク管理に関しては、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）が最も普及しているオー
プンな規格です。SNMP によって、ルータおよびコミュニケーション サーバのコンフィギュレー
ション パラメータおよび実行時パラメータにアクセスしたり、設定したりすることができます。
SNMP では、ネットワーク要素のモニタおよび制御に使用できる一連の機能が定義されています。
SNMP 管理機能を受け入れる場合は、yes を入力するか、Return キーを押します。拒否する場合は、
no を入力します。
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Community string [public]:

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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ステップ 6

次のクエリでは、VINES、LAT、DECnet、CLNS、ブリッジング、XNS、または Apollo をイネーブ
ルにしません。
Configure
Configure
Configure
Configure
Configure
Configure
Configure

ステップ 7

Vines? [no]:
LAT? [no]:
DECnet? [no]:
CLNS? [no]:
bridging? [no]:
XNS? [no]:
Apollo? [no]:

次のクエリでは、AppleTalk および IPX でのルーティングをイネーブルにします。
Configure AppleTalk? [no]: yes
Multizone networks? [no]: yes
Configure IPX? [no]: yes

ステップ 8

通常は IP ルーティングを使用します。IP ルーティングを使用する場合は、内部ルーティング プロ
トコルを選択する必要があります。セットアップ機能を使用する場合、指定できるのは、システム
上で動作する 2 種類の内部ルーティング プロトコルのうちの 1 つだけです。Interior Gateway Routing
Protocol（IGRP）または Routing Information Protocol（RIP）です。
IP ルーティングを設定するには、yes（デフォルト）を入力するか、または Return キーを押し、さ
らに内部ルーティング プロトコルを選択します。
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Your IGRP autonomous system number [1]: 15

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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次の出力例では、ステップ 3 〜ステップ 8 で選択したすべてのコンフィギュレーション パラメータ
の情報が連続して表示されています。
この例で選択しているプロトコルは、IP、
IPX、およびAppleTalk
だけです。
Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: router
The enable secret is a one-way cryptographic secret used
instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: barney
The enable password is used when there is no enable secret
and when using older software and some boot images.
Enter enable password: betty
Enter virtual terminal password: fred
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Community string [public]:
Configure Vines? [no]:
Configure LAT? [no]:
Configure AppleTalk? [no]: yes
Multizone networks? [no]: yes
Configure DECnet? [no]:
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Your IGRP autonomous system number [1]: 15
Configure RIP routing? [no]:
Configure CLNS? [no]: n
Configure bridging? [no]:
Configure IPX? [no]: yes
Configure XNS? [no]:
Configure Apollo? [no]:

ステップ 9

設定値を NVRAM に保存します（
「NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存」[p.3-32] を参
照）。コンフィギュレーション モードとセットアップ機能を用いてルータに作成した設定値を保存
しなければ、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

ネイティブ ギガビット イーサネット インターフェイスの設定
Cisco 7301 ルータは、ギガビット イーサネットの RJ-45 および SFP GBIC ポートを GigabitEthernet
0/0、GigabitEthernet 0/1、および GigabitEthernet 0/2 と表示します。この 3 つのインターフェイスを
設定する場合は、先に media-type インターフェイス コマンドを使用して、メディア タイプとして
gbic ポートまたは rj45 ポートのいずれかを選択する必要があります。
メディア タイプの変更
特定のメディア タイプを使用できるようにするために、Cisco IOS を使用してメディア タイプを選
択します。この場合、media-type インターフェイス コマンドを使用します。
media-type { gbic | rj45 }
例：
interface GigabitEthernet 0/0
media-type rj45
end

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
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インターフェイス伝送および速度モードの設定
ステップ 1

メディア タイプの変更後、新しいインターフェイス特性に合わせて、速度とデュプレックス伝送
モードを設定します。Cisco 7301 ルータ ギガビット イーサネット インターフェイスの速度とデュ
プレックスを変更するには、それぞれインターフェイス コマンドの speed および duplex を使用し
ます。

（注）

これらのコマンドが有効なのは、RJ-45 メディアを使用する場合だけです。

speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
duplex { full | half | auto }
サポートされる速度とデュプレックスの設定値は、次のとおりです。
Media Type
Speed
Duplex
------------------------------------------------------------RJ45
10, 100, 1000, auto
full, half, auto
GBIC(1)
1000, auto(2)
full, half, auto
-------------------------------------------------------------

a. no negotiation auto コマンドを使用している場合、速度とデュプレックスには auto 以外の値を
設定して、正しく動作するようにします。
b. このモードで使用できるのは 1000 Mbps だけです。1000 と auto のどちらを選択しても変化は
ありません。
SFP GBIC メディアを使用する場合は、さらに、IEEE（米国電気電子学会）802.1z ギガビット イー
サネット（1000 Mbps）自動ネゴシエーション プロトコルを使用できるようにする、negotiation auto
コマンドがあります。
ステップ 2

この自動ネゴシエーション機能をオフにするには（デフォルトではオン）、no negotiation auto イン
ターフェイス コマンドを使用します。これは、IEEE 802.1z 自動ネゴシエーションをサポートしな
い他のギガビット イーサネット装置に接続する場合に便利です。

（注）

メディア タイプで rj-45 を使用する場合、negotiation auto 機能はサポートされません。実
装しようとしても無視されます。

media-type gbic モードは常に、デフォルトの 1000 Mbps 全二重動作です。これが、このモードでサ
ポートされる唯一の設定だからです。この media-type モードを使用すると、speed または duplex コ
マンドはコンフィギュレーション（show running-config による表示など）に含まれていても無視さ
れます。
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デバッグ
Cisco IOS に は、イ ンタ ーフ ェイ ス情 報を 提供 する コマ ンド が 2 つ あり ます。show interface
GigabitEthernet 0/X（X は 0、1、または 2）および show controllers GigabitEthernet 0/X（X は 0、
1、または 2）です。
show interface コマンドの出力は、インターフェイスの現在の動作モード（速度 / デュプレックス /
メディア タイプ）および現在の統計情報を調べる場合に便利です。
show controller コマンドの出力には、Cisco 7301 ルータのギガビット イーサネット インターフェイ
ス固有の情報が多く含まれます。たとえば、検出されたリンクのステータス、速度、デュプレック
スが表示され、さらに自動ネゴシエーションの現在のステータス、リンクの相手側の能力（自動ネ
ゴシエーション対応インターフェイスかどうか）もわかります。
show controller コマンド出力にはさらに、ドライバおよびイーサネット コントローラ ハードウェ
アの現在の動作状態も表示されます。show controller コマンドは、非常に強力なデバッグ ツールで
あり、問題のデバッグを支援するシスコのエンジニアに有用です。ギガビット イーサネット イン
ターフェイスで問題が発生した場合は、この情報をシスコに提供して分析する必要があります。
インターフェイスのリセット
問題が発生したインターフェイスをリセットする場合には、次のコマンドを使用します。
clear interface GigabitEthernet 0/X（X は 0、1、または 2）
カウンタの消去
インターフェイス カウンタを消去（リセット）する場合には、次のコマンドを使用します。
clear counters GigabitEthernet 0/X（X は 0、1、または 2）

（注）

このコマンドを使用しても、インターフェイスはリセットされません。

ポート アダプタ インターフェイスの設定
ここでは、LAN または WAN 経由で通信できるようにインターフェイスを設定する手順について説
明します。インターフェイス パラメータを設定するには、インターフェイスのネットワーク アド
レスおよびサブネット マスク情報が必要です。ネットワーク管理者に問い合わせてこの情報を用意
してください。

（注）

Cisco 7301 に一度に搭載できるポート アダプタは 1 つだけです。次に、使用可能な 3 種類のイン
ターフェイスの場合について例を示します。
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ATM インターフェイスの設定
次の例では、スロット 1 に搭載された ATM インターフェイスを、IP を使用する ATM LAN 用に設
定します。ATM インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

設定プロンプトに独自のアドレスとマスクを使用して、次のように応答します。
Configuring interface parameters:
Configuring interface ATM1/0:
Is this interface in use? [yes]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 1.1.1.10
Number of bits in subnet field [0]:
Class C network is 1.1.1.0, 0 subnet bits; mask is /24

ステップ 2

このインターフェイスで IPX をイネーブルにするかどうかを決定し、イネーブルにする場合は、固
有の IPX ネットワーク番号を入力します。
Configure IPX on this interface? [no]: yes
IPX network number [2]:

ステップ 3

このインターフェイスで AppleTalk を使用する場合には、yes を入力します。yes を入力して拡張
AppleTalk ネットワークを設定し、さらにケーブル範囲番号を入力します。ゾーン名およびローカ
ル ゾーンに対応付けるほかのゾーンを入力します。
Configure AppleTalk on this interface? [no]: yes
Extended AppleTalk network? [no]: yes
AppleTalk starting cable range [0]:

ステップ 4

設定値を NVRAM に保存します（
「NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存」[p.3-32] を参
照）。コンフィギュレーション モードとセットアップ機能を用いてルータに作成した設定値を保存
しなければ、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

（注）

システムに ATM インターフェイスがほかにもある場合には、それぞれの設定を入力するように要
求されます。
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ファスト イーサネット インターフェイスの設定
次の例では、スロット 1 に搭載されたファスト イーサネット インターフェイスを IP を使用する
ファスト イーサネット LAN 用に設定します。ファスト イーサネット インターフェイスを設定する
手順は、次のとおりです。

ステップ 1

設定プロンプトに独自のアドレスとマスクを使用して、次のように応答します。
Configuring interface parameters:
Configuring interface FastEthernet1/0:
Is this interface in use? [yes]:
Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]:
Operate in full-duplex mode? [no]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 1.1.1.20
Number of bits in subnet field [0]:
Class C network is 1.1.1.0, 0 subnet bits; mask is /24

ステップ 2

このインターフェイスで IPX をイネーブルにするかどうかを決定し、イネーブルにする場合は、固
有の IPX ネットワーク番号を入力します。
Configure IPX on this interface? [no]: yes
IPX network number [2]:

ステップ 3

このインターフェイスで AppleTalk を使用する場合には、yes を入力します。yes を入力して拡張
AppleTalk ネットワークを設定し、さらにケーブル範囲番号を入力します。ゾーン名およびローカ
ル ゾーンに対応付けるほかのゾーンを入力します。
Configure AppleTalk on this interface? [no]: yes
Extended AppleTalk network? [no]: yes
AppleTalk starting cable range [0]:

ステップ 4

設定値を NVRAM に保存します（
「NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存」[p.3-32] を参
照）。コンフィギュレーション モードとセットアップ機能を用いてルータに作成した設定値を保存
しなければ、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

（注）

システムにファスト イーサネット インターフェイスがほかにもある場合には、それぞれの設定を
入力するように要求されます。
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同期シリアル インターフェイスの設定
CSU/DSU を介して WAN に接続できるように、同期シリアル インターフェイスを設定します。次
の例では、スロット 1 に搭載された同期シリアル インターフェイスを IP を使用する WAN 接続用
に設定します。同期シリアル インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

設定プロンプトに独自のアドレスとマスクを使用して、次のように応答します。
Configuring interface parameters:
Configuring interface serial 1/0:
Is this interface in use? [yes]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 1.1.1.30
Number of bits in subnet field [0]:
Class A network is 1.1.1.0, 0 subnet bits; mask is /24

ステップ 2

このインターフェイスで IPX をイネーブルにするかどうかを決定し、イネーブルにする場合は、固
有の IPX ネットワーク番号を入力します。
Configure IPX on this interface? [no]: yes
IPX network number [2]:

ステップ 3

このインターフェイスで AppleTalk を使用する場合には、yes を入力します。yes を入力して拡張
AppleTalk ネットワークを設定し、さらにケーブル範囲番号を入力します。ゾーン名およびローカ
ル ゾーンに対応付けるほかのゾーンを入力します。
Configure AppleTalk on this interface? [no]: yes
Extended AppleTalk network? [no]: yes
AppleTalk starting cable range [0]:

ステップ 4

設定値を NVRAM に保存します（
「NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存」[p.3-32] を参
照）。コンフィギュレーション モードとセットアップ機能を用いてルータに作成した設定値を保存
しなければ、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

（注）

システムに同期シリアル インターフェイスがほかにもある場合には、それぞれの設定を入力する
ように要求されます。
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次に、ATM コンフィギュレーション パラメータの設定例を示します。
Configuring interface ATM1/0:
Is this interface in use? [yes]:
Configure IP on this interface? [yes]:
IP address for this interface: 1.1.1.10
Number of bits in subnet field [0]: 0
Class C network is 1.1.1.0, 0 subnet bits; mask is /24
Configure IPX on this interface? [yes]:
IPX network number [2]:
Configure AppleTalk on this interface? [no]: yes
Extended AppleTalk network? [no]: yes
AppleTalk starting cable range [0]:

The following configuration command script was created:
hostname Router
enable secret 5 $1$u8z3$PMYY8em./8sszhzk78p/Y0
enable password betty
line vty 0 4
password fred
snmp-server community public
!
ip routing
no vines routing
ipx routing
appletalk routing
no apollo routing
no decnet routing
no xns routing
no clns routing
no bridge 1
! Turn off IPX to prevent network conflicts.
interface ATM1/0
ip address 1.1.1.10 255.0.0.1
appletalk cable-range 0-0 0.0
appletalk discovery
!
router igrp 15
network 1.0.0.0
!
end
Use this configuration? [yes/no]: yes
Building configuration...
Use the enabled mode ‘configure’ command to modify this configuration.
Press RETURN to get started!

これでルータの最小限の設定が完了したので、いつでも使用できます。初期設定後にパラメータを
変更する場合は、setup コマンドを使用できます。複雑な設定を行う場合は、configure コマンドを
使用します。
その他のインターフェイス設定および具体的なシステム設定については、シスコ製ハードウェアに
搭載されているソフトウェア リリースに対応した Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション
マニュアル セットの中のモジュラ コンフィギュレーション マニュアルおよびモジュラ コマンド
リファレンス マニュアルを参照してください。
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グローバル コンフィギュレーション モードによる基本設定
セットアップ機能も AutoInstall も使用しない場合は、Cisco 7301 ルータを手動で設定できます。ルー
タを手動で設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

コンソール ポートにコンソール端末を接続します。

ステップ 2

初期ダイアログを開始するかどうかの問い合せに no で応答し、ルータの標準動作モードを開始し
ます。
Would you like to enter the initial dialog? [yes]: no

ステップ 3

数秒後、ユーザ EXEC プロンプト（Router>）が表示されます。enable を入力し、イネーブル モー
ドを開始します（設定を変更できるのは、イネーブル モードの場合に限られます）。
Router> enable

プロンプトがイネーブル EXEC プロンプトに変わります。
Router#

ステップ 4

イネーブル プロンプトに config terminal コマンドを入力し、端末からコンフィギュレーション モー
ドを開始します。
Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#

End with CNTL/Z.

