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はじめに
このマニュアルでは、Cisco Prime NAM（Prime NAM）のインストールと設定について説明しま
す。
• 関連資料, vii ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, viii ページ

関連資料
ここでは、関連資料を示します。
表 1：関連資料

関連項目

マニュアル タイトル

ソフトウェア ダウンロード、製品マニュアル、および技
術マニュアルへのリンク

『Cisco Network Analysis Module（Prime NAM）Software』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps5401/tsd_
products_support_series_home.html

ネットワーク モジュール

『Installing Cisco Network Modules in Cisco Access Routers』
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/nm/
hardware/installation/guide/InstNetM.html

Advanced Integration Module（AIM）

『Installing Advanced Integration Modules in Cisco 2600 Series,
Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Routers』http://
www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2600/hardware/
module/installation/guide/aims_ins.html

サービス モジュール

『Cisco SRE Service Module Configuration and Installation
Guide』http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/
interfaces/software/feature/guide/ism-sm-sre.html
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

関連項目

マニュアル タイトル

第 2 世代 Cisco サービス統合型ルータ のインストール。

『Cisco 2900 and 3900 Series Hardware Installation』http://
www.cisco.com/en/US/partner/docs/routers/access/2900/
hardware/installation/guide/Install_Connect.html

安全性に関する準拠

『Cisco Network Modules and Interface Cards Regulatory
Compliance and Safety Information』http://www.cisco.com/en/
US/docs/routers/access/interfaces/rcsi/IOHrcsi.html

ROM モニタへのアクセスとコマンドの発行

『ROM Monitor Download Procedures for Cisco 2691, Cisco,
3631, Cisco 3725, and Cisco 3745 Routers』http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/2600/hardware/
notes/piperrom.html

Cisco IOS インターフェイス コマンド（コマンド構文の詳 『Cisco IOS Interface and Hardware Component Command
細、コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用 Reference』http://www.cisco.com/c/en/us/support/
ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-4-t/
上の注意事項、および例）
tsd-products-support-series-home.html
IP アンナンバード インターフェイス

『Understanding and Configuring the ip unnumbered
Command』http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/
hot-standby-router-protocol-hsrp/13786-20.html

認証、許可、アカウンティング（AAA）

『Cisco IOS Security Configuration Guide』http://
www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/
ios-software-releases-12-4-t/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

Cisco IOS ソフトウェア

『Cisco IOS Software Releases 12.4 T』http://www.cisco.com/
c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-software-releases-12-4-t/
tsd-products-support-series-home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。このドキュ
メントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html から入手できます。
『What's New in Cisco Product Documentation』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一
覧を提供するもので、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使
用すると、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。 RSS フィードは無料の
サービスです。
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はじめに
ここでは、次の内容について説明します。
• はじめに, 1 ページ

はじめに
このマニュアルでは、第 2 世代 Cisco サービス統合型ルータ（Cisco ISR G2）で、Cisco Services
Ready Engine（Cisco SRE）サービス モジュール（SM）に、Cisco Prime Network Analysis Module
（Prime NAM）をインストールする方法について説明します。 また、Prime NAM ソフトウェアを
使用してネットワーク トラフィックを解析するための基本的な設定手順についても説明します。
Cisco 2900 シリーズまたは Cisco 3900 シリーズ サービス統合型ルータの第 2 世代（Cisco ISR G2）
の SM スロットにインストールされている Cisco Services Ready Engine（SRE）Cisco Service Module
（SM）は、Cisco IOS ソフトウェアを含むシスコ製、サードパーティ製、およびカスタムのアプ
リケーションをホストできるようにします。
Prime NAM ソフトウェア アプリケーションは、Cisco IOS ソフトウェアを実行する Cisco アクセス
ルータにプラグインされたネットワーク モジュール上に常駐します。
ネットワーク モジュールはスタンドアロンのサービス エンジンであり、ルータ上の Cisco IOS 設
定に依存しない、独自のスタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーション
を備えています。 モジュールは、外部のコンソール ポートをサポートしていません。 その代わ
りに、モジュールの設定セッションを使用して、ルータを介してモジュールを起動、設定できま
す。 セッション後は、ルータの CLI に戻ってセッションをクリアしてください。
ホストルータおよびネットワークモジュール（モジュールは「アプライアンス」または「ブレー
ド」とも呼ばれ、ソフトウェアがインストールされると、「サービス」または「サービス エンジ
ン」とも呼ばれます）は、ルータ統合アプリケーションプラットフォームを提供することによっ
て、次のようなデータ集約型アプリケーションの処理を加速します。
• アプリケーション指向のネットワーキング
• コンタクト センターとインタラクティブな音声応答アプリケーション
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はじめに

• コンテントのキャッシングと配信
• データとビデオの保管
• ネットワーク解析
• ボイスメールおよび自動応答アプリケーション
タスク

参照先

インストール要件に関する項を確認し、SRE
サービス モジュールの基本的なネットワーク
パラメータを設定します。

インストール要件, （3 ページ）

Prime NAM ソフトウェアをインストールしま
す。

Prime NAM ソフトウェアのインストール, （13
ページ）

インストール後のタスクを実行します。

インストール後のタスク, （37 ページ）
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インストール要件
Prime NAM をインストールする場合は、その前に必ず次の項をお読みください。
• Cisco SRE NAM の仕様, 3 ページ
• はじめる前に, 5 ページ
• Cisco SRE モジュール インターフェイスの設定, 6 ページ

Cisco SRE NAM の仕様
次の項では、Cisco SRE NAM の仕様について説明します。

サポートされる外部ソフトウェア インターフェイス
Cisco SRE NAM では、次の外部ソフトウェア インターフェイスをサポートします。
• router/IOS の Telnet、SSH、およびセッション上の CLI
• SNMP
• HTTP/HTTPS
• NBI

サポートされるブランチ ルータ
Cisco SRE NAM は、次の表に示す Cisco ルータ プラットフォームの任意のネットワーク モジュー
ル スロットに配置できます。 Cisco ブランチ ルータに取り付けることができる Prime NAM は 1
つだけです。
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サポートされるブランチ ルータ

表 2：Cisco SRE NAM がサポートするルータ プラットフォーム

ルータ プラットフォーム

IOS バージョン（最小）

Cisco 3945E ISR

Cisco IOS 15.1(1T)

Cisco 3925E ISR

Cisco IOS 15.1(1T)

Cisco 3945 ISR

Cisco IOS 15.0(1)M

Cisco 3925 ISR

Cisco IOS 15.0(1)M

Cisco 2951 ISR

Cisco IOS 15.0(1)M

Cisco 2921 ISR

Cisco IOS 15.0(1)M

Cisco 2911 ISR

Cisco IOS 15.0(1)M

ルータで現在実行している IOS リリースを確認するには、show version コマンドの出力を参照し
ます。
工場出荷時にハードウェア装着済みのすべての Cisco SM-SRE モデルは、次の表の一覧のとおりで
す。
表 3：Cisco SM-SRE ハードウェア

モデル

プロセッサ

SM-SRE-700-K9

SM-SRE-900-K9

ハード ディスク

メモリ

eUSB フラッシュ

1.86 GHz シングル 500 GB（SATA）
コア

4 GB

2 GB

1.86 GHz デュアル 2 x 500 GB
（SATA）
コア

4 GB

2 GB

SM-SRE のネットワーク モジュールを取り付ける必要がある場合、詳細情報については、次のマ
ニュアルを参照してください。
• 『Connecting Cisco NAM Enhanced Network Modules to the Network』
• 『Cisco Network Modules and Interface Cards Regulatory Compliance and Safety Information』
• 『Cisco SRE Service Module Configuration and Installation Guide』
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ハードウェア インターフェイス