インターフェイス コンフィ
Router(config)# プロンプトにinterface type slot/portコマンドを入力し、
ギュレーション モードを開始します。
Router(config)# interface serial slot/port
Router(config-int)#

どちらのコンフィギュレーション モードでも、設定を変更できます。コンフィギュレーション モー
ドを終了して EXEC コマンド インタープリタに戻るには、Ctrl-Z を押す（Ctrl キーを押しながら
Z を押す）か、または end を入力します。
ステップ 5

設定値を NVRAM に保存します（
「NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存」[p.3-32] を参
照）。セカンド プロセッサを動作させる場合は、
「セカンド プロセッサの動作」（p.3-25）を参照し
てください。コンフィギュレーション モードとセットアップ機能を用いてルータに作成した設定値
を保存しなければ、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

これでルータは最小限の設定が完了しているので、入力したコンフィギュレーションを使用して起
動します。使用できるコンフィギュレーション コマンドのリストを表示するには、コンフィギュ
レーション モードのプロンプトで ? を入力します。
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セカンド プロセッサの動作
Cisco 7301 にはデュアル CPU コアの BCM 1250 が搭載されています。Cisco 7301 のプラットフォー
ムに対するすべての Cisco IOS イメージは CPU コア 0 を使用します。CPU コア 1 は別途購入のソフ
ト ウ ェ ア を 通 じ、特 定 の フ ィ ー チ ャ セ ッ ト を 高 速 化 す る こ と が で き ま す。Cisco IOS Release
12.3(14)YM については、multi-processor forwarding（MPF）が次に示すブロードバンド機能を高速化
します：L2TP Access Concentrator（LAC; L2TP アクセス コンセントレータ）、L2TP Network Server
（LNS; L2TP ネットワーク サーバ）、および PPP Terminated Aggregation（PTA）
。ポート アダプタは、
プロセッサ 1 の MPF パスではサポートされません。
Cisco IOS Release 12.3(14)YM 以降の Cisco IOS Release 12.3YM では、次のポートアダプタのみパン
ト パス（プロセッサ 0、Cisco IOS を処理）でサポートされます。
•

PA-A3-OC3（SMI/SML/MM）

•

PA-A3-T3

•

PA-A3-E3

•

PA-A6-OC3（SMI/SML/MM）

•

PA-A6-T3

•

PA-A6-E3

•

PA-FE-TX

•

PA-2FE-TX

•

PA-2FE-FX

システムの新規購入時またはアップグレード用ソフトウェアの購入時に、動作ソフトウェアを購入
されたお客様もいらっしゃるでしょう。
アップグレード用ソフトウェアを購入されている場合、次の作業を行ってください。
•

ROMmon のアップグレード（必要最小限の ROMmon バージョンがない場合）
− 必要最小限の ROMmon バージョンは 12.3-4r.T2 です。
− 推奨される ROMmon バージョンは 12.3-4r.T4 以降です。

•

プロセッサ 1 を動作するソフトウェアのインストール

ROMmon のアップグレード作業については、
「ROMmon の Cisco 7301 でのアップグレード」
（p.3-33）
を参照してください。
表 3-3 に、セカンド プロセッサ動作可能なソフトウェア リリースについて示します。
表 3-3

Cisco IOS リリース情報

機能

Cisco IOS リリース

ブロードバンド LAC

Cisco IOS Release 12.3(7)XI

ブロードバンド LAC、LNS および PTA

Cisco IOS Release 12.3(14)YM

また、最小メモリ要件および設定情報について、次のマニュアルを参照してください。
• 『Multi-Processor Forwarding MPF』
• 『Multi-Processor Forwarding (MPF) for Broadband LAC, LNS, and PTA 』

（注）

セカンド プロセッサの動作前に、IP ルーティングを開始してください。
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動作ソフトウェアのインストール後、プロセッサ 1 はデフォルト設定で動作可能になります。プロ
セッサ 0 にパケットをすべて転送させるには、no ip mpf コマンドを使用します。プロセッサ 1 を
動作させるには、ip mpf コマンドを使用します。
hostname: (config)# [no] ip mpf

実行コンフィギュレーションを NVRAM に保存してください（
「NVRAM への実行コンフィギュレー
ションの保存」[p.3-32] を参照）。コンフィギュレーションモードとセットアップ機能を用いてルー
タに作成した設定値を保存しなければ、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

エラー メッセージ
MPF パスでサポートされない機能が設定されると、以下のエラー メッセージが表示されます。
Router# %MPF-4-IGNOREDFEATURES: Interface Gi0/3: Input "PBR" configurations are not MPF
supported and are IGNORED. %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router# (config-if)# %MPF-4-IGNOREDFEATURES: Interface Gi0/3: Input "PBR"
configurations are not MPF supported and are IGNORED.
%MPF-4-IGNOREDFEATURES: Interface Gi0/3: Output "NetFlow" configurations
are not MPF supported and are IGNORED.

show コマンドを使用した設定の確認
mpf コマンドに関連した、さまざまな show コマンドが使用できます。以下は、出力例の一覧です。
MPF の設定を確認するには、これらのコマンドを使用します。
•

show interface stats コマンドの使用（p.3-26）

•

show ip interface コマンドの使用（p.3-27）

•

show mpf cpu コマンドの使用（p.3-27）

•

show mpf cpu history コマンドの使用（p.3-28）

•

show mpf interface コマンドの使用（p.3-29）

•

show mpf ip exact-route コマンドの使用（p.3-30）

•

show mpf punt コマンドの使用（p.3-30）

•

show version コマンドの使用（p.3-31）

show interface stats コマンドの使用
インターフェイスに関する情報を表示するには、show interface stats コマンドを使用します。
Router# show interface stats
GigabitEthernet0/1
Switching path
Processor
Route cache
Multi-Processor Fwding
Total

Pkts In
33090
2
1004
34096

Chars In
6424353
116
158632
6583101

Pkts Out
86353
0
5004
91357

Chars Out
8645650
0
790632
9436282

<==
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show ip interface コマンドの使用
特定のインターフェイス ポートの情報を表示するには、show ip interface コマンドを使用します。
Router# show ip interface g0/3
GigabitEthernet0/3 is up, line protocol is
Internet address is 155.1.1.1/16
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP Feature Fast switching turbo vector
IP VPN Flow CEF switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is
IP route-cache flags are Fast, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Policy routing is enabled, using route map
Network address translation is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
IP Multi-Processor Forwarding is enabled
IP Input features, "PBR",
are not supported by MPF and are IGNORED
IP Output features, "NetFlow",
are not supported by MPF and are IGNORED

up

disabled

disabled

PBR

show mpf cpu コマンドの使用
直近の 5 秒間、1 分間、および 5 分間における 2 つめの CPU の平均利用率を表示するには、show
mpf cpu コマンドを使用します。
hostname: show mpf cpu
CPU utilization for five seconds: 33%; one minute: 25%; five minutes: 30%
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show mpf cpu history コマンドの使用
直近の 60 秒間、60 分間、および 72 時間における 2 つめの CPU の利用率をグラフ表示するには、
show mpf cpu history コマンドを使用します。
Router# show mpf cpu history
slns 12:12:40 AM Saturday Nov 18 2000 UTC
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
100
90
80
70
60
50
40
30 ***************************
20 ***************************
10 ***************************
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
CPU% per second (last 60 seconds)
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
100
90
80
70
60
50
40
30 #################
20 #################
10 #################
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
CPU% per minute (last 60 minutes)
* = maximum CPU% # = average CPU%
1
60
80
100 *
90 *
80 *
70 **
60 **
50 **
40 ##
30 ##
20 ##
10 ##
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
CPU% per hour (last 72 hours)
* = maximum CPU% # = average CPU%
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show mpf interface コマンドの使用
show mpf interface コマンドを引数なしで使用すると、すべてのギガビット イーサネット インター
フェイスおよびサブインターフェイスに関するインターフェイス情報が表示されます。このコマン
ドは物理インターフェイスに対してのみ使用できます。Virtual Access Interface（VAI）に対しては使
用できません。
Router# show mpf interface
Name
Index
State
Counter
Count
Gi0/1
0
up
RX packets
1004
RX bytes
158632
TX packets
5004
TX bytes
790632
RX punts
32961
TX punts
85972
Gi0/1
1
up
Gi0/1.100 100
up
RX packets
1004
RX bytes
158632
TX packets
5004
TX bytes
790632
RX punts
25
Gi0/1.101 101
up
Gi0/1.102 102
up
Gi0/1.105 105
up
Gi0/1.106 106
up
Gi0/1.107 107
up
Gi0/1.200 200
up
Gi0/1.201 201
up
RX punts
29
Gi0/1.202 202
up
Gi0/1.206 206
up
Gi0/1.2002 602
up
RX punts
26114
Gi0/1.2004 604
up

show mpf interface GigabitEthernet 0/1 コマンドの使用
以下はサブインターフェイス番号 100 の GigabitEthernet 1/0 に対するインターフェイス情報の出力
例です。ただし、MPF は VLAN 番号しか認識せず、サブインターフェイス番号は認識しないため、
すべてのギガビット イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイスの情報が表示さ
れます。
Router# show mpf interface Gigabit Ethernet 0/1.100
Name
Index
State
Counter
Gi0/1
0
up
RX packets
RX bytes
TX packets
TX bytes
RX punts
TX punts
Gi0/1
1
up
Gi0/1.100
100
up
RX packets
RX bytes
TX packets
TX bytes
RX punts
Gi0/1.101
101
up
Gi0/1.102
102
up
Gi0/1.105
105
up
Gi0/1.106
106
up
Gi0/1.107
107
up
Gi0/1.200
200
up
Gi0/1.201
201
up
RX punts
Gi0/1.202
202
up
Gi0/1.206
206
up
Gi0/1.2002
602
up
RX punts
Gi0/1.2004
604
up

Count
1004
158632
5004
790632
32996
86062
1004
158632
5004
790632
25

29

26142
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show mpf interface GigabitEthernet 01/100 コマンドの使用
以下は VLAN 番号 100 の GigabitEthernet 0/1 に対するインターフェイス情報の出力例です。アップ
状況、受信パケット カウント、受信バイト カウント、転送パケット カウント、転送バイト カウン
トおよび受信パント カウントが表示されます。
Router# show mpf interface GigabitEthernet 0/1 100
Name
Index
State
Counter
Packets
Gi0/1.100 100
up
RX total
963
RX punt
5
TX total
956

Bytes
151050
475
150449

IP Multi-Processor Forwarding is enabled

show mpf ip exact-route コマンドの使用
対象となる IP アドレス ペアに対して決定されたルーティングを表示するには、show ip mpf
exact-route コマンドを使用します。
hostname: show mpf ip exact-route [vrf vrf_name] src-ip-addr dst-ip-addr
1.1.1.1 -> 192.168.255.255 :Gi2/0/0 (next hop 10.1.255.10)

show mpf punt コマンドの使用
ボックスごとのパント理由およびパント パケット カウントを表示するには、show mpf punt コマン
ドを使用します。
Router# show mpf punt
slns#show mpf
Type
l2tp
l2tp
ipv4/verify
ethernet
ppp
arp

punt
Message
Count
unknown session errors
7
L2TP control
6
adjacency punt
1
unknown ethernet type
542
punts due to unknown protocol
333
ARP request
6
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show version コマンドの使用
以下はセカンド プロセッサ動作時の、show version コマンドの出力例です。プロセッサ 1 動作時の、
show version コマンドの出力には [SB-1 CPU] という表示が含まれていることに注意してください。
Router# show version
Cisco IOS Software, 7301 Software (C7301-I12S-M), Experimental Version
12.3(20040524:050554) [REL-v123_7_xi_throttle.ios-weekly 114]
Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-May-04 06:26
ROM:System Bootstrap, Version 12.3(4r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR:Cisco IOS Software, 7301 Software (C7301-BOOT-M), Experimental Version
12.3(20040514:051116) [biff-v123_7_xi_throttle-ios-nightly-task 117]
lac7301_256M uptime is 1 hour, 50 minutes
System returned to ROM by reload at 18:05:37 UTC Wed Mar 22 2000
System image file is
"tftp://223.255.254.253//auto/tftpboot-users/biff/c7301-i12s-mz.v123_7_xi_throttle"
Cisco 7301 (NPE) processor (revision C) with 229376K/32768K bytes of memory.
Processor board ID 74806813
SB-1 CPU at 700MHz, Implementation 1, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
1 slot midplane, Version 3.0
Last reset from watchdog nmi
CPU 1 Multi-Processor Forwarding, Fri May 21 14:21:57 2004 [rtang 119]
1 FastEthernet interface
3 Gigabit Ethernet interfaces
509K bytes of NVRAM.
62976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存
コンフィギュレーションまたは変更した設定値を NVRAM のスタートアップ コンフィギュレー
ションに保存するには、Router# プロンプトに copy running-config startup-config コマンドを入力し
ます。
Router# copy running-config startup-config

このコマンドを使用して、コンフィギュレーション モードまたはセットアップ機能でルータに作成
した設定値を保存します。この作業を怠ると、次回、ルータのリロード時に設定が失われます。

実行コンフィギュレーションの設定値の確認
入力した設定値を確認するには、
Router# プロンプトに show running-config コマンドを入力します。
Router# show running-config

変更した設定値を確認するには、EXEC モードで show startup-config コマンドを使用し、NVRAM
に保存されている情報を表示します。

その他の設定作業
ルータの基本的なスタートアップ コンフィギュレーションを設定したあとで、高度な設定変更を行
う場合には、シスコ製ハードウェアに搭載されているソフトウェア リリースに対応した Cisco IOS
ソフトウェア コンフィギュレーション マニュアル セットの中の、モジュラ コンフィギュレーショ
ン マニュアルおよびモジュラ コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。これらのマ
ニュアルには、configure コマンドの使用方法について、詳細が記載されています。
コンフィギュレーション マニュアルから、次の作業に関する情報も得られます。
•

ルータのユーザ インターフェイスの解説および使用方法

•

ルータの起動および再起動

•

コンフィギュレーション レジスタの設定

•

Remote Copy Protocol（RCP）または Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロ
トコル）

•

オペレーティング システムのリロード
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ROMmon の Cisco 7301 でのアップグレード
書き換え可能な ROM モニタ（ROMmon）をアップグレードすると、ハードウェア（Cisco 7301）を
交換しなくても、新しい ROMmon イメージをダウンロードできます。
ROMmon イメージには 2 種類あります。1 つは、ご使用のシステム出荷時に付属の読み取り専用イ
メージです。これは、Cisco 7301 ハードウェア EPROM バージョン 1.4 であり、かつソフトウェア
C7301 の ROMmon バージョンが 12.3(4r)T2 またはそれ以降であれば、常時使用可能です。もう 1 つ
は指定の TFTP のロケーションからダウンロードする、アップグレード可能な ROMmon イメージ
です。システムを設定して、このアップグレード可能な ROMmon をアクセスするようにすること
ができます。システムは読み取り専用イメージを使用して起動し、設定次第ではアップグレード可
能な ROMmon にアクセスします。アップグレード可能な ROMmon イメージが起動に失敗した場合
には、ルータはこの ROMmon イメージを無効としてマーク付けし、読み取り専用の ROMmon イ
メージに切り換えます。
新しい ROMmon イメージを初めて実行するときは、新たにリセットまたは電源のオン / オフを行う
前に、システムが ROMmon を起動できるようにしておく必要があります。ROMmon の実行プロセ
スが中断されると、システムはこれを新しい ROMmon イメージの起動エラーと認識し、ルータは
読み取り専用イメージに切り換えます。

（注）

アップグレード可能な ROMmon イメージは、起動に失敗した場合、無効のマークが付けられます。
初回の起動時には、ルータをリセットしないでください。

show rom-monitor コマンドおよび showmon コマンドの使用
どちらの ROMmon イメージが使用可能であるかを判別するには、Cisco IOS では show rom-monitor
コマンドを、ROMmon では showmon コマンドを使用します。show rom-monitor コマンドまたは
showmon コマンドの出力結果に表示される情報については、次の例を参照してください。
•

Cisco IOS では、show rom-monitor コマンドを次のように使用します。
Router> show rom-monitor
ReadOnly ROMMON version:
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758)
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
Upgrade ROMMON version:
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758)
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
Currently running ROMMON from Upgrade region
ROMMON from Upgrade region is selected for next boot

•

ROMmon では、showmon コマンドを次のように使用します。
rommon 1 > rommon CLI showmon
ReadOnly ROMMON version is:
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758) [biff]
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
Upgrade ROMMON version is:
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758) [biff]
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
Upgrade ROMMON currently running
Upgrade ROMMON is selected for next boot
rommon 2 >
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upgrade rom-monitor コマンドの使用
ROMmon をプログラムするには、upgrade rom-monitor file file_id コマンドを使用します。
upgrade rom-monitor コマンドの例を次に示します。
Router# upgrade rom-monitor file tftp://00.0.00.0/biff/C7301_c7301-is-mz
Loading pgettner/C7200_NPEG1_RMFUR.srec from 00.0.00.0 (via GigabitEthernet0/1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 392348 bytes]
This command will reload the router. Continue? [yes/no]:yes
ROMMON image upgrade in progress.
Erasing boot flash eeeeeeeeeeeeeeeeee
Programming boot flash ppppp
Now Reloading via hard watchdog timeout
Unexpected exception, CP
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758) [biff]
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
Running new upgrade for first time
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758) [biff]
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
ROM:Rebooted by watchdog hard reset
C7301 platform with 1048576 Kbytes of main memory

Upgrade ROMMON initialized
rommon 1 >

（注）

ROMmon のアップグレード後、既知の良好な Cisco IOS イメージをロードすることをお勧めします。

初期設定を変更して他の ROMmon イメージを選択する
Cisco IOS または ROMmon のどちらを実行しているかによって、使用する ROMmon イメージの変
更に使用するコマンドが異なります。
•

Cisco IOS では、upgrade rom-monitor preference コマンドを次のように使用して、
他の ROMmon
イメージへ変更します。
upgrade rom-monitor preference [readonly | upgrade]

例：
Router: upgrade rom-monitor preference readonly
You are about to mark ReadOnly region of ROMMON for the highest boot preference.
Proceed? [confirm]
Done! Router must be reloaded for this to take effect.

•

ROMmon では、ROMmon CLI で rommon-pref コマンドを次のように使用して、他の ROMmon
イメージに変更します。
rommon-pref [readonly|upgrade]

例：
rommon 2 > rommon-pref readonly
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アップグレードに関するトラブルシューティング
ここでは、アップグレードに失敗した場合、またはアップグレードに成功したもののアップグレー
ド イメージが壊れた場合に表示されるエラー メッセージの例を取り上げます。

ROMmon アップグレードのエラー メッセージ
アップグレードに失敗した、またはアップグレード イメージが壊れた場合には、次のうちのいずれ
かが表示されます。
•

ROMmon イメージと読み取り専用イメージとの互換性がない場合
Router: upgrade rom-monitor file tftp://00.0.00.0/biff/c7301-is-mz
Loading biff/C7200_NPEG1_RMFUR.srec from 00.0.00.0 (via GigabitEthernet0/1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 392348 bytes]
ROMMON upgrade aborted; new ROMMON image version is not compatible with ReadOnly

•

ROMmon アップグレード イメージが大きすぎる場合
Router: upgrade rom-monitor file tftp://00.0.00.0/biff/c7301-is-mz
Loading biff/C7200_NPEG1_RMFUR.srec from 00.0.00.0 (via GigabitEthernet0/1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 392348 bytes]
ROMMON upgrade aborted; new ROMMON is too big

•

ハードウェアが ROMmon アップグレードをサポートしていない場合
Router: upgrade rom-monitor file tftp://00.0.00.0/biff/c7301-is-mz
Loading biff/C7200_NPEG1_RMFUR.srec from 00.0.00.0 (via GigabitEthernet0/1):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 392348 bytes]
ROMMON upgrade aborted; Current ROMMON does not support upgrade capability

•

アップグレード コマンドに無効なファイル タイプが使用されている場合
NPEG1-10# upgrade rom-monitor file tftp://00.0.00.0/biff/c7301-is-mz
from 00.0.00.0 (via GigabitEthernet0/1):!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 524288 bytes]
%Error:not srec file
NPEG1-10#

•

壊れたアップグレード イメージが起動された場合
System Bootstrap, Version 12.2(20031011:151758) [pgettner-npeg1-fur 135],
DEVELOPMENT SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.
Upgrade ROMMON corrupted.
Falling to ReadOnly ROMMON
ROM:Rebooted by watchdog hard reset
C7301 platform with 1048576 Kbytes of main memory
Readonly ROMMON initialized
rommon 1 >
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パスワードを忘れた場合
ここでは、Cisco 7301 ルータのイネーブル パスワードまたはコンソール ログイン パスワードを忘
れた場合に回復する方法、およびイネーブル シークレット パスワードを忘れた場合に変更する方
法について説明します。

（注）

イネーブル パスワードおよびコンソール ログイン パスワードは回復可能です。ただし、イネーブ
ル シークレット パスワードは暗号化されているので、新しいイネーブル シークレット パスワード
に変更する必要があります。

パスワード回復手順の概要
パスワード回復手順の各ステップを簡単に説明します。

ステップ 1

ルータにログインできる場合は、show version コマンドを入力し、既存のコンフィギュレーション
レジスタ値を調べます。

ステップ 2

Break キーを押すと、ブートストラップ プログラム プロンプト（ROM モニタ）が表示されます。
ルータの電源をオフにしてから、再びオンにすることによって、システム イメージをリロードする
必要があります。

ステップ 3

コンフィギュレーション レジスタを変更して、次の機能を有効にします。
a. ブレーク
b. スタートアップ コンフィギュレーションの無視
c. フラッシュ メモリからの起動

（注）

忘れたパスワードを回復する場合に重要なのは、コンフィギュレーション レジスタ ビット
6（0x0040）を設定し、
（通常は NVRAM にある）スタートアップ コンフィギュレーション
が無視されるようにすることです。これにより、パスワードを使用しないでログインし、ス
タートアップ コンフィギュレーションのパスワードを表示できます。

（注）

ルータの電源をオフにした場合は、30 秒経過してから再び電源を入れます。

ステップ 4

ルータの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。

ステップ 5

ルータにログインし、イネーブル EXEC モードを開始します。

ステップ 6

show startup-config コマンドを入力してパスワードを表示します。

ステップ 7

表示されたパスワードをそのまま使用するか、または変更します。

ステップ 8

コンフィギュレーション レジスタを元の設定値に戻します。
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（注）

ルータのブレーク機能がディセーブルになっているときにパスワードがわからなくなった場合は、
ルータに物理的な設定を行わなくてはなりません。

パスワード回復手順の詳細
次の手順で、忘れたイネーブル パスワード、イネーブル シークレット パスワード、またはコンソー
ル ログイン パスワードを回復または変更します。

ステップ 1

ルータのコンソール ポートに ASCII 端末を接続します。

ステップ 2

9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット（9600 8N1）で動作するように端末
を設定します。

ステップ 3

一般ユーザとしてルータにログインできる場合は、show version コマンドを入力し、既存のコンフィ
ギュレーション レジスタ値を表示します。あとで使用できるように値を記録し、ステップ 6 に進み
ます。ルータにまったくログインできない場合は、次のステップに進んでください。

ステップ 4

Break キーを押すか、またはコンソール端末からブレークを送信します。ブレークがイネーブルに
設定されている場合、ルータは ROM モニタ モードになり、ROM モニタ プロンプト（rommon1>）
が表示されます。ステップ 6 に進んでください。ブレークがディセーブルに設定されている場合は、
ルータをオフ / オンします（ルータの電源を切るか、電源コードを抜き、30 秒待ってから再び電源
を入れます）。ステップ 5 に進んでください。

ステップ 5

ルータの電源を再びオンにしてから 60 秒以内に、Break キーを押すか、ブレークを送信します。こ
の動作によって、ルータは ROM モニタ モードになり、ROM モニタ プロンプト（rommon1>）が表
示されます。

ステップ 6

コンフィギュレーション レジスタ ユーティリティを使用して、コンフィギュレーション レジスタ
を設定します。ROM モニタ プロンプトに confreg コマンドを入力します。
rommon1> confreg

ステップ 7

[ignore system config info?]（「システム設定情報を無視するか」）という問い合せに yes で応答し、コ
ンフィギュレーション レジスタの設定値を記録します。

ステップ 8

reset コマンドを入力してルータを初期化します。
rommon2> reset

ルータが初期化され、コンフィギュレーション レジスタが 0x142 に設定され、フラッシュ メモリ
のシステム イメージを使用してルータが起動し、次のように System Configuration Dialog プロンプ
トが表示されます。
--- System Configuration Dialog --

ステップ 9

次のメッセージが表示されるまで、System Configuration Dialog プロンプトに no で応答します。
Press RETURN to get started!
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ステップ 10 Return キーを押します。ユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
Router>

ステップ 11 enable コマンドを入力して、イネーブル EXEC モードを開始します。show startup-config コマンド
を入力して、コンフィギュレーション ファイルに指定されているパスワードを表示します。
Router# show startup-config

ステップ 12 表示されたコンフィギュレーション ファイル内を探して、パスワードを見つけます（イネーブル
パスワードは通常、ファイルの先頭近くに、コンソール ログイン パスワードまたはユーザ EXEC
パスワードはファイルの最後の方にあります）
。パスワードは次のように表示されます。
enable secret 5 $1$ORPP$s9syZt4uKn3SnpuLDrhuei
enable password 23skiddoo
.
.
line con 0
password onramp

イネーブル シークレット パスワードは暗号化されているので、回復できません。置き換える必要
があります。イネーブル パスワードおよびコンソール ログイン パスワードは、暗号化されている
場合もあれば、クリア テキストの場合もあります。次のステップへ進み、イネーブル シークレッ
ト パスワード、コンソール ログイン パスワード、またはイネーブル パスワードを変更します。イ
ネーブル シークレット パスワードがない場合は、イネーブル パスワードまたはコンソール ログイ
ン パスワードを（暗号化されていない場合）記録し、ステップ 17 に進みます。

注意

イネーブル パスワード、イネーブル シークレット パスワード、またはコンソール ログイン パス
ワードの変更すなわち置換が必要にならないかぎり、次のステップは実行しないでください。指示
通りに手順を実行しなかった場合、ルータの設定が消去されることがあります。

ステップ 13 configure memory コマンドを入力し、実行メモリにスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルをロードします。この動作によって、コンフィギュレーションのパスワードを変更すなわち置
換できるようになります。
Router# configure memory

ステップ 14 イネーブル EXEC コマンドの configure terminal を入力し、コンフィギュレーション モードを開始
します。
Hostname# configure terminal

ステップ 15 次のコマンドを使用して、3 種類すべてのパスワードを変更します。
Hostname(config)# enable secret newpassword1
Hostname(config)# enable password newpassword2
Hostname(config)# line con 0
Hostname(config-line)# password newpassword3
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コンフィギュレーションに必要なパスワードだけを変更します。上記コマンドの no 形式を使用す
ることによって、個々のパスワードを削除できます。たとえば、no enable secret コマンドを入力す
ると、イネーブル シークレット パスワードが削除されます。
ステップ 16 次のように、すべてのインターフェイスを管理上のシャットダウンではない設定にする必要があり
ます。
Hostname(config)# interface gigabitethernet 0/0
Hostname(config-int)# no shutdown

最初に設定されていたすべてのインターフェイスに同様のコマンドを入力します。この作業を省略
すると、すべてのインターフェイスが管理上のシャットダウンになり、ルータの再起動時に使用で
きません。
ステップ 17 config-register コマンドを使用して、コンフィギュレーション レジスタをステップ 3 またはステッ
プ 8 で記録した元の値に設定するか、または出荷時のデフォルト値である 0x2102 に設定します。
Hostname(config)# config-register 0x2102

ステップ 18 コンフィギュレーション モードを終了して EXEC コマンド インタープリタに戻るには、Ctrl-Z を
押す（Ctrl キーを押しながら Z を押す）か、または end を入力します。

注意

パスワードの変更または置換が完了するまで、次のステップを実行してはなりません。ステップ
13 〜ステップ 16 を省いた場合には、ステップ 20 に進んでください。この注意を守らなかった場
合、ルータのコンフィギュレーション ファイルが消去されます。

ステップ 19 copy running-config startup-config コマンドを入力して、NVRAM に新しい設定を保存します。
ステップ 20 reload コマンドを入力してルータを再起動します。
ステップ 21 新しいパスワードまたは回復したパスワードを使用して、ルータにログインします。

忘れたイネーブル パスワード、イネーブル シークレット パスワード、またはコンソール ログイン
パスワードを回復または変更する手順は、これで完了です。
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システム コンフィギュレーションの表示
Cisco 7301 ルータのハードウェア コンフィギュレーション固有の情報を表示する場合は、show
version、show hardware、および show diag コマンドを使用できます。
show version（または show hardware）コマンドを使用すると、システム ハードウェア、プロセッ
サ、搭載インターフェイス数、ソフトウェア バージョン、コンフィギュレーション ファイルの名
前および保管場所、およびブート イメージが表示されます。
次に、Cisco 7301 に対する show version コマンドの出力例を示します。
Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7301 Software (C7301-JS-M), Experimental Version 12.2(20020904:004736) [biff
107]
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Sep-02 18:02 by biff
Image text-base:0x600088F8, data-base:0x61A94000
ROM:System Bootstrap, Version 12.2(20020730:200705) [biff-TAZ2_QA_RELEASE_16B 101],
DEVELOPMENT SOFTWARE
BOOTLDR:7301 Software (C7301-BOOT-M), Experimental Version 12.2(20020813:014224)
[biff-TAZ2_QA_RELEASE_17B 101]
7301p2b uptime is 0 minutes
System returned to ROM by reload at 00:01:51 UTC Sat Jan 1 2000
System image file is "tftp://10.1.8.11/tazii/images/c7301-js-mz"
cisco 7301 (NPE-G1) processor (revision A) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID 0
BCM1250 CPU at 700Mhz, Implementation 1, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
1 slot midplane, Version 2.0
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
3 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
62976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x102

show diag コマンドを使用すると、Cisco 7301 ルータのアクティブなギガビット イーサネット ポー
トのタイプ、または搭載されているポート アダプタのタイプを調べることができます。ポート ア
ダプタ スロット情報を表示する場合は、show diag slot コマンドも使用できます。
次に、Cisco 7301 ルータに対する show diag コマンドの出力例を示します。スロット 0 がネイティ
ブ ギガビット イーサネット ポート用に予約されていることに注意してください。

（注）

ネイティブ SFP GBIC と RJ-45 ギガビット イーサネット ポートは、両方ともギガビット イーサネッ
ト ポートとして表示されます。ギガビット イーサネットの光ポートまたは銅ポートのどちらか一
方を選択するには、media-type コマンドを使用します。「ネイティブ ギガビット イーサネット イ
ンターフェイスの設定」（p.3-17）を参照してください。
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システム コンフィギュレーションの表示

（注）

コンソール ポート、AUX ポート、ギガビット イーサネット ポート、およびコンパクト フラッシュ
ディスクの入出力データは、show diag コマンドの出力ではなく、show c7301 コマンドの出力に含
まれます。ポート アダプタ情報を得るには、show diag コマンドを使用します。

Router# show diag
Slot 1:
POS Single Width, Multi Mode Port adapter, 1 port
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time 01:38:29 ago
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware revision 2.2
Board revision A0
Serial number
28672741
Part number
73-3192-06
FRU Part Number: PA-POS-OC3MM=
Test history
0x0
RMA number
00-00-00
EEPROM format version 1
EEPROM contents (hex):
0x20:01 96 02 02 01 B5 82 E5 49 0C 78 06 00 00 00 00
0x30:50 00 00 00 02 08 19 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

show version、show hardware、show diag、およびその他のソフトウェア コマンド固有の情報につ
いては、シスコ製ハードウェアに搭載されているソフトウェア リリースに対応した Cisco IOS ソフ
トウェア コンフィギュレーション マニュアル セットの中の、モジュラ コンフィギュレーション マ
ニュアルおよびモジュラ コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。
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複雑な設定

複雑な設定
Cisco 7301 ルータ ハードウェアを設置し、すべての外部接続を確認し、システムの電源をオンにし
て、システムを起動し、最小限の設定を行ったあとで、さらに複雑な設定が必要な場合があります
が、これについてはこのマニュアルでは扱いません。
システムおよびインターフェイスの具体的な設定情報については、シスコ製ハードウェアに搭載さ
れているソフトウェア リリースに対応したCisco IOSソフトウェア コンフィギュレーション マニュ
アル セットの中の、モジュラ コンフィギュレーション マニュアルおよびモジュラ コマンド リファ
レンス マニュアルを参照してください。
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4

FRU の取り付けおよび取り外し
この章では、Cisco 7301 ルータの追加機器を取り付ける手順、SODIMM を交換する手順について説
明します。機器の取り外しまたは交換を行う前に、必ず「電気製品の取り扱いに関する注意事項」
（p.2-3）、
「静電破壊の防止」
（p.2-4）、および「設置環境の条件に関する注意事項」
（p.2-4）を参照し
てください。
この章の内容は、次のとおりです。
•

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（p.4-2）

•

ポート アダプタまたはサービス アダプタの取り付けおよび取り外し（p.4-3）

•

ルータの電源切断およびカバーの取り外し（p.4-5）

•

SODIMM の取り外しおよび取り付け（p.4-6）

•

カバーの取り付けおよびルータの電源投入（p.4-8）

警告

この装置の設置、交換、またはメンテナンスは、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってくださ
い。

警告

シャーシを扱う前または電源装置の付近で作業する前に、
AC 装置の電源コードを外してください。
DC 装置の場合は、回路ブレーカーで電源を切断してください。

警告

作業中は、カードの ESD 破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。

警告

シャーシを開ける前に、電話線を取り外し、電話網の電圧に接触しないようにしてください。

警告

雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの取り外しを行わないでください。
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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

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
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