ハードウェア インターフェイス
ホストルータとネットワークモジュールは、内部接続および外部接続にさまざまなインターフェ
イスを使用します。 それぞれのインターフェイスは、ルータから Cisco IOS CLI を使用して、ま
たはモジュールからモジュールの CLI を使用して設定できます。
Cisco SRE NAM は、外部インターフェイスと内部インターフェイスの両方のトラフィックを同時
にモニタリングできます。 ただし、管理トラフィックに使用できるのは、どちらか 1 つだけで
す。
ハードウェア インターフェイス

適用する設定

使用する設定方法

1

ルータ インターフェイス（例：Gig0/0）

標準のルータの設定

ルータの Cisco IOS CLI

2

SM-SRE へのルータ側インターフェイス。 モジュールの IP アドレ
これは、ルータの sm インターフェイスで スとデフォルト ゲート
す。
ウェイのルータ

3

SM-SRE の内部インターフェイス。 ギガ 他のすべてのモジュー モジュールの SM-SRE
ビット イーサネット（GE）インターフェ ルおよび SM-SRE アプ CLI、GUI、Telnet、SSH
イスです。
リケーション設定
インターフェイス、ま
たは SNMP
SM-SRE の外部インターフェイス。 ギガ 外部ソースからのデー
ビット イーサネットインターフェイスで タ要求とデータ転送の
す。
サポート

4

はじめる前に
Prime NAM ソフトウェアのインストールを開始する前に、次を実行します。
• ホスト ルータ内のネットワーク モジュールの場所を書き留めておきます。
◦ slot：モジュールのルータ シャーシのスロットの数 モジュールのインストール後にこの
情報を取得するには、ルータで show running-config コマンドを実行し、その出力で SM
インターフェイスを確認します。
◦ port：モジュール インターフェイスのポート番号。 この値は常に 0 です。

（注）

この情報は、「ルータ上の SRE インターフェイスの設定, （6 ページ）」および「セッショ
ンの終了, （10 ページ）」で必要です。
• ダウンロード用の FTP または TFTP ファイル サーバにアクセスできることを確認します。
◦ FTP ファイル サーバ：インストール、バックアップ、および復元に使用します。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーション
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Cisco SRE モジュール インターフェイスの設定

◦ TFTP ファイル サーバ：（FTP ファイル サーバに使用するマシン上で）インストールが
失敗した場合に、boothelper を実行して復旧を行うときに使用します。

Cisco SRE モジュール インターフェイスの設定
ここでは、Cisco IOS CLI を使用した SRE サービス モジュールの基本的なネットワーク パラメー
タの設定方法について説明します。 ここでは、次のタスクについて説明します。
• ルータ上の SRE インターフェイスの設定, （6 ページ）
• セッションの開始 , （9 ページ）
• セッションの終了, （10 ページ）

（注）

以下のいずれかの手順を実行中に電源が切れるか接続が切れると、通常は割り込みが検出さ
れ、システムによって復旧が試行されます。 復旧に失敗した場合は、IOS コマンドを使用して
システムを最初から再インストールします。 IOS コマンドを使用した Cisco SRE NAM のイン
ストール, （14 ページ）を参照してください。
ネットワークモジュールは、CLI または GUI を使用して設定できます。 このドキュメントで
は、CLI による設定手順について説明します。 GUI による設定手順については、GUI のオンラ
イン ヘルプを参照してください。

ルータ上の SRE インターフェイスの設定
最初の設定作業は、ホスト ルータおよび外部リンクへのネットワーク モジュール インターフェ
イスの設定です。 これを設定することにより、モジュールにアクセスして SRE サービス モジュー
ルをインストールし設定できるようになります。

（注）

最初のいくつかのステップでは、ホスト ルータの CLI を開いて、ルータのモジュールへのイ
ンターフェイスにアクセスします。 次のステップで、インターフェイスを設定します。
ホスト ルータの CLI より

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーショ
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ルータ上の SRE インターフェイスの設定

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface sm slot/0
4. 次のどちらかを実行します。
• ip address router-side-ip-address subnet-mask
• ip unnumbered type number
5. service-module ip address module-side-ip-address subnet-mask
6. service-module external ip address external-ip-address subnet-mask
7. service-module ip default-gateway gateway-ip-address
8. end
9. copy running-config startup-config
10. show running-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

ホスト ルータで特権 EXEC モードを開始します。 パスワードを入力
します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

ホスト ルータでグローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface sm slot/0

ネットワークモジュールが常駐するスロットとポートのインターフェ
イス コンフィギュレーション モードを入力します。

例：
Router(config)# interface sm 1/0

ステップ 4

次のどちらかを実行します。
• ip address
router-side-ip-address
subnet-mask
• ip unnumbered type number

モジュールへのルータ インターフェイスを指定します。 引数は次の
とおりです。
• router-side-ip-address subnet-mask：インターフェイスの IP アド
レスとサブネット マスク。
• type number：ルータに IP アドレスが指定された、もう 1 つのイ
ンターフェイスのタイプと番号。 番号付けされていない別のイ

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーション
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ルータ上の SRE インターフェイスの設定

コマンドまたはアクション
例：
Router(config-if)# ip address
10.0.0.20 255.255.255.0

例：

目的
ンターフェイスは指定できません。 ハイ レベル データ リンク
（HDLC）、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）、平衡
型リンクアクセス手順（LAPB）、フレームリレーカプセル化、
シリアル ライン インターネット プロトコル（SLIP）を使用し
ているシリアル インターフェイスおよびトンネル インターフェ
イスは、アンナンバードでもかまいません。

Router(config-if)# ip unnumbered
ethernet 0/0

ステップ 5

service-module ip address
ルータへのモジュール インターフェイスの IP アドレスを指定しま
module-side-ip-address subnet-mask す。 引数は次のとおりです。
例：
Router(config-if)#
service-module ip address
172.0.0.20 255.255.255.0

• module-side-ip-address：インターフェイスの IP アドレス
• subnet-mask：IP アドレスに追加するサブネット マスクで、ホス
ト ルータと同じサブネットにあることが必要
このコマンドは、管理トラフィックの内部インターフェイスを選択
して設定します。このコマンドを使用すると、SREサービスモジュー
ル CLI で ip interface internal コマンドと ip address <address> <mask>
コマンドを使用するのと同じ結果が得られます。

管理トラフィック用の外部インターフェイスを使用する場
合は、このステップの代わりにステップ 6 を使用します。
ステップ 5 またはステップ 6 のいずれかを実行する必要が
あります。 どちらも実行されていない場合、インストール
は失敗します。
service-module external ip address モジュール上の外部 LAN インターフェイスの IP アドレスを指定し
external-ip-address subnet-mask
ます。 引数は次のとおりです。
（注）

ステップ 6

例：
Router(config-if)#
service-module external ip
address 172.0.0.30 255.255.255.0

• external-ip-address：インターフェイスの IP アドレス
• subnet-mask：IP アドレスに追加するサブネット マスク
このコマンドは、管理トラフィックの外部インターフェイスを選択
して設定します。このコマンドを使用すると、SREサービスモジュー
ル CLI で ip interface external コマンドと ip address <address> <mask>
コマンドを使用するのと同じ結果が得られます。
（注）