2

ONSOLE

ALARM

ONSOLE

100 -24 0V,
2A, 50/ 60
Hz
24V =9 A,
48 - 60V =5
A

ALARM

100 -24 0V,
2A, 50/ 60
Hz
24V =9 A,
48 - 60V =5
A

COMPACT
FLASH
STATUS

80270

A

B

COMPACT
FLASH
STATUS

B

1

A

図 4-1

1

コンパクト フラッシュ ディスクの取り付 2
け

コンパクト フラッシュ ディスクのイジェ
クト ボタンおよび取り外し

ステップ 1

コンパクト フラッシュ ディスクを取り外すには、コンパクト フラッシュ ディスク スロットの左側
にあるイジェクト ボタンを押します。

ステップ 2

コンパクト フラッシュ ディスクがイジェクトしてから、コンパクト フラッシュ ディスク スロット
から取り外します。

（注）

ステップ 3

コンパクト フラッシュ ディスクにはキーがあり、向きが違うと取り付けられません。

メーカー名とメモリ容量が記載されている側を上にし、矢印がルータを向くようにして、コンパク
ト フラッシュ ディスク スロットにコンパクト フラッシュ ディスクを静かに取り付けます。コンパ
クト フラッシュ ディスクをスロットの奥まで取り付けられない場合は、取り外して裏返し、もう
一度取り付けてください。上下が逆になっている可能性があります。コンパクト フラッシュ ディ
スクは、完全に取り付けても、シャーシから多少はみ出します。

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作業はこれで完了です。

コンパクト フラッシュ ディスク
•

コンパクト フラッシュ ディスクの容量が大きいほど、システムの起動に時間がかかります。

•

コンパクト フラッシュ ディスクは、Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）対応
です。

•

コンパクト フラッシュ ディスクは、コンフィギュレーション ファイルまたは Cisco IOS ソフト
ウェア イメージを保存するために使用します。
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ポート アダプタまたはサービス アダプタの取り付けおよび取り外し

コンパクト フラッシュ ディスクの詳しい使用方法については、
付録 B「コンパクト フラッシュ ディ
スクの使用方法」を参照してください。
ラックマウントまたは一般的な作業台への設置を含む設置手順の詳細については、第 2 章「ラック
マウント、卓上への設置、およびケーブル接続」および第 3 章「ルータの起動および設定」を参照
してください。

ポート アダプタまたはサービス アダプタの取り付けおよび取り外し
ここでの説明は、サービス アダプタにも当てはまります。ポート アダプタの設定方法については、
『Cisco 7301 Internet Router Port Adapter Documentation Roadmap』を参照してください。

図 4-2

ポート アダプタまたはサービス アダプタの取り付け

3
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2
4

警告

1

ポート アダプタのラッチ

3

ポート アダプタ スロット ガイド

2

ポート アダプタ

4

静電気防止用リスト ストラップのバナナ ジャック用
アース

作業中は、カードの ESD 破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。

ポート アダプタを取り外す前に、通常の手順でインターフェイスをシャットダウンし、取り外し作
業中にポート アダプタにトラフィックが流れないようにしてください。ポート上をトラフィックが
通過しているときにポート アダプタを取り外すと、システムが停止することがあります。
Cisco 7301 ルータは、ポート アダプタの OIR をサポートします。ただし、ルータの電源をオフにし
てポート アダプタの取り外しまたは取り付けを行う場合は、電源スイッチをオフの位置に切り替え
てから、電源コードを外してください。ポート アダプタの交換後、またはフィラー プレートの取
り付け後に、電源コードを再び接続し、電源スイッチをオンの位置に戻します。
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ポート アダプタまたはサービス アダプタの取り付けおよび取り外し

（注）

ルータの電源をオフにした場合は、30 秒以上経過してから再び電源を入れます。

次の手順で、ポート アダプタを取り付けて固定します。

ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを着用し、シャーシの塗装されていない表面に固定します。リスト
ストラップにバナナ ジャックが付いている場合は、シャーシ前面の、STATUS LED と電源スイッ
チのそばにあるアースの穴にバナナ ジャックを差し込みます（図 4-2 を参照）。

ステップ 2

シャーシ スロットからポート アダプタを取り外します。プラス ドライバを使って、ポート アダプ
タ ラッチを留めているネジを緩め、ラッチが開く位置になるまで回します（1）
。ラッチは 360 度回
転します。

ステップ 3

ハンドルを掴み、ポート アダプタ（2）またはブランク ポート アダプタをルータから引き出します。

ステップ 4

ポート アダプタからすべてのケーブルを外します。

ステップ 5

Cisco 7301 ルータ内部のポート アダプタ スロット ガイドを確認します。上部近くにあり、0.5 イン
チ（約 1.3 cm）ほど奥にあります。

注意

ポート アダプタは、シャーシのふたの下にあるスロット ガイドに差し込まなければなりません。
ポート アダプタのコンポーネントがシステム ボードに接触しないように注意してください。接触
すると、ポート アダプタが壊れることがあります。

ステップ 6

ポート アダプタ スロットにポート アダプタを慎重に押し込み、装着します。正しく装着されたポー
ト アダプタは、入出力パネルがルータの前面と揃った状態になります。

ステップ 7

ポート アダプタのラッチを垂直のロック位置に回し、プラス ドライバでラッチのネジを締めます。
必要な場合は、ラッチのネジを緩めると、ポート アダプタの上でラッチを回転させることができま
す。その後、ラッチのネジを締めます。

ステップ 8

ポート アダプタ ケーブルと電源ケーブルを含めて、すべてのケーブルを元どおりに接続し、ケー
ブルをケーブル マネジメント ブラケットまたは電源ケーブル固定クリップに通します。

ステップ 9

電源スイッチをオンの位置にして、ルータの電源を入れます。

ポート アダプタの取り付け作業はこれで完了です。

注意

内蔵コンポーネントに冷気が正しく行き渡るようにするために、未使用のポート アダプタ スロッ
トには必ず、ポート アダプタ フィラー プレートを取り付けてください。
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ルータの電源切断およびカバーの取り外し

ルータの電源切断およびカバーの取り外し
警告

ステップ 1

この装置には、複数の電源が接続されている場合があります。装置の電源を完全にオフにするに
は、すべての電源を切断する必要があります。

電源スイッチをオフの位置にして、ルータの電源を切ります。

（注）

ルータの電源をオフにした場合は、30 秒以上経過してから再び電源を入れます。

ステップ 2

Cisco 7301 ルータから電源コードを含め、すべてのケーブルを外します。AC 電源装置の場合は、電
源コンセントから AC 電源コードを抜きます。DC 電源装置の場合、すべての電源を確実に切断す
るには、配電盤上で DC 回路に対応している回路ブレーカーをオフの位置に切り替え、回路ブレー
カーのスイッチ ハンドルをオフの位置のままテープで固定します。その後、DC コネクタを取り外
します。

ステップ 3

アース線を外します。

ステップ 4

Cisco 7301 をラックマウントしている場合は、ラックから取り外します。

図 4-3

カバーの取り外し

1

1

80271

1

1

非脱落型ネジ

ステップ 5

背面が手前になるように、Cisco 7301 を回転させます。

ステップ 6

プラス ドライバで、カバーをシャーシに固定している 3 本の非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 7

カバーを手前に引き、ルータの前面から外して持ち上げます。

次の交換手順の項に進んでください。
•

SODIMM の取り外しおよび取り付け（p.4-6）

•

カバーの取り付けおよびルータの電源投入（p.4-8）
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SODIMM の取り外しおよび取り付け

SODIMM の取り外しおよび取り付け
ここでは、DDR-SDRAM SODIMM を交換し、将来使用できるように保管する手順について説明し
ます。メモリは、発注したメモリ構成に基づき Cisco 7301 ルータに搭載されています。

警告

作業中は、カードの ESD 破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。

DDR-SDRAM SODIMM を交換またはアップグレードする手順は、次のとおりです。

SODIMM の取り外しおよび取り付け

2
1

1

80750

図 4-4

2

SODIMM

2

SODIMM のバネ式ラッチ

（注）

両方の SODIMM を同じ容量、同じタイプにする必要があります。

（注）

シスコシステムズから購入したメモリだけをご使用ください。

ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを着用し、ルータの塗装されていない表面に固定します。

ステップ 2

SODIMM の位置を確認します。

ステップ 3

バネ式ラッチを外側に押し、SODIMM を外します。図 4-4 を参照してください。

ステップ 4

SODIMM ソケットから SODIMM を静かに引き抜きます。このとき、ソケットに差し込まれている
ピンに触れないように注意してください。静電気防止用袋に SODIMM を収めます。

注意

ソケットに SODIMM を強制的に押し込むと、SODIMM が破損することがあります。SODIMM の
ノッチを使用して、SODIMM ソケットに SODIMM を合わせてから差し込んでください。

ステップ 5

ノッチの位置を確認し、ソケットに SODIMM を合わせてから差し込みます。
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SODIMM の取り外しおよび取り付け

ステップ 6

30 度の角度で新しい SODIMM を静かに差し込みます。SODIMM のエッジのピンが破損しないよう
に注意してください。

ステップ 7

バネ式ラッチがかかって SODIMM が固定されるまで、SODIMM を押さえつけます。

ステップ 8

別の SODIMM も交換する場合は、ステップ 1 〜 7 を繰り返してください。

メモリ仕様および構成については、付録 A「仕様」を参照してください。
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カバーの取り付けおよびルータの電源投入

カバーの取り付けおよびルータの電源投入
Cisco 7301 ルータのカバーは、シャーシに密着していなければなりません。次の手順で、カバーを
取り付けてください。

図 4-5

ネジの締め方とカバーの取り付け

1

80905

2

1

ルータのへりの下にふたを差し込む

2

非脱落型ネジ

ステップ 1

非脱落型ネジが差し込まれているカバーの端を持ち、傾けながら、前面側の先端をルータ上部の縁
の下にある溝に差し込みます。

ステップ 2

カバーを下ろし、非脱落型ネジとシャーシのネジ穴を合わせ、3 本のネジを差し込んでプラス ドラ
イバで締めます。

ステップ 3

ルータを設置場所に戻し、アース線、入出力ケーブル、電源コードを接続します。

ステップ 4

電源スイッチをオンの位置にして、ルータの電源を入れます。
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初期起動時の問題のトラブルシュー
ティング
Cisco 7301 ルータは、徹底的なテストを経て出荷されていますが、万一、ルータの起動時に問題が
発生した場合には、この章の情報を参考にして、問題の原因を突き止めてください。この章の内容
は、次のとおりです。
•

トラブルシューティングの概要（p.5-2）

•

オンラインのトラブルシューティング リソース（p.5-3）

•

サブシステム方式による問題解決（p.5-4）

•

ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージのアップグレード（p.5-9）

•

光ファイバ接続部のクリーニング（p.5-10）

この章では、ルータが出荷時の構成であることを前提にして、システムの初期起動時のトラブル
シューティングの手順を説明します。コンポーネントの取り外しまたは交換を行った場合、あるい
はデフォルトの設定値を変更している場合は、この章で紹介する対処方法が当てはまらない場合が
あります。この章のトラブルシューティング手順を実行する前に、Cisco 7301 ルータに付属してい
る『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7301 Internet Router』を参照し、安全上
の警告を再確認してください。
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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、および、効率よく問題を解決するため
に Cisco 7301 ルータをサブシステムに分割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、製品を購入した代理店に連絡してサポートを依頼し、指示を受けてください。
その際、担当者に次の情報を伝えてください。
•

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

•

発生した問題に関する簡単な説明

•

問題の特定および解決のために取った処置に関する簡単な説明

•

保守契約または保証情報

次の表に、この章で説明する一般的なトラブルシューティング方法を示します。必要に応じてこの
表を参照し、手順に従って特定のサブシステムに問題を切り分け、可能であれば解決してください。
アクション

はい

いいえ

ステップ 1

電源を入れます。ステップ 2 に進 —
みます。

—

ステップ 2

グリーンの STATUS LED が点灯し ステップ 4 に進みます。
ていますか。

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
みます。

ステップ 3

グリーンの STATUS LED が点灯し ステップ 4 に進みます。
ていますか。

テクニカル サポートが必要です。

ステップ 4

ファンは動作していますか。

ステップ 6 に進みます。

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 に進みます。

ステップ 5

ファンは動作していますか。

ステップ 6 に進みます。

テクニカル サポートが必要です。

ステップ 6

RJ-45 の EN LED は点灯しています ステップ 8 に進みます。
か。

すべてのケーブル接続を確認して
から、システムを再起動します。
SFP GBIC（ギガビット インター
フェイス コンバータ）モジュール
の装着が完全かどうかを確認しま
す。ステップ 7 に進みます。

ステップ 7

RJ-45 の EN LED は点灯しています ステップ 8 に進みます。
か。

テクニカル サポートが必要です。

ステップ 8

ポート アダプタの EN LED は点灯 ステップ 10 に進みます。
していますか。

ポート アダプタを装着し直して、
システムを再起動します。ステッ
プ 9 に進みます。

ステップ 9

ポート アダプタの EN LED は点灯 ステップ 10 に進みます。
していますか。

テクニカル サポートが必要です。

ステップ 10 シ ステム は正常 に起動 してい ま —

—

す。
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オンラインのトラブルシューティング リソース
次のサブシステム方式でのトラブルシューティングに加え、オンラインのさまざまなトラブル
シューティング リソースを利用できます。
• 『Cisco 7301 Router Troubleshooting Module』には、Cisco 7301 ルータのトラブルシューティング
に役立つ情報があります。オンラインで次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7301/trouble/index.htm
• 『Cisco 7301 Router Troubleshooting and Configuration Notes』は、オンラインで次の URL にアク
セスしてください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7301/trouble/7301note.htm
•

Cisco.com に登録されている場合、さまざまなトラブルシューティング ツールにアクセスでき
ます。たとえば、http://www.cisco.com/kobayashi/support/tac/tools_trouble.shtml にログインして
Troubleshooting Tools メニューから Software Advisor、Cisco IOS Error Message Decoder Tool や
Output Interpreter Tool などにアクセスできます。
また、http://www.cisco.com/kobayashi/support/tac/tools.shtml にログインして、その他のツールや
ユーティリティをご利用いただくこともできます。

• 『Inspection and Cleaning Procedures for Fiber-Optic Connections』は、光ファイバ接続部のクリー
ニングに関する説明を記載しています。
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サブシステム方式による問題解決
システムの問題を解決するには、特定のサブシステムに問題を切り分けることが重要です。起動時
の問題を解決する最初の作業として、システムの現状とあるべき状態を比較します。起動時の問題
は 1 つのコンポーネントが原因で起きることが多いので、システムのコンポーネントを 1 つずつト
ラブルシューティングするのではなく、まず、サブシステムに問題を切り分ける方が効率的です。
この方式のトラブルシューティング手順として、次のサブシステムを検討します。
•

電源サブシステム ― このサブシステムには電源装置、外部電源コード、およびシステム ボー
ドが含まれます。

•

冷却サブシステム ― システムの電源が入ると、必ず、ファンが動作します。ファンが正常に
動作していないと判断した場合には、製品を購入した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機能と入出力機能、ポート アダプタま
たはサービス アダプタ、およびシステム メモリとシステム管理機能が含まれます。ポート ア
ダプタの ENABLED LED が、ポート アダプタが初期化されているかどうかを示します。ポー
ト アダプタの装着が不完全な場合、システムは無期限に休止し、リロードすることがあります。

次の情報を参考に、これらのサブシステムの 1 つに問題を切り分け、該当するトラブルシューティ
ングの項に進んでください。

起動時の問題の識別
起動時の問題は通常、電源の問題、またはポート アダプタやサービス アダプタがシステム ボード
から外れていることが原因で起こります。初期起動時に過熱状態になることはほとんどありません
が、内部電圧もモニタするので、この章では環境モニタ機能についても説明します。
ルータを初めて起動したときには、第 3 章「ルータの起動および設定」の「システムの起動および
初期状態の確認」
（p.3-10）で説明しているとおり、起動シーケンスを確認する必要があります。こ
こでは、正常な起動シーケンスについて詳しく説明し、さらに、システムが予定通りのシーケンス
を実行しなかった場合に取るべき手順について説明します。
起動シーケンスの間は LED がすべてのシステム ステートを示します。LED のステートを確認する
ことによって、起動シーケンスのいつ、どこで、システム障害が発生したのかを判断できます。次
の説明を参考に、サブシステムに問題を切り分け、該当する項へ進んで問題解決を試みてください。
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、次のようになるはずです。
•

ただちにファンの動作音が聞こえます。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.5-6）に進んでください。電源装置は正常に動作しているが、ファンが故
障していると判断した場合は、製品を購入した代理店に連絡してください。初期起動時にファ
ンが正常に動作しなかった場合、ユーザが調整することはできません。

•

STATUS LED が点灯します。システムが ROM モニタ ステートの間、STATUS LED はオレンジ
です。システムが Cisco IOS ステートになると、STATUS LED はグリーンになります。システ
ムが正常に起動しない場合は、製品を購入した代理店に連絡してください。