管理トラフィック用の内部インターフェイスを使用する場
合は、このステップの代わりにステップ 5 を使用します。
ステップ 5 またはステップ 6 のいずれかを実行する必要が
あります。 どちらも実行されていない場合、インストール
は失敗します。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーショ
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インストール要件
セッションの開始

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

service-module ip default-gateway
gateway-ip-address

モジュールのデフォルト ゲートウェイ ルータの IP アドレスを指定
します。 引数は以下のようになります。
• gateway-ip-address：ゲートウェイ ルータの IP アドレス

例：

ステップ 8

Router(config-if)#
service-module ip
default-gateway 10.0.0.40

（注）

end

ホスト ルータのグローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

このステップは、ステップ 5 またはステップ 6 を使用した
場合のみ実行します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 9

copy running-config startup-config ルータの新規実行コンフィギュレーションを保存します。
例：
Router# copy running-config
startup-config

ステップ 10

show running-config

アドレス設定を検証できるようにルータの実行コンフィギュレーショ
ンを表示します。

例：
Router# show running-config

例
以下の show running-config コマンドからの出力の一部は、インターフェイスがどのように設定さ
れているかを表しています。
interface sm 1/0
ip address 10.0.0.20 255.255.255.0
service-module ip address 10.0.0.21 255.255.255.0
service-module ip default-gateway 10.0.0.20

セッションの開始
ここでは、SRE サービス モジュールのセッションを開始する方法を説明します。

（注）

アプリケーション ソフトウェアをインストールする前に、ブートローダを始動するセッショ
ンを開始します。 ソフトウェアのインストール後、アプリケーションを始動するセッション
を開始します。 同時に実行できるセッションは、1 つだけです。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーション
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インストール要件
セッションの終了

手順の概要
1. enable
2. service-module sm slot/0 session clear
3. service-module sm slot/0 session

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

ホスト ルータで特権 EXECモードを開始します。
パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

service-module sm slot/0 session clear

このセッションのログインの障害となる既存の
セッションが存在しないことを確認します。

例：
Router# service-module sm 1/0 session clear

例：
[confirm]
[OK]
Router#

ステップ 3

service-module sm slot/0 session

指定したモジュールでセッションを開始します。

例：
Router# service-module sm 1/0 session
Trying 172.20.98.151, 2066 ... Open
Cisco Network Analysis Module (SM-SRE)
NAM.domain.name login:

セッションの終了
ここでは、SRE サービス モジュール セッションを終了する方法を説明します。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーショ
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インストール要件
セッションの終了

アプリケーション ソフトウェアをインストールする前に、ブートローダを始動するセッショ
ンを開始します。 ソフトウェアのインストール後、アプリケーションを始動するセッション
を開始します。 同時に実行できるセッションは、1 つだけです。 CLI コマンド exit により、
セッションが自動的に終了します。

（注）

手順の概要
1. NAM CLI、NAM ログイン、NAM ヘルパー、または NAM ブートローダ プロンプトから、
Control-Shift-6 x を押します。
2. ルータの CLI から、次のいずれかを実行します。
• disconnect
• service-module sm slot/0 session clear

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

NAM CLI、NAM ログイン、NAM ヘルパー、 （注）
このキーシーケンスによって、ルータ プロンプト
または NAM ブートローダ プロンプトから、
が表示されます。
service-module セッションを閉じて、ルータの CLI に戻りま
Control-Shift-6 x を押します。
す。
service-module セッションは、次のステップでク
リアするまで残ります。 起動中は、Enter を押す
ことで、ルータの CLI からこのセッションに戻る
ことができます。
指定したモジュールのセッション接続を切断するか、サー
ビスモジュール セッションをクリアします。
（注）

ステップ 2

ルータの CLI から、次のいずれかを実行し
ます。
• disconnect

このコマンドの実行を確認するプロンプトが表示されたら、
Enter キーを押します。

• service-module sm slot/0 session clear

例：
Router# service-module sm 1/0 session
clear
[confirm]
[OK]
Router#
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インストール要件
セッションの終了
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Prime NAM ソフトウェアのインストール
ソフトウェアのインストールでは、ブートローダを使用します。これは、システムの電源を最初
にオンにしたときに実行される小さなシステム ソフトウェアのセットです。 ブートローダは、
Prime NAM アプリケーションをロードして実行します。 またオプションとして、フラッシュ メ
モリ上でヘルパー イメージをロードして実行します。
ソフトウェアの再インストールには、ヘルパー イメージのインストール、設定、および起動が
必要です。 これにより、ヘルパーが Prime NAM インストール ウィザードを起動し、ソフトウェ
アがインストールされます。

（注）

ホスト ルータ上で実行中の全アプリケーションのサービスを停止したり、オフラインにした
りできる場合は、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードも考慮に入れてくださ
い。
ここでは、次の内容について説明します。
• Prime NAM ソフトウェア イメージ, 13 ページ
• IOS コマンドを使用した Cisco SRE NAM のインストール, 14 ページ
• Cisco SRE NAM のアップグレード , 17 ページ

Prime NAM ソフトウェア イメージ
Cisco SRE NAM には、次の 3 つの Prime NAM ソフトウェア イメージが含まれています。
• フラッシュ メモリ内のブートローダ イメージ：Prime NAM アプリケーション イメージとヘ
ルパー イメージのどちらを起動するかを指定するために使用します。
• フラッシュ メモリ内のヘルパー イメージ：Prime NAM ソフトウェア イメージの回復または
アップグレードに使用します。
• ハード ドライブの Prime NAM アプリケーション イメージ。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーション
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Prime NAM ソフトウェアのインストール
Prime NAM ソフトウェア アップグレードの種類

Prime NAM ソフトウェア アップグレードの種類
Prime NAM ソフトウェアのアップグレードには次の 2 つの形式があります。
• イメージ：ヘルパー イメージからインストールするフル イメージ リリース。 フル イメージ
のアップグレードは、通常、Prime NAM アプリケーション イメージのアップグレードに使用
されます。必要に応じて、またはテクニカル サポートの勧めにより、ヘルパー イメージを
使用してブートローダ イメージやヘルパ イメージのアップグレードも可能です。
• パッチ：ソフトウェア バージョンへの差分アップデートであり、patch NAM CLI コマンドを
使用してインストールされます。 パッチは Prime NAM アプリケーション イメージ用のみを
入手できます。
要件に応じて、この項に示すいずれかの手順を実行します。
• IOS コマンドを使用した Cisco SRE NAM のインストール, （14 ページ）：Cisco SRE NAM
を初めてインストールする場合は、この手順を使用します。
• Cisco SRE NAM のアップグレード , （17 ページ）：Cisco SRE NAM で既存の Prime NAM を
アップグレードする場合は、この手順を使用します。

（注）

この方法は推奨されません。 IOS コマンドまたは CLI コマンドを使用してインストールする
ことを推奨します。

IOS コマンドを使用した Cisco SRE NAM のインストール
Cisco SRE NAM を初めてインストールする場合は、次の IOS コマンドの方法を使用してインス
トールを実行する必要があります。

（注）

このインストール方法は Cisco SM-SRE のハード ディスクを再フォーマットします。

はじめる前に
Cisco SRE NAM をインストールする前に、次の作業を実行します。
• Cisco.com から NAM 6.1 ソフトウェア イメージをダウンロードします
• イメージを FTP サーバにコピーします。
• （任意）TFTP ファイル サーバの IP アドレスを使用できるように用意しておきます。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーショ
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Prime NAM ソフトウェアのインストール
はじめる前に

• SM-SRE で Cisco NAM をインストールするには、次のリストのファイルが、同じディレクト
リにあり、アクセス可能でなければなりません。
◦ application(bin.gz)
◦ helper
◦ install.sre
◦ install.sre.header
◦ tcl signature
◦ smbootloader
• これらのファイルでは名前付けが重要です。 これらのファイルはすべて、正しく名前付けさ
れている場合に zip ファイルとして使用できるようになります。 名前の語幹はアプリケーショ
ン イメージの名前です。 これら以外のファイルには、拡張子が付けられています。
• SRE インストール プロセスは、まず IOS から tcl ファイルおよび helper をロードします。 tcl
ファイルは IOS で実行されます。 その後、ブートローダはルータからヘルパー イメージを
ロードするように指示されます。 インストール URL がヘルパー イメージに渡され、ヘル
パーがブートローダおよびアプリケーション イメージをロードしてインストールします。

（注）

ヘルパーは、名前解決を行わないため、URL では数字の IP アドレスを使用する必要がありま
す。 URL にはパスワードが含まれている必要があります。
• 一般的な操作手順については、次の『Cisco SRE Service Module Configuration and Installation
Guide』を参照してください。
手順
SRE のインストールは、すべての SRE アプリケーションに共通のインストール手順です。 これは
IOS プロンプトから制御されます。

（注）

ハード ドライブを初期化し、Cisco NAM ソフトウェアをインストールするには時間がかかり
ます。
次の手順を実行します。

手順の概要
1. image ディレクトリに移動し、ZIP ファイルを展開します。
2. IOS CLI から、service-module sm2/0 install url ftp://<file-location> コマンドを発行します。 こ
の例では、SM-SRE はスロット 2 にあります。
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Prime NAM ソフトウェアのインストール
はじめる前に

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

image ディレクトリに移動し、ZIP ファイルを展開します。

次に例を示します。

例：
[nam@nam-ftp ~]$ unzip nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.zip
Archive: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.zip
inflating: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz
inflating: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.helper
inflating: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.install.sre
inflating: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.install.sre.header
inflating: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.key
inflating: nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.smbootloader

ステッ
プ2

IOS CLI から、service-module sm2/0 install url ftp://<file-location> コマンドを発行 次に例を示します。
します。 この例では、SM-SRE はスロット 2 にあります。
「Application image
upgrade complete. 」とい
例：
うメッセージが表示され
namlab-mc#service-module sm2/0 install url
たら、Cisco SRE NAM の
ftp://nam:blender@10.1.2.1/nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz
インストールは完了で
Delete the installed Network Analysis Module (NAM) and proceed with new
installation?
す。
[no]: yes
Loading nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.install.sre !
namlab-mc#
*Jun 5 00:20:23.654: %SM_INSTALL-6-INST_RBIP: SM2/0 received msg: RBIP
Registration
Request
*Jun 5 00:20:23.658: %SM_INSTALL-6-INST_RBIP: SM2/0 received msg: RBIP File
Request
namlab-mc#
*Jun 5 00:20:26.446: %SM_INSTALL-6-INST_RBIP: SM2/0 received msg: RBIP File
Request
namlab-mc#
*Jun 5 00:20:47.226: %SM_INSTALL-6-INST_RBIP: SM2/0 received msg: RBIP File
Request
*Jun 5 00:20:47.786: %SM_INSTALL-6-INST_RBIP: SM2/0 received msg: RBIP File
Request
namlab-mc#
*Jun 5 00:21:08.974: %SRE_SM-6-STATE_CHANGE: SM2/0 changing state from
SERVICE_MODULE_STATE_ERRQ to SERVICE_MODULE_STATE_STDY
namlab-mc#
*Jun 5 00:21:20.853: %SM_INSTALL-6-INST_PROG: SM2/0 PROGRESSING: updated
bootloader.
*Jun 5 00:21:20.853: %SM_INSTALL-6-INST_PROG: SM2/0 PROGRESSING: starting
download of
ftp://nam:blender@10.1.2.1/nam-app-x86_64.6-1-1-5.bin.gz.
namlab-mc#
Install successful on SM2/0. Please wait for module to reset before next
operation.
*Jun 5 00:23:16.861: %SM_INSTALL-6-INST_SUCC_RESET: SM2/0 SUCCESS: Application
image
upgrade complete.. Please wait for module to reset before next operation
namlab-mc#
*Jun 5 00:24:52.636: %SM_INSTALL-6-INST_RBIP: SM2/0 received msg: RBIP
Registration
Request
*Jun 5 00:24:52.636: %SM_INSTALL-6-INST_RESET_COMP: SM2/0: Module reset
complete.
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Prime NAM ソフトウェアのインストール
Cisco SRE NAM のアップグレード

Cisco SRE NAM のアップグレード
Cisco SRE NAM のアップグレードの詳細については、次の場所にあるアップグレード マニュアル
を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-network-analysis-module-software/
products-installation-guides-list.html

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーション
ガイド
OL-31781-01-J

17

Prime NAM ソフトウェアのインストール
Cisco SRE NAM のアップグレード
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Cisco Prime NAM の設定
Cisco SRE NAM には内部ギガビット イーサネット インターフェイスと外部インターフェイスが
あります。 NAM web GUI、telnet または ssh などの Prime NAM 管理トラフィックにはどちらの
インターフェイスでも使用できますが、両方の使用はできません。 Prime NAM 内部インターフェ
イスの設定によって、IP アンナンバードまたはルーティング可能なサブネットのいずれかを使用
します。
次の各項では、Cisco SRE NAM 内部インターフェイスを管理用に設定する方法について説明しま
す。
• 管理用の内部インターフェイスの設定：IP アンナンバード, 19 ページ
• 管理用の内部インターフェイスの設定：ルーティング可能なサブネット, 22 ページ
• 管理用の外部インターフェイスの設定, 25 ページ
• Prime NAM コンソール回線での認証、許可、アカウンティング（AAA）ログイン認証のディ
セーブル化, 27 ページ
• ネットワーク接続用の Cisco SRE NAM の設定, 29 ページ
• NTP サーバによる Prime NAM システム時刻の設定 , 33 ページ
• Prime NAM パケット モニタリングのイネーブル化, 33 ページ

管理用の内部インターフェイスの設定：IP アンナンバー
ド
ここでは、Cisco SRE NAM 内部インターフェイスを IP アンナンバード用に設定する方法を説明し
ます。
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Cisco Prime NAM の設定
管理用の内部インターフェイスの設定：IP アンナンバード

（注）

アドレスは、インターフェイス アドレス用（ステップ 4）、NAM アドレス用（ステップ 6 ～
9）、および NAM デフォルト ゲートウェイ アドレス用（ステップ 7）が、すべて同じサブネッ
トに存在する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface sm slot/0
4. ip unnumbered <interface> <number>
5. no shutdown
6. service-module ip address <NAM-Address> <subnetmask>
7. service-module ip default-gateway <NAM-Default-Gateway-Address>
8. exit
9. ip route <NAM-Address> 255.255.255.255 sm slot/0
10. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

enable

IOS の EXEC モードを開始します。

ステップ 2

configure terminal

ターミナル モードから IOS 設定を開始します。

ステップ 3

interface sm slot/0

サービス モジュール インターフェイスの IOS インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 4

ip unnumbered <interface> <number>

<interface> で設定されたアドレスを借用します。 この
例では、インターフェイス sm 1/0 は、gigabitethernet0/1
インターフェイスに設定されたアドレスを借用しま
す。