•

装備されている RJ-45 の EN LED が点灯し、システムが RJ-45 ポート（0/0、0/1、または 0/2）
を初期化し、使用可能な状態にしたことを示します。ルータが正常に起動し、正常に作動して
いる間は、この LED が点灯します。
ルータを起動してもこの LED がオフのままであるときは、RJ-45 ポートに問題が発生している
可能性があります。トラブルシューティングの表（p.5-2）のステップ 6 を参照してください。

•

ネイティブの LINK LED が点灯するのは、ルータのギガビット イーサネット SFP GBIC ポート
（0/0、0/1、または 0/2）がネットワークからキャリア信号を受信したときだけです。ルータが
正常に稼働していても、着信キャリア信号がないかぎり、この LED は消灯したままです。起動
時の問題を意味するわけではありません。
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•

ポート アダプタまたはサービス アダプタの ENABLED LED は、プロセッサがアダプタの初期
化を完了し、アダプタが動作可能になった時点で点灯します。この ENABLED LED は、アダプ
タに電力が供給されていて、プロセッサがアダプタを認識していることを示します。アダプタ
の個々のインターフェイスの状態を示すのではありません。ENABLED LED が点灯しない場合
は、
「ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージのアップグレード」
（p.5-9）に進んでください。

•

システムが正常に起動するとすべての LED が点灯し、
コンソール画面に最初のシステム バナー
が表示されます。システム バナーが表示されない場合は、付録 A「仕様」に進み、端末が正し
く設定されていて、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。

電源サブシステムのトラブルシューティング
次の現象を確認し、電源サブシステムの問題を特定してください。

（注）

表 5-1

システムの電源がオフになっている場合は、1 分以上待ってから、手動でシステムを再起動してく
ださい。そうしないと、無期限に休止状態になります。

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

解決方法

システムの電源を入れる システムが Cisco IOS を起動できませんでし 電源を切り、システムを再起動してください。
と、STATUS LED がオレ た。
正しいCisco IOSリリースを使用しているかど
ンジで点灯する。
うかを確認してください。Cisco IOS が起動し
ない場合、およびグリーンの STATUS LED が
点灯しない場合は、製品を購入した代理店に
連絡してください。
システムの電源が入らな システム側または壁面コンセント（電源）側 ルータの電源スイッチをオフの位置にして、
い。
で、AC 電源コードがきちんと差し込まれてい システム側または壁面コンセント（電源）側
ません。
で、AC 電源コードを接続し直します。
DC 電源コードが回路ブレーカーの配電盤で ルータの電源スイッチをオフの位置にしてか
オンになっていません。
ら、DC 回路に対応している配電盤の回路ブ
レーカーを見つけて、オンの位置に切り替え
ます。
次の AC 内部電源コードがきちんと接続され ルータの電源スイッチをオフの位置にして、
ていません。電源装置からシステム ボード、 ルータの電源コードを外します。カバーを開
電源装置から電源スイッチ、または電源装置 けて、電源装置のケーブル接続を確認します。
から電源コネクタの接続に問題があります。 必要に応じて、ケーブルを接続し直してくだ
さい。カバーを元に戻し、電源コードを接続
し、ルータの電源を入れます。
次の DC 内部電源コードがきちんと接続され ルータの電源スイッチをオフの位置にして、
ていません。電源装置からシステム ボード、 ルータの電源コードを外します。カバーを開
電源装置から電源スイッチ、または電源装置 けて、電源装置のケーブル接続を確認します。
から電源コネクタの接続に問題があります。 必要に応じて、ケーブルを接続し直してくだ
さい。カバーを元に戻し、電源コードを接続
し、ルータの電源を入れます。
電源に問題があります。

スイッチを切ってから、電源コードを（あれ
ば）別の電源に接続し、ルータの電源スイッ
チを再びオンにしてください。
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表 5-1

電源サブシステムのトラブルシューティング（続き）

現象

考えられる原因

解決方法

システムの電源が入らな 電源コードに問題があります。
い。
（前から続く）
電源装置に問題があります。

システムの電源が入らな 電源装置の故障です。
い、STATUS LED が点灯
しない、ファンが動作し
ない。

スイッチをオフの位置にしてから、ケーブル
を外して交換します。
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、電源装置の故障が考えられます。製
品を購入した代理店に連絡してください。
製品を購入した代理店に連絡してください。

冷却サブシステムのトラブルシューティング
次の現象を確認し、冷却サブシステムの問題を特定してください。
表 5-2

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

次のメッセージが表示される。

1 つまたは複数のファンが動作してい ファン 2 を交換してください。
ません。
製品を購入した代理店に連絡してくだ
さい。

Router:
00:03:46:%ENVM-3-BLOWER:Fan 2 may
have failed

システムがシャットダウンし、回転し
続けているファンと回転していない
ファンがあり、次のエラー メッセージ
が表示される。

解決方法

•

1 つまたは複数のファンが動作し 製品を購入した代理店に連絡してくだ
ていません。
さい。

•

ファンの回転が遅すぎます。

•

電源装置が動作していません。

フ ァ ン が 動 作 し て い る か ど う か は、
ファンの動作音で判断します。騒音の
多い環境の場合は、シャーシ背面に手
このエラー メッセージは、シャーシ内 を当てて、排気口から空気が排出され
部で過熱状態または許容範囲外の電力 ているかどうかを確認してください。
状態が検出されたことを意味します。
Queued messages:
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental
Monitor initiated shutdown

他の装置の熱せられた排気がルータの 他の装置またはルータの位置を調整し
吸気口から入り込んでいます。
て、適切なエアフローを確保してくだ
さい。
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表 5-2

冷却サブシステムのトラブルシューティング（続き）

現象

考えられる原因

解決方法

システムがシャットダウンし、次のエ このエラー メッセージは、コンポーネ 製品を購入した代理店に連絡してくだ
ラー メッセージが表示される。
ントまたは温度センサの不具合を意味 さい。
す る こ と が あ り ま す。シ ス テ ム が
Queued messages:
シャットダウンする前に、
%ENVM-1-SHUTDOWN: Environmental
Monitor initiated shutdown
show environment または
show environment tableコマンドを使用
このエラー メッセージは、シャーシ内 して、シャーシ内部の環境を表示して
部で過熱状態または許容範囲外の電力 ください。show environment コマンド
状態が検出されたことを意味します。 および show environment table コマン
ドについては、第 3 章「ルータの起動
および設定」の「レポート機能」
（p.3-7）
（注） システムがシャットダウンし を参照してください。
ても、システム ファンは回転
し続ける場合があります。
環境シャットダウンの原因が許容範囲 新しい電源コードを使用して、電源装
外の電力状態にある場合、システムは 置を別の電源に接続しても、システム
シャットダウンします。
が起動しない場合は、電源装置の故障
が考えられます。製品を購入した代理
店に連絡してください。

入出力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です。
Cisco 7301ルータの入出力LEDが予期したとおりに点灯しない場合は（「起動時の問題の識別」[p.5-4]
を参照）
、次の現象を確認して問題を特定してください。
表 5-3

入出力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

解決方法

システムの電源スイッチをオンにして 電源装置または冷却サブシステムの故 LED が消灯したままの場合、最初に
も、LED が点灯しない。
障です。
「電源サブシステムのトラブルシュー
ティング」
（p.5-5）および「冷却サブシ
ス テ ム の ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ」
（p.5-6）を参照し、ファンと電源装置が
どちらも正常に動作していることを確
認してください。
電源装置とファンは動作しているよう 接続が不完全なポート アダプタがシ ポート アダプタを装着し直し、ポート
だが、入出力 LED がどれも点灯しない。 ステムを無期限に休止させています。 アダプタ ラッチのネジを締めてから、
システムを再起動します。
メディア タイプが別のメディア タイ 該当するポートの設定を変更したとき 第 3 章「ルータの起動および設定」の
プに変更されるようにポートを設定し に、media-type コマンドが使用されて 「ネイティブ ギガビット イーサネット
たあとも、以前の設定であるネイティ いません。
インターフェイスの設定」（p.3-17）を
参照してください。
ブ ギガビット イーサネットの LED が
点灯している。

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-5418-07-J

5-7

第5章

初期起動時の問題のトラブルシューティング

サブシステム方式による問題解決

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 ボードおよびポート アダプタで構成されます。ポート アダ
プがシステム ボードに完全に接続されていないと、プロセッサに不完全な信号が送信され、
Peripheral Component Interconnect（PCI）バス エラーが発生してシステムが停止します。したがって、
最初にシステム ソフトウェアが正常に初期化されたかどうかを確認し、さらに、ポート アダプタ
が完全に接続されているかどうかを確認します。

ポート アダプタまたはサービス アダプタのトラブルシューティング
次の現象を確認し、ポート アダプタまたはサービス アダプタの問題を特定してください。
表 5-4

現象

ポート アダプタまたはサービス アダプタのトラブルシューティング

考えられる原因

解決方法

ポート アダプタまたはサービス アダ ポート アダプタまたはサービス アダ スロットにアダプタを装着し直してく
プタの ENABLED LED が消灯してい プタがシステム ボードから外れてい ださい（ポート / サービス アダプタを
る。
る可能性があります。
取り外すまたは交換するときに、シス
テムの電源を切る必要はありません）。
インターフェイスが再初期化される
と、ポ ー ト / サ ー ビ ス ア ダ プ タ の
ENABLED LED が点灯します。
それでも ENABLED LED が点灯しない
場合は、プロセッサ ハードウェア障害
が検出されています（この LED は正常
動作中、点灯しています）。製品を購入
した代理店に連絡して指示を受けてく
ださい。
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ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージのアップグレード

ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージのアップグレード
ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージは、フラッシュ メモリにあり、Cisco IOS ソフトウェア
のサブセットが格納されています。このイメージを使用して、ネットワークからルータを起動した
り、ルータに Cisco IOS イメージをロードしたりします。有効なシステム イメージが見つからな
かった場合にも、このイメージが使用されます。
ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージは、ルータ上で稼働している Cisco IOS リリースと対応
していなければなりません。

（注）

Cisco 7301 ルータには、c7301-boot-mz というブートヘルパー イメージが必要です。

ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージをアップグレードするには、Cisco.com から最新のブー
トヘルパー イメージを入手し、新しいブートヘルパー イメージをルータのフラッシュ メモリにコ
ピーします。Cisco.com の Web サイトにアクセスし、登録ユーザの場合はページの右上にある Login
をクリックしてください。Cisco.com に未登録の場合は、Cisco.com ページの右上にある Register を
クリックして登録してください。ログイン後、Technical Support をクリックします。さらに、Service
and Support にある Software Center リンクをクリックします。Software Center からファイルを入手す
るには、ログイン パスワードを取得する必要があります。詳細については、製品を購入した代理店
へお問い合わせください。
Cisco.com からブートヘルパー（ブート ローダ）イメージを入手して、ブートフラッシュをアップ
グレードする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

Cisco.com から Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバにブート
ヘルパー（ブート ローダ）イメージをダウンロードします。

ステップ 2

次のように、ルータのフラッシュ メモリを再フォーマットします。
router# format bootflash:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in "bootflash:".
Formatting sector ...
Format of bootflash:complete

（注）

ステップ 3

Continue? [confirm]

フラッシュ メモリを再フォーマットすると、フラッシュ メモリのそれまでの内容が消去さ
れます。

TFTP サーバからフラッシュ メモリにブートヘルパー イメージをコピーします。
router# copy tftp bootflash:
Address or name of remote host []? 10.7.0.99
Source filename []? c7301-boot-mz.122-4.BW
Destination filename [c7301-boot-mz.122-4.BW]?
Loading c7301-boot-mz.122-4.BW from 10.7.0.99 (via GigabitEthernet0/3):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 5137928/10275840 bytes]
5137928 bytes copied in 45.420 secs (114176 bytes/sec)
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光ファイバ接続部のクリーニング

ブートヘルパー（ブート ローダ）イメージをアップグレードする手順は、これで完了です。ブート
ヘルパー イメージを含め、システム イメージとマイクロコードのロードおよびメンテナンスの詳
細については、Cisco.com にアクセスし、
『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』
を参照してください。

光ファイバ接続部のクリーニング
光ファイバ ケーブル コネクタおよびレセプタクルのクリーニングについては、
『Inspection and
Cleaning Procedures for Fiber-Optic Connections』を参照してください。このマニュアルでは、光ファ
イバ接続部を正しくクリーニングするのに必要な手順および工具が、詳細な図および写真入りで紹
介されています。
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A

仕様
この付録では、Cisco 7301 ルータの仕様、ケーブル アセンブリ、およびルータに付属しているケー
ブルのピン割り当てについて説明します。
装置にケーブルを接続する手順については、第 1 章「Cisco 7301 の概要」および第 2 章「ラックマ
ウント、卓上への設置、およびケーブル接続」を参照してください。
ここで紹介するケーブル アセンブリおよびピン割り当て情報は、次のとおりです。
•

Cisco 7301 ルータの仕様（p.A-2）

•

ソフトウェア要件（p.A-3）

•

プロセッサおよびメモリの仕様（p.A-4）

•

SFP GBIC モジュールの構成（p.A-5）

•

ギガビット イーサネット RJ-45 ポートのピン割り当て（p.A-6）

•

コンソール ポートと AUX ポートの信号およびピン割り当て（p.A-9）

•

アラーム ポート（p.A-10）

•

リチウム電池に関する注意（p.A-10）
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Cisco 7301 ルータの仕様

Cisco 7301 ルータの仕様
Cisco 7301 ルータの仕様は、表 A-1 のとおりです。
表 A-1

Cisco 7301 ルータの仕様

説明

仕様

寸法（高さ×幅×奥行）

1.73 インチ× 17.3 インチ× 13.87 インチ（4.39 cm × 43.9 cm × 35.23 cm）

重量

ポート アダプタを 1 つ搭載したフル装備のシャーシ：最大 10.5 ポンド（4.76 kg）

放熱量

50 W（170 BTU）（一般値）、75 W（255 BTU1）（最大）

消費電力

75 W（最大構成）

単一および二重 AC 電源装置の情報

AC 入力

75 W（最大）（単一電源装置構成）

AC 入力定格電圧

100 〜 240 VAC2 ワイド インプット（力率補正回路付き）

AC 入力定格電流

2 A（定格）
100 VAC で最大 1.0 A3、240 VAC で最大 0.05 A

AC 入力定格周波数

50 〜 60 Hz4

AC 入力コード

18 AWG5 の 3 線式コード、電源装置側に 3 リード IEC-320 レセプタクル、電源側に各
国仕様のプラグ

24 VDC 電源装置の情報

DC 入力

75 W（最大構成）

DC 入力定格電圧

+24 VDC6（公称値）
、最大範囲は +18 〜 +36 VDC

DC 入力定格電流

6 A（定格）
、+24 VDC で 3 A（34 VDC で 50 A = 2.1 A の一般的な引き込み）以下

DC 入力コード

18 AWG 以上を推奨、140°F（60°C）以上の定格で 2 つ以上のコンダクタを装備

48 V 単一および二重 DC 電源装置の情報

DC 入力定格電圧

北米では –48 VDC（公称値）、欧州の一部の国では –60 VDC（公称値）。最大範囲は –40.5
〜 72 VDC

DC 入力定格電流

3 A（定格）
、–48 VDC で 1.6 A（48 VDC で 50 A = 1.1 A の一般的な引き込み）以下

DC 入力コード

18 AWG 以上のより線を推奨、定格は 140°F（60°C）以上

温度

動作時：32 〜 104°F（0 〜 40°C）
、非動作時：–4 〜 149°F（–20 〜 65°C）

湿度

10 〜 90%（結露しないこと）

1. BTU = British Thermal Units（英国熱量単位）
2. VAC = Volts Alternating Current（交流電圧）
3. A = アンペア
4. Hz = ヘルツ
5. AWG = American Wire Gauge
6. VDC = Volts Direct Current（直流電圧）

（注）

必要に応じて、鉄共振型の Uninterruptable Power Supply（UPS; 無停電電源装置）ではなく、正弦波
出力型の UPS を使用してください。
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ソフトウェア要件
Cisco 7301 ルータの最小限のソフトウェア要件は、Cisco IOS Release 12.2(11)YZ および Release
12.2(13)B です。
ルータに搭載したハードウェアに最小限必要な Cisco IOS ソフトウェアを確認できるように、シス
コでは Cisco.com に Software Advisor ツールを用意しています。このツールは、システム内のモジュー
ルの互換性を調べるのではなく、個々のハードウェア モジュールまたはコンポーネントに最小限必
要な IOS を調べるためのものです。