例：
Router (config-if)#

ip unnumbered

gigabitethernet 0/1
ステップ 5

no shutdown

ステップ 6

service-module ip address <NAM-Address> NAM 内部インターフェイスへの <NAM-Address> を設
<subnetmask>
定します。

sm のインターフェイスをイネーブルにします。

例：

service-module ip
address 209.165.200.226 255.255.255.224
Router (config-if)#
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

service-module ip default-gateway
<NAM-Default-Gateway-Address>

Prime NAM デフォルト ゲートウェイ アドレスを設定
します。

例：

service-module ip
default-gateway 209.165.200.225
Router (config-if)#

ステップ 8

exit

ルータインターフェイスコンフィギュレーションモー
ドから、ルータ グローバル コンフィギュレーション
モードに移行します。

ステップ 9

ip route <NAM-Address> 255.255.255.255
sm slot/0

NAM 管理アドレスのための完全な 32 ビット スタ
ティック ルートを設定します。

例：

ip route 209.165.200.226
255.255.255.255 sm 1/0

Router(config)#

ステップ 10

ルータコンフィギュレーションモードを終了します。

end

設定例
この設定例の内容は次のとおりです。
• 内部 NAM インターフェイスはトラフィックの管理に使用されます。
• ルーティング可能な同じサブネットからの IP アドレスは、サービス モジュール インターフェ
イスおよび Prime NAM システムに割り当てられます
• IP アドレス空間を節約するために、サービス モジュール インターフェイスを IP アンナン
バードとして設定して、ギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスを借りま
す。
• サービス モジュール インターフェイスを介した Prime NAM へのスタティック ルートが設定
されます。
• 内部 Prime NAM インターフェイスは、インターフェイス Serial 0/0 上の WAN トラフィック
のモニタリングに使用され、外部 Prime NAM インターフェイスは、インターフェイス、ギガ
ビット イーサネット 0/0 上の LAN トラフィックのモニタリングに使用されます。
• SM-SRE はルータのスロット 2 に取り付けます。
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ルータの設定（Cisco IOS ソフトウェア）
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
analysis-module monitoring
!
interface Integrated-Service-Engine2/0
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
ip nbar protocol-discovery
no keepalive
!
!
ip route 209.165.200.226 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine2/0
!
!

Prime NAM 設定（Prime NAM ソフトウェア）
root@myNAM.company.com# show ip
IP address:
209.165.200.226
Subnet mask:
255.255.255.224
IP Broadcast:
209.165.200.255
IP Interface:
Internal
DNS Name:
myNAM.company.com
Default Gateway:
209.165.200.225
Nameserver(s):
171.69.2.133
HTTP server:
Enabled
HTTP secure server:
Disabled
HTTP port:
80
HTTP secure port:
443
TACACS+ configured:
No
Telnet:
Enabled
SSH:
Disabled

管理用の内部インターフェイスの設定：ルーティング可
能なサブネット
ここでは、ルーティング可能なサブネット方式を使用して、SM-SRE の内部インターフェイスを
管理用に設定する方法を説明します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface sm slot/0
4. ip address <router-side-address> <subnetmask>
5. no shutdown
6. service-module ip address <NAM-Address> <subnetmask>
7. service-module ip default-gateway <router-side-address>
8. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

enable

IOS の EXEC モードを開始します。

ステップ 2

configure terminal

ターミナル モードから IOS 設定を開始します。

ステップ 3

interface sm slot/0

integrated-service-engine インターフェイスの IOS イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 4

ip address <router-side-address>
<subnetmask>

integrated-service-engine インターフェイスへのルーティ
ング可能なアドレスを設定します。

例：

ip address
209.165.200.225 255.255.255.224
Router (config-if)#

ステップ 5

no shutdown

ステップ 6

service-module ip address <NAM-Address> NAM 内部インターフェイスへの NAM-Address を設定
<subnetmask>
します。

integrated-service-engine インターフェイスを開始しま
す。

（注）

例：

NAM-Address は、router-side-address と同じサ
ブネットに存在する必要があります。

service-module ip
address 209.165.200.226 255.255.255.224
Router (config-if)#

ステップ 7

service-module ip default-gateway
<router-side-address>

NAM デフォルト ゲートウェイ アドレスを、
router-side-address である integrated-service-engine イン
ターフェイス アドレスに設定します。

例：

service-module ip
default-gateway 209.165.200.225
Router (config-if)#
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

ルータ コンフィギュレーション モードを終了します。

設定例
この設定例の内容は次のとおりです。
• 内部 Prime NAM インターフェイスはトラフィックの管理に使用されます。
• Integrated-Service-Engine インターフェイスと Prime NAM システムに対し、同じルーティング
可能なサブネットからの IP アドレスが割り当てられます。
• Integrated-Service-Engine インターフェイス経由で Prime NAM にアクセスするスタティック
ルートが設定されます。
• 内部 Prime NAM インターフェイスは、インターフェイス Serial 0/0 上の WAN トラフィック
のモニタリングに使用され、外部 Prime NAM インターフェイスは、インターフェイス、ファ
スト イーサネット 0/0 上の LAN トラフィックのモニタリングに使用されます。
• SM-SRE はルータのスロット 2 に取り付けます。

ルータの設定（Cisco IOS ソフトウェア）
!
interface sm2/0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
ip route 209.165.200.226 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine1/0

Prime NAM 設定（Prime NAM ソフトウェア）
root@myNAM.company.com# show ip
IP address:
209.165.200.226
Subnet mask:
255.255.255.224
IP Broadcast:
209.165.200.255
IP Interface:
Internal
DNS Name:
myNAM.company.com
Default Gateway:
209.165.200.225
Nameserver(s):
171.69.2.133
HTTP server:
Enabled
HTTP secure server:
Disabled
HTTP port:
80
HTTP secure port:
443
TACACS+ configured:
No
Telnet:
Enabled
SSH:
Disabled
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管理用の外部インターフェイスの設定
ここでは、SM-SRE を Prime NAM 管理トラフィック用の外部インターフェイスとして使用するた
めの設定方法について説明します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interface loopback <loopback-number>
4. ip address <bogus-address> <subnetmask>
5. no shutdown
6. exit
7. interface sm slot/0
8. ip unnumbered loopback <number>
9. no shutdown
10. service-module external ip address <NAM-Address> <subnetmask>
11. service-module ip default-gateway <NAM-Default-Gateway-Address>
12. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

enable

IOS の EXEC モードを開始します。

ステップ 2

configure terminal

ターミナル モードから IOS 設定を開始します。

ステップ 3

interface loopback <loopback-number>

ルータ上にループバック インターフェイス 0 を作成
します。

例：
Router (config)#

interface loopback 0

Router (config-if)#

ステップ 4

ip address <bogus-address> <subnetmask>
例：
Router(config-if)#

ip address 10.1.1.1

ループバック インターフェイス上に偽のアドレスを
設定します。 この例では、インターフェイス
loopback0 にアドレス 10.1.1.1/24 が割り当てられてい
ます。

255.255.255.0
ステップ 5

no shutdown

ループバック インターフェイスをイネーブルにしま
す。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了し、グローバル コンフィギュレーション モード
に移行します。

例：
Router(config-if)#

exit

Router(config)#

ステップ 7

interface sm slot/0

integrated-service-engine インターフェイスの IOS イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 8

ip unnumbered loopback <number>

ステップ 4 でループバック インターフェイスに設定
されたアドレスを借用します。

例：
Router (config-if)#

ip unnumbered

loopback 0
ステップ 9

no shutdown

integrated-service-engine インターフェイスを開始しま
す。

ステップ 10

service-module external ip address
<NAM-Address> <subnetmask>

Prime NAM 外部インターフェイスへの <NAM-Address>
を設定します。

例：

service-module
external ip address 209.165.201.2
255.255.255.224
Router (config-if)#