（注）

このツールへのアクセスは、
Cisco.com のログイン アカウントを所有しているユーザに限られます。

Software Advisor にアクセスするには、Cisco.com で Log In をクリックし、Technical Support に進ん
でください。ブラウザから次の URL を直接入力することによって、このツールにアクセスするこ
ともできます。
http://www.cisco.com/en/US/customer/products/sw/secursw/ps2136/products_software_advisor_tool_launch
.html
製品ファミリーを選択するか、特定の製品番号を入力し、ハードウェアに最小限必要な、サポート
対象のソフトウェア リリースを検索してください。
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プロセッサおよびメモリの仕様

プロセッサおよびメモリの仕様
表 A-2

プロセッサおよびメモリの仕様

メモリ タイプ

容量

個数

説明

SDRAM

128 MB

2

SDRAM SODIMM × 2、合計 256 MB

256 MB

2

SDRAM SODIMM × 2、合計 512 MB

512 MB

2

SDRAM SODIMM × 2、合計 1 GB

ブート ROM

512 KB

1

ROM モニタ プログラム用の FLASH PROM

1 次キャッシュ

32 KB（命令に 16 KB、 —
データに 16 KB）

BCM 1250 プロセッサ、内部キャッシュ

2 次キャッシュ

512 KB

—

BCM 1250 プロセッサ、内部キャッシュ

フラッシュ メモリ 32 MB

1

デフォルトのブートヘルパー（ブート ロー
ダ）イメージを格納

NVRAM（不 揮 発 512 KB
性 RAM）

1

システム コンフィギュレーション ファイ
ル用のバッテリ バックアップ型 SRAM

表 A-3

コンパクト フラッシュ ディスクの構成

個数

容量

説明

製品 ID

1

64 MB

デフォルトの Cisco IOS イメージを格納

MEM-7301-FLD64M=

1

128 MB

表 A-4

MEM-7301-FLD128M=

SODIMM の構成

SDRAM 合計

個数

製品 ID

256 MB

128 MB SODIMM × 2

MEM-7301-256MB=

512 MB

256 MB SODIMM × 2

MEM-7301-512-MB=

1 GB

512 MB SODIMM × 2

MEM-7301-1GB=
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SFP GBIC モジュールの構成
表 A-5

SFP GBIC モジュールの構成

製品 ID

タイプ

GLC-SX-MM=

短波（1000BASE-SX）

GLC-LH-SM=

長波 / 長距離（1000BASE-LX）

GLC-ZX-SM=

超長距離波（1000BASE-ZX）

Cisco 7301 ルータでサポートする CWDN SFP のリストは、表 A-6 を参照してください。
表 A-6

CWDM SFP の構成

CWDM の製品番号

カラー

CWDM-SFP-1470=

グレー

CWDM-SFP-1490=

バイオレット

CWDM-SFP-1510=

ブルー

CWDM-SFP-1530=

グリーン

CWDM-SFP-1550=

イエロー

CWDM-SFP-1570=

オレンジ

CWDM-SFP-1590=

レッド

CWDM-SFP-1610=

ブラウン

仕様およびケーブルについては、次のマニュアルを参照してください。
• 『Gigabit Interface Converter (GBIC) and Small Form-Factor Pluggable (SFP) GBIC Installation
Information and Specifications』
• 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter Data Sheet』
• 『Cisco 1000BASE-T SFP Data Sheet』
• 『Cisco CWDM GBIC/SFP Solution Data Sheet』
• 『Cisco Coarse Wavelength-Divsion Multiplexing SFP Compatability Matrix』
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ギガビット イーサネット RJ-45 ポートのピン割り当て

ギガビット イーサネット RJ-45 ポートのピン割り当て
Cisco 7301 ルータには RJ-45 ポートが備わっていて、3 つの 10/100/1000 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 接 続 が 可 能 で す。こ の RJ-45 ポ ー ト は、10BASE-T、
100BASE-TX、および 1000BASE-T 仕様に適合する IEEE（米国電気電子学会）802.ab（ギガビット
イーサネット）および IEEE 802.3u（ファスト イーサネット）インターフェイスをサポートします。
RJ-45 ポートには、RJ-45 コネクタを備えたストレートおよびクロスのカテゴリ 5 Unshielded
Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペア）ケーブルを使用できます。カテゴリ 5 UTP ケーブ
ルは、別途必要です。

警告

感電事故を防止するために、Telephone Network Voltage
（TNV; 電話網電圧）回路に Safety Extra-Low
Voltage（SELV）回路を接続しないでください。LAN ポートには SELV 回路が、WAN ポートには
TNV 回路が組み込まれています。一部の LAN ポートと WAN ポートは両方とも RJ-45 コネクタを
使用します。ケーブルを接続するときには、十分に注意してください。

図 A-1 に、RJ-45 ポートおよびコネクタを示します。表 A-7 に、RJ-45 ポートのピン割り当ておよ
び信号を示します。

RJ-45 ポートおよびコネクタ

57574

図 A-1

1
1

RJ-45 コネクタ

表 A-7

ピン

RJ-45 レセプタクルのピン割り当て

FE 信号

GE 信号
1

1

TX DATA+

2

TX DATA–

Tx A+
Tx A–

2

3

RX DATA+

4

該当しない

Tx C+

5

該当しない

Tx C–

6

RX DATA–

Rx B–

7

該当しない

Rx D+

8

該当しない

Rx D–

Rx B+

1. TX DATA = データ送信
2. RX DATA = データ受信
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（注）

表 A-7 の RJ-45 のピン割り当てを参照し、未使用のカテゴリ 5 UTP ケーブル ペア 4/5 および 7/8 に、
適切なコモンモード ライン終端を取り付ける必要があります。コモンモード終端によって、EMI
（電磁波干渉）が減少します。

RJ-45 インターフェイスのケーブル要件に応じて、ギガビット イーサネットの場合は図 A-2 および
図 A-3 のピン割り当てを、イーサネットまたはファストイーサネットの場合は図 A-4 のピン割り当
てを参照して、ストレートまたはクロスのツイストペア ケーブルを接続してください。

図 A-2

2

129086

1

10/100/1000 および 1000BASE-T GBIC モジュール ポート用 4 ツイストペア ストレート
ケーブルのピン割り当て

1

ルータ

図 A-3

ハブ

10/100/1000 および 1000BASE-T GBIC モジュール ポート用 4 ツイストペア クロス ケー
ブルのピン割り当て

2

129088

1

2

1

ルータ

2

ハブ
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図 A-4

イーサネット / ファスト イーサネット用ストレートまたはクロス ケーブルのピン割り当て

1
4

3

5

57607

3

2

1

ストレート ケーブルのピン割り当て、イーサネット 4
ポートとハブまたはリピータの間

ハブ

2

クロス ケーブルのピン割り当て、イーサネット ポー 5
トと DTE の間

DTE

3

イーサネット ポート

UTP ケーブルがクロスなのかストレートなのかを判別するには、2 つの RJ-45 コネクタを並べて持
ち、終端内部の色分けされたワイヤを確認します。図 A-5 を参照してください。

クロス ケーブルおよびストレート ケーブルの識別

H5663

図 A-5

次のように、色分けされたワイヤの並び方で、ケーブルのタイプを判別します。
•

ストレート ― 色分けされたワイヤがケーブルの両側とも同じ順序で並んでいます。

•

クロス ― ケーブルの片側で最初（左端）の色付きワイヤが、ケーブルの反対側では 3 番めの
色付きワイヤです。

ロールオーバー ケーブルは、ケーブルの両側のモジュラー終端を見比べて識別します。タブを裏側
にしてケーブルを並べて持つと、左側のコネクタ外側のピン（ピン 1）に接続されたワイヤが、右
側のコネクタ外側のピン（ピン 8）と同じ色になります。
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表 A-8 に、非同期装置のケーブル オプションを示します。
表 A-8

非同期装置のケーブル オプション

ケーブル

アダプタ

終端装置

クロス

RJ-45/DB-25M

終端または DTE

クロス

RJ-45/DB-9M

終端または DTE

ストレート

RJ-45/DB-25F

モデムまたは DCE

コンソール ポートと AUX ポートの信号およびピン割り当て
（注）

コンソール ケーブル キットの製品番号は ACS-2500ASYN です。

Cisco 7301 ルータは、Data Carrier Detect（DCD; データ キャリア検知）をサポートしません。
表 A-9

コンソール ポートの信号

ピン

信号

方向

説明

1

CTS

送信

送信可（ピン 8 に結線）

2

DSR

送信

データ セット レディ

3

RXD

送信

データ受信

4

GND

—

信号アース

5

GND

—

信号アース

6

TXD

受信

データ送信

7

DTR

受信

データ端末動作可能

8

RTS

受信

送信可（ピン 1 に結線）

表 A-10 に、RJ-45 AUX ポートの信号を示します。
表 A-10

AUX ポートの信号

ピン

信号

方向

説明

1

RTS

送信

送信可

2

DTR

送信

データ端末動作可能

3

TXD

送信

データ送信

1

4

RING

受信

リング表示

5

GND

—

信号アース

RXD

受信

データ受信

6
7
8

2

DSR/DCD（RLSD） 受信
CTS

受信

データ セット レディ/ データ キャリア検知（受
信シグナル検知）
送信可（RTS に追従）

1. シスコのアダプタは RING をサポートしません。このピンを使用するには、カスタム ケーブルを作成する必要
があります。
2. モデムに接続する場合、ピン 7 を DCD 入力として使用できます。RJ-45/DB-25F アダプタは、ストレート ケーブ
ルの場合、このピンに DCD を対応づけます。
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仕様

アラーム ポート

アラーム ポート
ドライ リレー アラーム ポートは最大 50 VAC/VDC、最大 80 mA で動作します。消費電力の合計が
300 ミリワットを超えてはなりません。抵抗は、通常の閉じた状態で 15 〜 30 ohm です。開いた状
態では 1 Mohm 以上になります。アラーム条件となるのは閉じた状態です。このポートはスイッチ
なので、ケーブル コネクタをどちらの向きに差し込んでもかまいません。

リチウム電池に関する注意
注意

適正でない電池と交換すると爆発する危険性があります。必ず、同じ電池または製造元が
推奨するものと同等タイプのものと交換してください。使用済み電池は、製造元の指示に
従って廃棄してください。
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B

コンパクト フラッシュ ディスクの使
用方法
この付録では、コンパクト フラッシュ ディスクを使用するために確認しなければならない要件に
ついて説明します。内容は次のとおりです。
•

製品の概要（p.B-2）

•

ハードウェアおよびソフトウェア要件（p.B-3）

•

必要な工具および部品（p.B-3）

•

互換性に関する要件（p.B-4）

•

ブート環境変数（p.B-5）

• 「アップグレード手順の例」
（p.B-6）
•

コンパクト フラッシュ ディスクの操作（p.B-7）
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コンパクト フラッシュ ディスクの使用方法

製品の概要

製品の概要
コンパクト フラッシュ ディスクは、フラッシュ テクノロジーという、バッテリーを使用しなくて
もデータを無限に保持できる不揮発性ストレージ ソリューションを使用して設計されています。コ
ンパクト フラッシュ ディスクは、CompactFlash Association の CF+ および CompactFlash Specification
Revision 1.4 で規定されている PCMCIA-ATA 機能および互換性をすべて提供します。
コンパクト フラッシュ ディスクは、組み込まれているコントローラ回路によって、ハードディス
クをエミュレートし、不良ブロックを自動的に排除し、自動ブロック消去を実行できるので、リニ
ア フラッシュ メモリよりはるかに柔軟性があります。さらに、コンパクト フラッシュ ディスクは、
連続していないセクタを割り当てることができるので、
（これまでリニア フラッシュ メモリ カード
で必要だった）squeeze コマンドが不要になります。
コンパクト フラッシュ ディスクは、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、およびその他のシステム関連ファイルを保存するためのフラッシュベースの拡
張メモリ スペース（64 〜 128 MB）を提供します。表 B-1 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。
表 B-1

（注）

コンパクト フラッシュ ディスクのメモリ オプション

メモリ容量

製品番号

64 MB

MEM-7301-FLD64M=

128 MB

MEM-7301-FLD128M=

コンパクト フラッシュ ディスクがサポートされるのは、Cisco IOS File System 機能を備えたシステ
ムに限られます。Cisco IOS File System 機能は、Cisco IOS Release 12.0(1) 以降の 12.0 リリースでサ
ポートされています。一般に、コンパクト フラッシュ ディスク機能には、Cisco IOS Release 12.0(2)
以降の 12.0 リリースが必要です。

Cisco IOS File System 機能の単一インターフェイスで、システムが使用する次のすべてのファイル
システムに対応できます。

（注）

•

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 ディスクおよびオンボード 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）、および Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）

•

データの読み書き用のその他のあらゆるエンドポイント ― NVRAM（不揮発性 RAM）、実行コ
ンフィギュレーション、ROM、raw システム メモリ、システムにバンドルされたマイクロコー
ド、Xmodem、フラッシュ ロード ヘルパー ログ、モデム、および BRI MUX インターフェイス

このマニュアルでは、Cisco IOS File System 機能の詳細については扱いません。この機能について
は、Cisco IOS Release 12.x に 対 応 す る『Configuration Fundamentals Configuration Guide』お よ び
『Configuration Fundamentals Command Reference』を 参 照 し て く だ さ い。こ れ ら の マ ニ ュ ア ル は
Documentation CD-ROM に収録されているほか、Cisco.com からも入手できます（Cisco.com へのア
クセス方法については、「Cisco.com」[p.xvi] を参照）
。
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コンパクト フラッシュ ディスクの使用方法
ハードウェアおよびソフトウェア要件

ハードウェアおよびソフトウェア要件
Cisco 7301 で使用できるコンパクト フラッシュ ディスクは、次の構成のものに限られます。
•

64 MB、製品 ID：MEM-7301-FLD64M=

•

128 MB、製品 ID：MEM-7301-FLD128M=

Cisco 7301 でコンパクト フラッシュ ディスクを使用するために最小限必要な Cisco IOS リリースは、
12.2(11)YZ です。

必要な工具および部品
コンパクト フラッシュ ディスクを取り付けるには、次の工具および部品の一部または全部が必要
です。
•

静電気防止用リスト ストラップ

•

TFTP サーバへのアクセス

•

次のコンパクト フラッシュ ディスクキットのうちの 1 つ
− 64 MB、製品 ID：MEM-7301-FLD64M=
− 128 MB、製品 ID：MEM-7301-FLD128M=
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互換性に関する要件

互換性に関する要件
ここでは、コンパクト フラッシュ ディスクの互換性およびサポート対象システム間での使用方法
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 Cisco IOS ソフトウェア イメージを起動するには、システム
が ROM モニタ ソフトウェア イメージから実行するときに、ROM モニタ ソフトウェア イメージお
よびブート イメージが、
「ハードウェアおよびソフトウェア要件」（p.B-3）に記載されている最小
限の Cisco IOS リリース以降のいずれかでなければなりません。show version または show hardware
コマンドを使用して、システムでこれらのソフトウェア イメージが実行されているかどうかを確認
してください。
format コマンドによって、コンパクト フラッシュ ディスク上にプロセッサ固有のファイル システ
ムが生成されるので、ROM モニタ ソフトウェアはコンパクト フラッシュ ディスク メディアを読
み取ることができるようになります。ROM モニタ プロンプト（rommon>）から boot コマンドま
たは dir コマンドを使用する予定で、なおかつコンパクト フラッシュ ディスクが同じシステム プ
ロセッサでまだフォーマットされていない場合は、再フォーマットが必要になることがあります。
単純なファイルの保存または検索機能を使用するだけであれば、任意の Cisco 7301 ルータ間でコン
パクト フラッシュ ディスクを交換できます。

（注）

Cisco 7301 ルータのコンパクト フラッシュ ディスクは、c7301-boot-mz イメージでサポートされま
す。

システム メモリおよびソフトウェア イメージの機能と相互作用
システム上の ROM モニタ イメージは、コンパクトな一連のシステム診断、ハードウェアの初期化
など、重要な機能を実行します。このイメージは、リセット時、電源投入時、または（バス エラー
など）回復不能なイベント発生時に制御権を得ます。ROM モニタ ソフトウェア イメージには、
ROM モニタ プロンプト（rommon>）によって認識できる、基本的なユーザ インターフェイスがあ
ります。ROM モニタ ソフトウェア イメージには、パリティ エラーおよびバス エラーに対応する
コンソール ドライバおよびトラップ ハンドラがありますが、ネットワーク インターフェイス コー
ドはありません。したがって、ネットワークを介してイメージを起動することはできません。