ステップ 11

service-module ip default-gateway
<NAM-Default-Gateway-Address>

Prime NAM デフォルト ゲートウェイ アドレスを設定
します。

例：

service-module ip
default-gateway 209.165.201.222
Router (config-if)#

ステップ 12

end

ルータ コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

設定例
この設定例の内容は次のとおりです。
• 外部 Prime NAM インターフェイスはトラフィックの管理に使用されます。
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• Integrated-Service-Engine インターフェイスは、IP アンナンバードとして設定され、ループバッ
ク インターフェイスの IP アドレスを借用します。
• 借りたループバック インターフェイスの IP アドレスはルーティングできません。
• Prime NAM システムには、外部 Prime NAM インターフェイスに接続された LAN サブネット
からの IP アドレスが設定されます。
• 内部 Prime NAM インターフェイスは、インターフェイス Serial 0/0 上の WAN トラフィック
のモニタリングに使用され、外部 Prime NAM インターフェイスは、インターフェイス、ファ
スト イーサネット 0/0 上の LAN トラフィックのモニタリングに使用されます。
• SM-SRE はルータのスロット 3 に取り付けます。

ルータの設定（Cisco IOS ソフトウェア）
!
interface loopback 0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
!
interface sm3/0
ip unnumbered loopback 0
no shutdown
!

Prime NAM 設定（Prime NAM ソフトウェア）
root@myNAM.company.com# show ip
IP address:
209.165.201.2
Subnet mask:
255.255.255.224
IP Broadcast:
209.165.201.223
IP Interface:
External
DNS Name:
myNAM.company.com
Default Gateway:
209.165.201.222
Nameserver(s):
171.69.2.133
HTTP server:
Enabled
HTTP secure server:
Disabled
HTTP port:
80
HTTP secure port:
443
TACACS+ configured:
No
Telnet:
Enabled
SSH:
Disabled

PrimeNAMコンソール回線での認証、許可、アカウンティ
ング（AAA）ログイン認証のディセーブル化
ルータ上で認証、許可、アカウンティング（AAA）を設定している場合、ルータから Prime NAM
コンソール セッションを開始するために、AAA のユーザ名とパスワードを使用したログインと、
Prime NAM ログインとパスワードを使用したログインの 2 回のログインが必要になることがあり
ます。
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2 回のログインを行わずにルータから Prime NAM コンソール セッションを開始するには、この手
順を実行して、ルータの Prime NAM コンソール ライン上で、AAA ログイン認証をディセーブル
にします。
SM-SRE とともにシスコの侵入検知システムである NM-CIDS を使用している場合、AAA は両方
のネットワーク モジュールへのアクセスを一元的に制御する便利なツールとなります。 AAA の
詳細については、対象の Cisco IOS Release の『Cisco IOS Security Configuration Guide』を参照して
ください。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. aaa authentication login list-name none
4. line number
5. login authentication list-name
6. end
7. show running-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

aaa authentication login list-name none ローカルな認証リストを作成します。
例：

none キーワードはこのリストに対して認証なしを指定しま
す。

Router(config)# aaa authentication
login name none

ステップ 4

line number
例：
Router(config)# line 33

認証リストを適用する回線のライン コンフィギュレーション
モードを開始します。
number の値は、SM-SRE がインストールされているスロット
番号を使用して、次のように算出されます。
number =（32 x slot）+ 1（Cisco 3700 シリーズの場合）
number =（（32 x slot）+ 1）x 2（Cisco 2800 シリーズおよび
Cisco 3800 シリーズの場合）
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

login authentication list-name

回線に認証リストを適用します。
ステップ 3 で設定した認証リスト名を指定します。

例：
Router(config-line)# login
authentication name

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Router(config-line)# end

ステップ 7

show running-config
例：

現在の実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示し
ます。
• ローカル認証リストが設定され、SM-SRE に対応するラ

Router# show running-config

インに適用されたことを確認します。

ネットワーク接続用の Cisco SRE NAM の設定
ここでは、Cisco SRE NAM のネットワーク接続を確立し、IP パラメータを設定する方法について
説明します。 この作業は、Prime NAM CLI から実行する必要があります。 高度な Prime NAM 設
定を行うには、Prime NAM GUI を使用するか、使用している Prime NAM ソフトウェア リリース
の『Network Analysis Module Command Reference』を参照してください。

（注）

管理用の内部インターフェイスの設定：IP アンナンバード, （19 ページ）または管理用の外
部インターフェイスの設定, （25 ページ） を使用して、SM-SRE を管理用に設定した場合、
ステップ 1 と 2 は、すでに完了している可能性があります。

はじめる前に
この手順を実行する前に、Prime NAM コンソールにアクセスします。 セッションの開始 , （9
ページ）を参照してください。
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手順の概要
1. ip interface {internal | external}
2. ip address ip-address subnet-mask
3. ip broadcast broadcast-address
4. ip gateway ip-address
5. 次のどちらかを実行します。
• exsession on
• exsession on ssh
6. ip domain name
7. ip host name
8. ip nameserver ip-address [ip-address ][ip-address ]
9. ping {host | ip-address }
10. show ip

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ip interface {internal | external}

管理トラフィックを処理する Prime NAM インターフェイ
スを指定します。

例：
root@localhost# ip interface internal
root@localhost# ip interface external

ステップ 2

ip address ip-address subnet-mask

Prime NAM システム IP アドレスを設定します。

例：
root@localhost# ip address
172.20.104.126 255.255.255.248

ステップ 3

ip broadcast broadcast-address

（任意）Prime NAM システムのブロードキャスト アドレ
スを設定します。

例：
root@localhost# ip broadcast
10.255.255.255

ステップ 4

ip gateway ip-address

Prime NAM システムのデフォルト ゲートウェイ アドレ
スを設定します。

例：
root@localhost# ip gateway
172.20.104.125

ステップ 5

次のどちらかを実行します。

（任意）外部ログインをイネーブルにします。
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例

コマンドまたはアクション

目的
• exsession on は、Telnet アクセスをイネーブルにしま

• exsession on

す。

• exsession on ssh

• exsession on ssh は、SSH アクセスをイネーブルにし
ます。
例：
root@localhost# exsession on
root@localhost# exsession on ssh

ステップ 6

ip domain name

ssh オプションを設定するには、NAM ソフト
ウェアの K9 暗号化パッチが必要です。 http://
www.cisco.com/en/US/products/products_security_
advisory09186a00801c110e.shtmlを参照してくだ
さい。
（任意）Prime NAM システムのドメイン名を設定しま
す。
（注）

例：
root@localhost# ip domain company.com

ステップ 7

ip host name

（任意）Prime NAM システムのホスト名を設定します。

例：
root@localhost# ip host nam1

ステップ 8

ip nameserver ip-address [ip-address
][ip-address ]

（任意）Prime NAM システムのネーム サーバを 1 つまた
は複数設定します。
• ドメイン ネーム システム（DNS）要求を解決する

例：

ために、Prime NAM システムのネーム サーバを設
定することを推奨します。

root@nam1# ip nameserver 209.165.201.1

ステップ 9

ping {host | ip-address }

ネットワーク デバイスとの接続を確認します。
• ルータまたは別の既知のホストとの接続を確認しま

例：

す。

root@nam1# ping 10.20.30.40

ステップ 10

Prime NAM の IP パラメータを表示します。

show ip

• SRE NAM が正しく設定されていることを確認しま

例：

す。

root@nam1# show ip

例
ここで紹介する例は、次のとおりです。
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• SM-SRE の設定, （32 ページ）
• Ping を使用したネットワーク接続の確認, （32 ページ）
• show ip NAM CLI コマンドの出力例 , （32 ページ）