（注）

ROM モニタがイメージをロードできるのは、ブートフラッシュ メモリまたはコンパクト フラッ
シュ ディスクからだけです。

ROM モニタはデフォルトで、リセットまたは電源投入の結果として、ブートフラッシュ メモリか
らイメージを起動します。ブートフラッシュ メモリで起動可能なイメージが見つからなかった場
合、ROM モニタはコンパクト フラッシュ ディスクで、最初に起動可能なイメージを検索します。
これは通常、c7301-boot-mz イメージです。
ロードされたブート イメージは、NVRAM メモリに保管されているブート環境変数を調べ、Cisco
IOS ソフトウェア イメージの保存場所と使用すべきコンフィギュレーションを判別します。ブート
環境変数が未定義の場合、システムはコンパクト フラッシュ ディスクで最初に見つかったイメー
ジを起動します。
次の「ブート環境変数」で、ブート環境変数の動作について説明します。
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ブート環境変数

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って、起
動時のシステム動作が決まります。ブート環境変数の現在の設定値を表示するには、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

以下、各ブート環境変数について説明します。
•

BOOT 変数 ― 起動させる Cisco IOS ソフトウェア イメージを示します。コンフィギュレーショ
ン モードで設定します。デフォルトのソフトウェア イメージは CISCOxxx イメージ（xxx は具
体的なファイル名を入力しなかった場合に、システムによって割り当てられるファイル名）で
す。この場合、システムはスロット 0 に搭載されたコンパクト フラッシュ ディスクの先頭イ
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、ファイル名および起動元となるコンパクト フラッシュ ディスク スロットを
指定します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot system flash disk0:rsp-p-mz.12-0

このコンフィギュレーション ファイル エントリの結果、
BOOT変数はdisk0:c7301-js-mz.122...bin
になります。
•

CONFIG_FILE（コンフィギュレーション ファイル）変数 ― 起動時にどこからコンフィギュ
レーションを読み取るかを決定します。コンフィギュレーション モードで次のように設定しま
す。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot config disk0:configfile

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

BOOTLDR（ブート ローダ）変数 ― ブートヘルパー（ブート イメージ）として使用するイメー
ジを決定します。コンフィギュレーション モードで次のように設定します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z.
System(config)# boot bootldr bootflash:c7301-boot-mz

このコンフィギュレーション ファイル エントリの結果、BOOTLDR 変数は
bootflash:c7301-boot-mz になります。
•

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 イメージを検
索する場所をシステムに指示します。コンフィギュレーション モードで次のように、16 進値
として設定します。
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、コンフィギュレーション レジスタは
16 進数の 0x102 に設定されます。コンフィギュレーション レジスタについては、第 3 章「ルー
タの起動および設定」の「システムの起動および初期状態の確認」
（p.3-10）を参照してください。
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アップグレード手順の例
この手順が当てはまるのは、コンパクト フラッシュ ディスクをファイルの保存に使用するユーザ
の場合です。

ステップ 1

オンボード フラッシュ メモリ（ブートフラッシュ メモリ）をフォーマットします（「ソフトウェア
コマンドの概要」[p.B-7] の format コマンドの説明を参照）。

ステップ 2

Cisco IOS Release 12.x ブート イメージ（c7301-boot-mz）をオンボード フラッシュ メモリにコピー
して、オンボード フラッシュ メモリをアップグレードします（「ソフトウェア コマンドの概要」
[p.B-7] を参照）。

ステップ 3

オンボード フラッシュ メモリからコンパクト フラッシュ ディスクに Cisco IOS Release 12.x ソフト
ウェア イメージをコピーします。

ステップ 4

コンパクト フラッシュ ディスクの新しい Cisco IOS イメージを示すように、コンフィギュレーショ
ン ファイルのブート変数を変更します（前出の「ブート環境変数」および「コンパクト フラッシュ
ディスク ベースのソフトウェア イメージを起動イメージにする方法」[p.B-15] を参照）。

ステップ 5

システムを再起動し、コンパクト フラッシュ ディスクから Cisco IOS Release 12.x ソフトウェア イ
メージをロードします。

ステップ 6

新しいコンパクト フラッシュ ディスクを挿入します（「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」[p.4-2] を参照）。

ステップ 7

Cisco IOS Release 12.x が稼働しているシステムで、ブランクのコンパクト フラッシュ ディスクを
フォーマットします（表 B-2[p.B-8] および「format コマンド」[p.B-11] の format コマンドの説明を
参照）。

これで、コンパクト フラッシュ ディスクにコンフィギュレーション ファイルおよび Cisco IOS ソ
フトウェア イメージを保存できるようになります。
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コンパクト フラッシュ ディスクの操作
ここでは、システムでコンパクト フラッシュ ディスクを操作する基本的な手順について説明しま
す。複雑なコンパクト フラッシュ ディスク オプションおよび Cisco IOS File System 機能の詳細に
ついては、このマニュアルでは扱いません。Cisco IOS Release 12.x の次のマニュアルを参照してく
ださい。
• 『Configuration Fundamentals Configuration Guide』の「File Management」の章
• 『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で入手できるほか、Documentation CD-ROM や Cisco.com でも入
手できます（Cisco.com へのアクセス方法については、
「Cisco.com」[p.xvi] を参照）。

ここで説明する内容は、次のとおりです。
•

ソフトウェア コマンドの概要（p.B-7）

•

ソフトウェア コマンドの使用方法（p.B-9）

•

コンパクト フラッシュ ディスクから起動できるようにする方法（p.B-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 イメージを起動イメージにする方法
（p.B-15）

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 ディスクに使用できる、基本的なソフトウェア コマンドをいく
つか紹介します。その後、各コマンドの例も示します。
コンパクト フラッシュ ディスクおよびその他のメモリ デバイス、さらにシステム上の位置は、ファ
イル システムとして定義します。ファイル システムは、ファイルおよびソフトウェア イメージを
保存、使用、検索できる場所です（Cisco IOS File System の簡単な説明については、
「コンパクト フ
ラッシュ ディスクの操作」[p.B-7] を参照）
。
Cisco 7301 のコンパクト フラッシュ ディスクは、disk0 で表されます。
次の show file systems コマンドの出力例の一部は、スロット 0 に搭載された disk0: というコンパク
ト フラッシュ ディスクのシステム例を示しています。
System# show file systems
File Systems:
Size(b)

Free(b)

Type

Flags

flash

rw

Prefixes

（テキスト出力は省略）
48755200

48747008

disk0:

表 B-2 に、コンパクト フラッシュ ディスクに使用できるソフトウェア コマンドを示します。

（注）

表 B-2 に示されているいくつかのコマンドには、他の引数を使用できるものもあります。ただし表
B-2 およびこのマニュアルでは、コンパクトフラッシュ ディスクおよび関連するファイル システ
ムに適用されるコマンド引数だけを記載しています。
そ の 他 の コ マ ン ド 引 数 に つ い て は、
『Configuration Fundamentals Command Reference』の「File
Management Commands」の章を参照してください。
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表 B-2

Cisco 7301 で使用できるコンパクト フラッシュ ディスク関連のソフトウェア コマンド

コマンド引数

目的

cd [disk0:| 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:|]source-filename
[tfpt:]destination-filename

別の場所にファイルをコピーします。
コピー元のファイル システム（disk0:）にあるファイル（source-filename）
の コ ピ ー を 作 成 し、そ の コ ピ ー を 同 じ ま た は 別 の フ ァ イ ル 名
（destination-filename）で、コピ ー先フ ァイ ル シス テム に保 管しま す。
（disk0:）とともにコピー元およびコピー先ファイル システム引数を指定
しますが、下記に限定されるわけではありません。
•

bootflash:（オンボード フラッシュ メモリ）

•

nvram:（オンボード NVRAM）

•

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（スタートアップ 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）

delete [disk0:]filename

ファイルを削除します。
任意のファイルを指定して削除できます。filename は、ファイル名を指
定します。

dir [/all | disk0:]

ファイル システム上のファイルを表示します。
スロット 0 に搭載されたコンパクト フラッシュ ディスクの内容を表示で
きます。/all 引数を指定すると、システムの全ファイル システム上の全
ファイルが表示されます。

format [flash:| bootflash:| disk0:]

ファイル システムをフォーマットします。
リニア フラッシュ メモリ カード（flash:）、オンボード フラッシュ メモ
リ（bootflash:）、または新しいコンパクト フラッシュ ディスク（disk0:）
をフォーマットできます。このコマンドを使用すると、別のタイプのシ
ステムでフォーマットされたリニア フラッシュ メモリ カードまたはコ
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）

このコマンドを使用すると、フラッシュ メモリにそれまであっ
たデータがすべて破棄されるので、回復不能なデータ損失が起き
ないように、format コマンドを使用する場合はくれぐれも注意
してください。

mkdir [disk0:]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 ディスク上に新しいディレクトリを作成できま
す。directory-name は、新しい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。
現在使用しているコンパクト フラッシュ ディスク ディレクトリの名前
が表示されます。

rename [disk0:]filename [disk0:]filename ファイル名を変更します。

あるコンパクト フラッシュ ディスク上のファイルの名前を変更し、その
ファイルに別の（または同じ）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。最初の一連の引数でソース（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 番めの一連の引数で割
り当て先のファイル システム パスおよびファイル名を定義します。
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表 B-2

Cisco 7301 で使用できるコンパクト フラッシュ ディスク関連のソフトウェア コマンド（続き）

コマンド引数

目的

rmdir [disk0:]directory-name

既存のディレクトリを削除します。
コンパクト フラッシュ ディスク上に現在あ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:]

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列に関する情
報を表示します。

ソフトウェア コマンドの使用方法
ここでは、コンパクト フラッシュ ディスクに使用できる、基本的なソフトウェア コマンドの一部
について例を示します。次のコマンドの一部で使用できるオプションの引数については、表 B-2 を
参照してください。
•

cd コマンド（p.B-9）

•

show コマンド（p.B-10）

•

pwd コマンド（p.B-10）

•

dir コマンド（p.B-11）

•

format コマンド（p.B-11）

•

mkdir コマンド（p.B-12）

•

rmdir コマンド（p.B-13）

•

delete コマンド（p.B-13）

cd コマンド
cd コマンドを使用する場合は、具体的なパス名を指定します。さらに、現在のディレクトリを確認
する場合は、pwd コマンドを使用します。
System# cd disk0:
System# pwd
disk0:/

cd .. コマンドを使用すると、コンパクト フラッシュ ディスク ディレクトリ内で 1 つ上の（または
1 つ戻った）階層に移動できます。さらに、pwd コマンドで現在のディレクトリを確認します。
System# pwd
disk0:daily_dir/
System# cd ..
System# pwd
disk0:/
System#
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show コマンド
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列情報を表示するには、show [disk0:] コ
マンドを使用します。
System# show disk0:filesys
******** ATA Flash Card Geometry/Format Info ********
ATA CARD GEOMETRY
Number of Heads:
Number of Cylinders
Sectors per Cylinder
Sector Size
Total Sectors

16
840
32
512
430080

ATA CARD FORMAT
Number of FAT Sectors
Sectors Per Cluster
Number of Clusters
Number of Data Sectors
Base Root Sector
Base FAT Sector
Base Data Sector

105
16
26822
429536
338
128
370

Router#

この例では
•

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

•

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

•

Sectors per Cylinder は、各シリンダ内のセクタ数です。

•

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 ディスク上の総セクタ数です。

•

Number of FAT Sectors は、ファイルへのクラスタ割り当てを追跡するために使用されるセクタ
数です。

•

Sectors per Cylinder は、各シリンダ内のセクタ数です。
（ファイルはクラスタ単位で増大）
。

•

Number of Clusters は、ファイルが使用できるクラスタの総数です。

•

Number of Data Sectors は、ファイルに使用できるセクタ数です。

•

Base Root Sector は、ルート ディレクトリの先頭セクタの論理アドレスです。

•

Base FAT Sector は、File Allocation Table（FAT; ファイル アロケーション テーブル）の先頭セ
クタです。

•

Base Data Sector は、ファイルが使用できる先頭セクタです。

pwd コマンド
pwd コマンドを使用すると、作業ディレクトリを確認できます。
System# pwd
disk1:daily_dir/
System# cd ..
System# pwd
disk1:/
System#
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dir コマンド
現在作業中のディレクトリからコンパクト フラッシュ ディスクのディレクトリ構造および内容を
表示するには、引数を指定しないで dir コマンドを使用します。
System# dir
Directory of disk0:/
1 drw2 drw-

0
0

Jul 25 1998 10:23:11
Jul 25 1998 10:28:37

daily_dir
access_lists

64755200 bytes total (64742912 bytes free)
System#

コンパクト フラッシュ ディスクの容量は、dir コマンドの出力に示されます（この例では、64 MB
のコンパクト フラッシュ ディスクが示されています）。dir コマンドとともに特定のオプション引
数を指定することによって、他のディレクトリおよびファイル システムの内容も表示できます。

format コマンド
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）

注意

（注）

新しいコンパクト フラッシュ ディスクは、使用する前にフォーマットしなければなりません。別
のタイプのシステムでフォーマットされて使用されていたコンパクト フラッシュ ディスクを使用
する場合には、
「互換性に関する要件」
（p.B-4）を参照し、コンパクト フラッシュ ディスクを先に
再フォーマットしなければならないかどうかを判断してください。

フォーマットによって、コンパクト フラッシュ ディスク上の全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を失うことがないように、くれぐれも注意して
ください。コンパクト フラッシュ ディスクに現在あるデータを保存する場合には、TFTP サーバ
または別のルータ上の別のコンパクト フラッシュ ディスクにデータをコピーし、そのあとで新し
いコンパクト フラッシュ ディスクをフォーマットしてください。構成済みシステムの一部として
出荷されたコンパクト フラッシュ ディスクには、コンパクト フラッシュ ディスクと互換性のある
Cisco IOS ソフトウェア イメージが組み込まれているので、フォーマットしなくても、納品された
システムでそのまま使用できます。

スペアのコンパクト フラッシュ ディスクを発注した場合は、ブランクの状態で届くので、フォー
マットしてから使用する必要があります。

新しいコンパクト フラッシュ ディスクは、format コマンドを使用して、次の手順でフォーマット
します（この手順は、システムをすでに起動していることが前提です）。

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.4-2）の手順に従って、スロット
0 にコンパクト フラッシュ ディスクを挿入します。
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ステップ 2

format disk0: コマンドを使用して、スロット 0 のコンパクト フラッシュ ディスクをフォーマット
します。
Router# 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: 125152
format: Total bytes in formatted partition: 64077824
Format: Operation completed successfully.
Format of disk0 complete

（注）

この例では、64 MB のコンパクト フラッシュ ディスクをフォーマットしています。

これで、新しいコンパクト フラッシュ ディスクのフォーマットは完了です。フォーマットしたシ
ステムでいつでも使用できます（フォーマットおよび互換性の具体的な要件については、「互換性
に関する要件」[p.B-4] を参照）。

mkdir コマンド
コンパクト フラッシュ ディスク上で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、スロット 0 のコンパクト フラッシュ ディスク上に daily_dir というディレクトリを作成し、
作成されたこと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、アクセスしたり使用したりする予定のファイルを保存する場合は、該当す
るソフトウェア コマンドを入力するときに、必ずそのファイルの完全なディレクトリ パスを指定
してください。
たとえば、スロット 0 に挿入したコンパクト フラッシュ ディスク上のディレクトリ daily_dir にファ
イル itsa.file を保存する場合、disk0:daily_dir/itsa.file のように完全なディレクトリ パスを指定する
必要があります。そうしないと、システムはこのファイルを見つけることができない場合がありま
す。
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rmdir コマンド
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、スロット 0 のコンパクト フラッシュ ディスクから daily_dir というディレクトリを削除し、
削除されたこと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#

delete コマンド
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。dir
コマンドを使用して削除するファイルを探し、
さらに delete コマンドでそのファイルを削除します。
次に、コンパクト フラッシュ ディスク上のファイル（fun1）を見つけ、ファイルを削除し、削除さ
れた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探します。
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

ファイル 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 ディスクから起動できるようにする方法
ここでは、コンパクト フラッシュ ディスクから起動できるようにする方法について説明します。
コンパクト フラッシュ ディスクから起動できるようにするには、boot system [disk0:]filename コン
フィギュレーション コマンドと組み合わせて、コンフィギュレーション レジスタのビット 3、2、
1、および 0 を 2 〜 15 の値に設定します。ここでは、コンパクト フラッシュ ディスク固有の boot
コマンドに限定して説明します（slotn: 引数または diskn: 引数のどちらかを boot コマンドに使用で
きます）
。
コンパクト フラッシュ ディスクに関連する boot コマンドは、次のとおりです。
•

boot system flash disk0: または boot system slot0: ― スロット 0 に搭載されたコンパクト フラッ
シュ ディスクの先頭ファイルを起動します。

•

boot system flash disk0:herfile または boot system slot0:herfile ― スロット 0 に搭載されたコンパ
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 コマンドを入力するときには、スペースの使い方に注意してください。システムのコマンド解
釈が左右されます。また、boot コマンドを入力するときには、完全なファイル パスを指定する必
要があります。そうしないと、システムがファイルを見つけられない場合があります。
次に、有効なコマンドと無効なコマンドの例を示します。相違に注目してください。
System(config)# boot system flash disk0:myfile

これは有効なコマンドです。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

これは無効なコマンドです。disk0: の後ろにスペースがあるので、システムは filename フィールド
がブランクであるとみなします。この場合、システムはファイル名引数を無視し、コンパクト フ
ラッシュ ディスクの先頭ファイルを起動します。その先頭ファイルは、myfile というファイルでは
ない可能性があります。
コンパクト フラッシュ ディスクからファイル myfile を起動できるようにする手順は、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、configure terminal コマンドを使用して、起動元となる
コンパクト フラッシュ ディスク スロットのイメージ 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

次の例に示した 16 進値を指定して config-register コマンドを使用し、boot system flash disk0:myfile
コマンドをイネーブルにします。
System(config)# config-reg 0x2102

16 進値 0x2102 を指定してこのコマンドを実行すると、次の結果が得られます。
•

コンパクト フラッシュ ディスク ベースのイメージを起動できなかった場合、システムはデ
フォルトのブート ROM ソフトウェアを起動できる ― 16 進値 0x2000

•

ブレーク無効 ― 16 進値 0x0100

•

デフォルトのブート イメージとして myfile を使用できる ― 16 進値 0x0002
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ステップ 3

Ctrl-Z を押してコンフィギュレーション モードを終了します。
System(config)#
Crtl-Z
System#

ステップ 4

copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用し、新しいコンフィギュレーショ
ンを NVRAM に保存します。
System# copy system:running-config nvram:startup-config

コンパクト フラッシュ ディスク ベースのソフトウェア イメージを起動イメージにする
方法
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 イメージを起動可能
なイメージにする方法について説明します。
コンパクト フラッシュ ディスクにソフトウェア イメージをコピーしてから、次の一連のコマンド
を使用し、イメージ（この例では new.image というファイル）を起動可能にします。この例のソフ
トウェア イメージは、スロット 0 のコンパクト フラッシュ ディスクにあります。このコマンド
シーケンスには、config-register コマンドも含まれています。コンパクト フラッシュ ディスクから
イメージをロードできるようにするために、コンフィギュレーション レジスタを 0x2102 に設定し
なければならないからです。
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

システムはリロード時に、スロット 0 のコンパクト フラッシュ ディスクからイメージ new.image を
起動します。
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コンフィギュレーション レジスタの
情報
この付録の構成は、次のとおりです。
•

コンフィギュレーション ビットの意味（p.C-2）

•

Cisco IOS 実行中のコンフィギュレーション レジスタの表示（p.C-6）

•

ROM モニタ実行中のコンフィギュレーション レジスタの表示（p.C-7）

•

Cisco IOS 実行中のコンフィギュレーション レジスタの設定（p.C-7）

•

ROM モニタ実行中のコンフィギュレーション レジスタの設定（p.C-8）
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コンフィギュレーション ビットの意味

コンフィギュレーション ビットの意味
この付録に記載されているプロセッサ コンフィギュレーション レジスタの情報は、次のことを行
うのに使用します。
•

コンフィギュレーション レジスタ値を設定および表示する

•

システムにブートストラップ プログラムを強制的に実行させる

•

ブート ソースおよびデフォルトのブート ファイル名を選択する

•

ブレーク機能をイネーブルまたはディセーブルにする

•

ブロードキャスト アドレスを制御する

•

コンソール端末のボー レートを設定する

•

ROM から実行ソフトウェアをロードする

•

TFTP サーバからのブートをイネーブルにする

表 C-1 は、各コンフィギュレーション メモリ ビットの意味を説明しています。この表のあとに、各
設定についてのより詳しい説明が記載されています。
表 C-1

コンフィギュレーション レジスタ ビットの設定

ビット番号

16 進数

意味

00 〜 03

0x0000 〜 0x000F

ブート フィールド

06

0x0040

システムに NVRAM
（不揮発性 RAM）の内容を無視させる

07

0x0080

OEM ビットがイネーブル

08

0x0100

ブレークがディセーブル

10

0x0400

IP ブロードキャストを、すべて 0 で実行する

11 〜 12

0x800 〜 0x1000

コンソール回線の速度

13

0x2000

初回の起動に失敗した場合、デフォルトの ROM ソフト
ウェアを起動する

14

0x4000

IP ブロードキャストにネットワーク番号がない

15

0x8000

診断メッセージをイネーブルにし、NVRAM の内容を無
視する

ビット 0 〜 3
プロセッサ コンフィギュレーション レジスタの最下位の 4 ビット（ビット 3、2、1、および 0）は
ブート フィールドを形成します。表 C-2 では、これらのビットの設定値について説明します。
表 C-2

ビット 0 〜 3 の設定値

ブート フィールド

意味

0

リロードまたは電源オン / オフの間はブートストラップ プロンプト（ROM モ
ニタ）で待機

1

ブートヘルパー イメージをシステム イメージとして起動

2

Cisco IOS イメージをフラッシュ メモリにロードする完全なブート プロセス

2〜F

デフォルト ファイル名を指定して TFTP サーバからネットワーク経由で起動
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コンフィギュレーション ビットの意味

ブート フィールドは数値を 2 進数で指定します。ブート フィールドの値を 0 に設定すると、コン
ソール ポートを使用してオペレーティング システムを手動で起動する必要があります。その場合、
次のように b コマンドをブートストラップ プロンプトに入力して、オペレーティング システムを
起動します。
> b [tftp] flash filename

各種コマンド オプションの定義は次のとおりです。
b ― ROM からデフォルトのシステム ソフトウェアを起動
b flash ― フラッシュ メモリ内の最初のファイルを起動
b filename [host] ― TFTP を使用してネットワーク経由で起動
b flash filename ― フラッシュ メモリからファイル（filename）を起動
ブート フィールド値を 2 〜 F に設定し、かつコンフィギュレーション ファイル内に有効なシステ
ム ブート コマンドが保管されている場合は、ルータはその値によって指示されたシステム ソフト
ウェアをブートします（表 C-3 を参照）。ブート フィールドをその他のビット パターンに設定した
場合、ルータはその結果として生成される番号を使用して、ネットブート用のファイル名を形成し
ます。
コンフィギュレーション ファイル内に boot コマンドがない場合、ルータはシステム フラッシュ メ
モリ内で最初のファイルのブートを試行します。ファイルがフラッシュ メモリ内にない場合、ブー
ト フィールドの値から生成された名前（例えば、cisco2-7301）を使用したデフォルト ファイルの
ネットブートを試行します。ネットブートの試行が失敗した場合、ブート フラッシュ メモリ内の
ブートヘルパー イメージが起動します。
コンフィギュレーション ファイルに boot コマンドがある場合、ルータ ソフトウェアは、ブート処
理に成功するか、またはリストの終わりに到達するまで、各 boot コマンドを順番に処理していき
ます。リストの終わりに到達しても、ファイルのブートに成功しない場合、コンフィギュレーショ
ン レジスタのビット 13 が設定されていると、ルータは netboot コマンドを最高 6 回まで再試行し
ます。設定されていない場合は、ROMmon 内で使用可能なオペレーティング システムをロードし
ます。ビット 13 が設定されていない場合、ルータはいつまでもイメージをネットブートし続けま
す。ビット 13 のデフォルト設定値は 0 です。ビット 13 が設定されている場合、システムは、ブー
ト フラッシュ メモリ内に存在するブートヘルパー イメージを確実にブートし、再試行することも
ありません。
サーバは、自動コンフィギュレーション プロセスの一部として、デフォルトのファイル名を作成し
ます。ブート ファイル名を形成するために、サーバは Cisco で始まり、それに続けてブート フィー
ルド番号に等しい 8 進数、ダッシュ、そしてイメージ名を連結します。表 C-3 にデフォルトのブー
ト ファイル名またはアクションを記載しています。

（注）

NVRAM に保存されているルータ設定の boot system configuration コマンドにより、デフォルトの
ネット ブート ファイル名は上書きされます。

Cisco 7301 インストレーション コンフィギュレーション ガイド
OL-5418-07-J

C-3

付録 C

コンフィギュレーション レジスタの情報

コンフィギュレーション ビットの意味

表 C-3

デフォルトのブート ファイル名

アクション / ファイル名

ビット 3

ビット 2

ビット 1

ビット 0

ブートストラップ モード

0

0

0

0

ROM ソフトウェア

0

0

0

1

フラッシュ ソフトウェア

0

0

1

0

cisco3-<image-name1>

0

0

1

1

cisco4-<image-name2>

0

1

0

0

cisco5-<image-name3>

0

1

0

1

cisco6-<image-name4>

0

1

1

0

cisco7-<image-name5>

0

1

1

1

cisco10-<image-name6>

1

0

0

0

cisco11-<image-name7>

1

0

0

1

cisco12-<image-name8>

1

0

1

0

cisco13-<image-name9>

1

0

1

1

cisco14-<image-name10>

1

1

0

0

cisco15-<image-name11>

1

1

0

1

cisco16-<image-name12>

1

1

1

0

cisco17-<image-name13>

1

1

1

1

ビット 6
ビット 6 は、システムに NVRAM の内容を無視させます。

ビット 7
ビット 7 は、OEM ビットをイネーブルにし、起動時のブートストラップ メッセージをディセーブ
ルにします。

ビット 8
ビット 8 は、コンソールの Break キーを制御します。ビット 8（工場出荷時のデフォルト）を設定
すると、プロセッサはコンソールの Break キーを無視するようになります。ビット 8 をクリアする
と、プロセッサは Break をシステムを強制的にブートストラップ モニタ状態にするためのコマンド
と解釈し、通常の動作を中断させます。Break は、コンフィギュレーションの設定値に関係なく、
システムがリブートする間の最初の 60 秒間は送信可能です。

ビット 10 およびビット 14
ビット 10 は、インターネット IP ブロードキャスト アドレスのホスト部分を制御します。ビット 10
を設定すると、プロセッサはすべて 0 を使用し、ビット 10 をクリアすると（工場出荷時のデフォ
ルト）、すべて 1 を使用します。ビット 10 は、ビット 14 と対話することで、IP ブロードキャスト
アドレスのネットワークおよびサブネット部分を制御します。表 C-4 は、ビット 10 とビット 14 の
組み合わせの結果を示しています。
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コンフィギュレーション ビットの意味

表 C-4

ビット 10 およびビット 14 の設定値

ビット 14

ビット 10

IP アドレス（< ネット > < ホスト >）

0

0

< すべて 1>< すべて 1>

0

1

< すべて 0>< すべて 0>

1

1

< ネット >< すべて 0>

1

0

< ネット >< すべて 1>

ビット 11 およびビット 12
コンフィギュレーション レジスタのビット 11 および 12 は、コンソール端末のボーレートを決定し
ます。表 C-5 は 4 つの利用可能なボーレートのビット設定値を示しています（工場出荷時のデフォ
ルトのボーレートは 9600 です）
。
表 C-5

ビット 11 およびビット 12 の設定値

ボー

ビット 12

ビット 11

9600

0

0

4800

0

1

2400

1

1

1200

1

0

ビット 13
ビット 13 は、ブートロードの失敗に対するサーバの応答を決定します。コンフィギュレーション
ファイルに boot コマンドがある場合、ルータ ソフトウェアは、ブート処理に成功するか、または
リストの終わりに到達するまで、各 boot コマンドを順番に処理していきます。リストの終わりに
到達しても、ファイルのブートに成功しない場合、コンフィギュレーション レジスタのビット 13
が設定されていると、ルータは netboot コマンドを最高 6 回まで再試行します。設定されていない
場合は、ROMmon 内で使用可能なオペレーティング システムをロードします。ビット 13 が設定さ
れていない場合、ルータはいつまでもイメージをネットブートし続けます。ビット 13 のデフォル
ト設定値は 0 です。ビット 13 が設定されている場合、システムは、ブート フラッシュ メモリ内に
存在するブートヘルパー イメージを確実にブートし、再試行することもありません。

ビット 15
ビット 15 は、診断メッセージをイネーブルにし、NVRAM の内容を無視します。
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Cisco IOS 実行中のコンフィギュレーション レジスタの表示

Cisco IOS 実行中のコンフィギュレーション レジスタの表示
コンフィギュレーション レジスタは、show version または show hardware コマンドを使用して表示
することができます。
次に、Cisco 7301 ルータに対する show version コマンドの出力例を示します。
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7301 Software (C7301-JS-M), Experimental Version 12.2(20020904:004736) [biff
107]
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Sep-02 18:02 by biff
Image text-base:0x600088F8, data-base:0x61A94000
ROM:System Bootstrap, Version 12.2(20020730:200705) [biff-TAZ2_QA_RELEASE_16B 101],
DEVELOPMENT SOFTWARE
BOOTLDR:7301 Software (C7301-BOOT-M), Experimental Version 12.2(20020813:014224)
[biff-TAZ2_QA_RELEASE_17B 101]
7301p2b uptime is 0 minutes
System returned to ROM by reload at 00:01:51 UTC Sat Jan 1 2000
System image file is "tftp://10.1.8.11/tazii/images/c7301-js-mz"
cisco 7301 (NPE-G1) processor (revision A) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID 0
BCM1250 CPU at 700Mhz, Implementation 1, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
1 slot midplane, Version 2.0
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
3 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
62976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x102
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ROM モニタ実行中のコンフィギュレーション レジスタの表示
ブートストラップの [>] プロンプトのあとに o コマンドを入力すると、現在有効な仮想コンフィギュ
レーション レジスタが表示されます。これには、ビットの説明が含まれています。出力例は次のと
おりです。
>o
Configuration register + 02x100 at last boot
Bit#
Configuration register option settings:
15
Diagnostic mode disabled
14
IP broadcasts do not have network numbers
13
Boot default ROM software if network boot fails
12-11
Console speed is 9600 baud
10
IP broadcasts with ones
09
Do not use secondary bootstrap
08
Break disabled
07
OEM disabled
06
Ignore configuration disabled
05
Fast boot disabled
04
Fan boot disabled
03-00
Boot to ROM monitor

プロンプトが [rommon1] である場合、confreg コマンドにより、現在有効な仮想コンフィギュレー
ション レジスタが表示されます。これには、ビットの説明が含まれています。出力例は次のとおり
です。
rommon 1 > confreg
Configuration Summary
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
Do you wish to change the configuration? y/n

[n]

Cisco IOS 実行中のコンフィギュレーション レジスタの設定
コンフィギュレーション レジスタは、config-register 0x<value> コマンドをコンフィギュレーション
モードで使用して設定できます。出力例は次のとおりです。
Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL/Z.
Router(config)#config-register 0x2142
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
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ROM モニタ実行中のコンフィギュレーション レジスタの設定
プロンプトが [>] である場合、or0x<value> コマンドにより、コンフィギュレーション レジスタが
設定されます。出力例は次のとおりです。
>o/r 0x2102
>

プロンプトが [rommon1] である場合、confreg コマンドによりコンフィギュレーション レジスタが
設定されます。ユーザは、各ビットに対する質問に応答します。出力例は次のとおりです。
rommon 1 > confreg
Confiuration Summary
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
do you wish to change the configuration y/n
[n]: y
enable “diagnostic mode”? y/n
[n]:
n
enable
“use net in IP bcast address”? y/n [n]:
n
disable “use rom after netboot fails”? y/n [n]: n
enable
“use all zero broadcast”? y/n [n]: n
enable
“break/abort has effect”? y/n [n]: n
enable
“ignore system config info”? y/n
[n]: n
change console baud rate? y/n [n]: n
change the boot characteristics? y/n
[n]:y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2 - 15 = boot system
[0]: 2
Configuration Summary:
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: image sepcified by the boot system commands or default to: cisco2-c7301
do you wish to change the configuration? y/n

[n]

n

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 >
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