SM-SRE の設定
次の例では、外部 Prime NAM インターフェイスはトラフィックの管理に使用されます。 HTTP
サーバおよび Telnet アクセスはイネーブルに設定します。 その結果、root@nam1.company.com# と
いう Prime NAM CLI プロンプトが表示されます。
root@nam.domain.name# ip interface external
root@nam.domain.name# ip address 172.20.105.215 255.255.255.192
root@nam.domain.name# ip domain company.com
root@nam.company.com# ip host myNAM
root@myNAM.company.com# ip nameserver 209.165.201.29
root@myNAM.company.com# ip gateway 172.20.105.210
root@myNAM.company.com# exsession on
root@myNAM.company.com# ip http server enable
Enabling HTTP server...
No web users are configured.
Please enter a web administrator user name [admin]:
New password:
Confirm password:
User admin added.
Successfully enabled HTTP server.

Ping を使用したネットワーク接続の確認
root@myNAM.company.com# ping 172.20.98.129
PING 172.20.98.129 (172.20.98.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.98.129: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.27 ms
64 bytes from 172.20.98.129: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.13 ms
64 bytes from 172.20.98.129: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.04 ms
64 bytes from 172.20.98.129: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.08 ms
64 bytes from 172.20.98.129: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.11 ms
--- 172.20.98.129 ping statistics --5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.043/1.129/1.278/0.090 ms
root@myNAM.company.com#

show ip NAM CLI コマンドの出力例
root@nam1.company.com# show ip
IP address:
Subnet mask:
IP Broadcast:
IP Interface:
DNS Name:
Default Gateway:
Nameserver(s):
HTTP server:
HTTP secure server:
HTTP port:
HTTP secure port:
TACACS+ configured:
Telnet:

172.20.105.215
255.255.255.192
10.255.255.255
External
nam1.company.com
172.20.105.210
209.165.201.29
Enabled
Disabled
80
443
No
Enabled
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SSH:
root@nam1.company.com#

Disabled

NTP サーバによる Prime NAM システム時刻の設定
Cisco SRE NAM は、外部 NTP サーバから UTC（GMT）を取得します。 Prime NAM の時刻の取得
後に、[Prime NAM System Time Configuration] 画面を使用してローカル タイム ゾーンを設定でき
ます。

注意

クライアント コンピュータおよび Prime NAM サーバ両方で、それぞれ該当のタイム ゾーンの
時間が正確に設定されている必要があります。 クライアントまたはサーバのいずれかの時間
が誤っていると、GUI に誤ったデータが表示されます。
NTP サーバを使用して Prime NAM のシステム時刻を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

Prime NAM アプライアンス GUI で、[Administration] > [System] > [System Time] を選択します。

ステップ 2

[NTP Server] オプション ボタンを選択します。

ステップ 3

1 つまたは 2 つの NTP サーバ名または IP アドレスを、[NTP sever name] テキスト ボックスまたは [IP
Address] テキスト ボックスに入力します。

ステップ 4

地域とローカル タイム ゾーンをリストから選択します。

ステップ 5

次のどちらかを実行します。
• 変更を保存するには、[Submit] をクリックします。
• 設定を変更しない場合は、[Reset] をクリックします。

Prime NAM パケット モニタリングのイネーブル化
ここでは、内部 Prime NAM インターフェイスでモニタするルータ インターフェイスの Prime NAM
パケット モニタリングをイネーブルにする方法について説明します。
インターフェイス上で Prime NAM パケットのモニタリングをイネーブルにすると、そのインター
フェイス上で送受信された各 IP パケットの余分のコピーが、シスコ エクスプレス フォワーディ
ングによって、ルータの Integrated-Service-Engine インターフェイスと内部 Prime NAM インター
フェイス経由で Prime NAM に送信されます。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip cef
4. 次のどちらかを実行します。
• interface type slot/port
• interface type slot/wic-slot/port
5. analysis-module monitoring
6. 内部 Prime NAM インターフェイス経由でモニタするインターフェイスごとにステップ 5 を繰
り返します。
7. end
8. show running-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip cef

シスコ エクスプレス フォワーディングのスイッチン
グ パスをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ip cef

ステップ 4

次のどちらかを実行します。

設定するインターフェイスを選択します。

• interface type slot/port
• interface type slot/wic-slot/port

例：
Router(config)# interface serial 0/0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

analysis-module monitoring

インターフェイスで Prime NAM パケット モニタリン
グをイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# analysis-module
monitoring

ステップ 6

内部 Prime NAM インターフェイス経由でモ —
ニタするインターフェイスごとにステップ
5 を繰り返します。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end
Router#

ステップ 8

show running-config

現在の実行コンフィギュレーション ファイルの内容
を表示します。

例：

• シスコ エクスプレス フォワーディングのスイッ

Router# show running-config

チング パスをイネーブルにし、正しいインター
フェイス上でパケット モニタリングをイネーブ
ルにしたことを確認します。

例
ここでは、次の例について説明します。
• Prime NAM パケット モニタリングのイネーブル化, （35 ページ）

Prime NAM パケット モニタリングのイネーブル化
次の例では、シリアル インターフェイスで NAM パケット モニタリングをイネーブルにします。
interface Serial 0/0
ip address 172.20.105.213 255.255.255.240
ip route-cache flow
speed auto
full-duplex
analysis-module monitoring
no mop enabled
!
interface Serial 0/1
ip address 172.20.105.53 255.255.255.252
ip route-cache flow
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duplex auto
speed auto
analysis-module monitoring
!
interface Integrated-Service-Engine 2/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
hold-queue 60 out
!
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インストール後のタスク
次の各項では、必要に応じて実行する必要のある追加タスクについて説明しています。
• Prime NAM ルート パスワードの変更, 37 ページ
• Prime NAM のイネーブル化とアクセス , 39 ページ

Prime NAM ルート パスワードの変更
ここでは、NAM CLI コマンドを入力できる NAM のルート（読み書き）レベルへのアクセス パス
ワードを新たに設定します。 出荷時設定のデフォルト ルート パスワードは、root です。

はじめる前に
このタスクを実行する前に、セッションの終了, （10 ページ）で説明する手順を実行して、NAM
コンソールにアクセスしてください。

手順の概要
1. password root
2. 新しいパスワードを入力します。
3. 再度、新しいパスワードを入力します。
4. exit

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

password root

NAM ルート（読み書き）レベル パスワード
の変更手順を開始します。

例：
root@localhost.company.com# password root
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

新しいパスワードを入力します。

新しいパスワードを入力します。

例：
New UNIX password: <password>

ステップ 3

再度、新しいパスワードを入力します。

新しいパスワードを確認します。

例：
Retype new UNIX password: <password>

ステップ 4

exit

Prime NAM システムからログアウトします。

例：
root@localhost# exit

例
ここで紹介する例は、次のとおりです。
• Prime NAM ルート パスワードの変更, （38 ページ）
• Prime NAM ルート パスワードの確認, （38 ページ）

Prime NAM ルート パスワードの変更
root@nam1.company.com# password root
Changing password for user root
New UNIX password: <rtpswd>
Retype new UNIX password: <rtpswd>
passwd:all authentication tokens updated successfully
root@nam1.company.com#
root@nam1.company.com# exit

Prime NAM ルート パスワードの確認
nam1.company.com login: root
Password: <rtpswd>
Terminal type: vt100
Cisco Network Analysis Module (SM-SRE) Console, 6.1
Copyright (c) 2007-2010 by Cisco Systems, Inc.
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root@nam1.company.com#
root@nam1.company.com# exit

Prime NAM のイネーブル化とアクセス
ここでは、Prime NAM をイネーブルにし、アクセスする方法について説明します。

はじめる前に
• 使用している Web ブラウザが、対象の Prime NAM ソフトウェア リリースをサポートしてい
ることを確認します。 サポートされているブラウザのリストは、Release Notes for the Network
Analysis Module Softwareを参照してください。

手順の概要
1. 次のどちらかを実行します。
• ルータから NAM コンソール セッションを開きます。 「セッションの開始 , （9 ペー
ジ）」を参照してください。
• NAM への Telnet または SSH セッションを開きます。 「Prime NAM システムの IP アドレ
スを使用した Prime NAM への Telnet セッションの開始と終了, （52 ページ）」を参照し
てください。
2. 次のどちらかを実行します。
• ip http server enable
• ip http secure server enable
3. 次のどちらかを実行します。
• Web ユーザ名を入力します。
• Return キーを押して、デフォルトの Web ユーザ名「admin」を入力します。
4. パスワードを入力します。
5. 再度パスワードを入力します。
6. PC で Web ブラウザを開きます。
7. Web ブラウザで、URL として Prime NAM システムの IP アドレスまたはホスト名を入力しま
す。
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

次のどちらかを実行します。

NAM CLI にアクセスします。

• ルータから NAM コンソール セッションを開きま
す。 「セッションの開始 , （9 ページ）」を参照
してください。
• NAM への Telnet または SSH セッションを開きま
す。 「Prime NAM システムの IP アドレスを使用し
た Prime NAM への Telnet セッションの開始と終了,
（52 ページ）」を参照してください。
ステップ 2

次のどちらかを実行します。

HTTP サーバをイネーブルにします。

• ip http server enable

または

• ip http secure server enable

HTTP セキュア サーバ（HTTPs）をイネーブ
ルにします。

例：
root@localhost# ip http server enable
root@localhost# ip http secure server enable

ステップ 3

次のどちらかを実行します。
• Web ユーザ名を入力します。
• Return キーを押して、デフォルトの Web ユーザ名
「admin」を入力します。

Web ユーザ名を設定します。
• Prime NAM では、少なくとも 1 つの
Web ユーザ名とパスワードの設定が必
要です。
• Prime NAM で Web ユーザ名とパスワー

例：
Please enter a web administrator user name [admin]:
joeadmin

ドが要求されない場合は、少なくとも
1 つの Web ユーザ名とパスワードの組
み合わせが以前に設定されています。

Please enter a web administrator user name [admin]:
<CR>

ステップ 4

パスワードを入力します。

Web ユーザ名のパスワードを設定します。

例：
New password: <adminpswd>
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

再度パスワードを入力します。

Web ユーザ名のパスワードを確認します。

例：
Confirm password: <adminpswd>

ステップ 6

PC で Web ブラウザを開きます。

ステップ 7

Web ブラウザで、URL として Prime NAM システムの IP Web ブラウザで Prime NAM を開きます。
アドレスまたはホスト名を入力します。
Prime NAM のログイン ページに自動的にリ
ダイレクトされます。

—

例：

http://172.20.105.215/
http://nam1/

例
ここで紹介する例は、次のとおりです。
• Prime NAM のイネーブル化, （41 ページ）
• Prime NAM へのアクセス, （41 ページ）

Prime NAM のイネーブル化
root@nam1# ip http server enable
Enabling HTTP server...
No web users are configured.
Please enter a web administrator user name [admin]: <CR>
New password: <pswd>
Confirm password: <pswd>
User admin added.
Successfully enabled HTTP server.
root@nam1#

Prime NAM へのアクセス
Web ブラウザに URL として Prime NAM システムの IP アドレスまたはホスト名を入力すると、
Prime NAM ログイン ウィンドウが表示されます。 システムを開始するには、ユーザ名とパスワー
ドを入力してログイン ボタンをクリックする必要があります。
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Cisco SRE NAM の管理
ここでは、Prime NAM の管理について説明します。
このセクションの表では、ルータとネットワーク モジュールで共通のコマンドだけを記載しま
す。
•

◦ 使用可能なすべてのコマンドの一覧を表示するには、?をプロンプトで入力します（例：
Router(config-if)# ?）。
◦ すべてのコマンド キーワード オプションの一覧を表示するには、? をコマンドの最後
に入力します（例：Router# service-module sm ?)。

表では、コンフィギュレーション モード別にコマンドを記載しています。 同じコマンドが複数
のモードで利用できる場合は、モードによってコマンドの動作が異なることがあります。
ここでは、次の内容について説明します。
• SRE NAM のシャットダウンとスタートアップ, 43 ページ
• システムの状態の検証, 46 ページ
• ロギング オプションの設定と診断情報の生成, 49 ページ
• Prime NAM への Telnet または SSH セッションの開始と終了 , 50 ページ

SRE NAM のシャットダウンとスタートアップ
ネットワーク モジュールまたはモジュール上で実行する SRE NAM アプリケーションをシャット
ダウンまたは起動するには、次の表のリストに記載した一般的なルータ コマンドとネットワーク
モジュール コマンドから、必要なコマンドを使用します。
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（注）

shutdown コマンドには、サービスを中断させる可能性があるものもあります。 このようなコ
マンドの出力に確認用のプロンプトが表示された場合、Enter キーを押して確認するか、n キー
を押してから Enter キーを押して取り消してください。 また、no-confirm キーワードを使用
してプロンプトが表示されないようにすることもできます。 また、コマンドの中には、モ
ジュールやアプリケーションをシャットダウンして、その後すぐに再起動させるものもありま
す。
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表 4：共通のシャットダウン、起動コマンド

コンフィギュレーション モー
ド
Router#

Router#

コマンド

目的

service-module sm slot/0 reload

ネットワーク モジュールのオ
ペレーティング システムを正
常終了した後、ブートローダか
ら再起動します。

service-module sm slot/0 reset

モジュール上のハードウェアを
リセットします。 シャットダ
ウンまたは障害状態からの復旧
の目的のみに使用します。
注意

Router#

Router#

Router#

Router(config)#

このコマンドの使用に
は注意が必要です。 ソ
フトウェアに対する所
定のシャットダウンが
行われないため、処理
中のファイル操作に影
響を与える場合があり
ます。

service-module sm slot/0 session 指定したサービス エンジンに
アクセスして、ネットワーク
モジュールの設定セッションを
開始します。
service-module sm slot/0
shutdown

ネットワーク モジュールのオ
ペレーティング システムをス
ムーズにシャットダウンしま
す。 オンラインでの抜き差し
（OIR）の最中にホットスワッ
プ可能なモジュールを取り外し
するか、または交換したい場合
に使用します。

service-module sm slot/0 status

ネットワークモジュールのハー
ドウェアとソフトウェアの設定
および状態に関する情報を表示
します。

shutdown

システム全体（ホスト ルータ
とネットワーク モジュールの
両方）を正常終了します。
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コンフィギュレーション モー
ド
ServiceEngine bootloader>

ServiceEngine
bootloader>

root@hostname.domain

root@hostname.domain

コマンド

目的

boot

ヘルパーまたはアプリケーショ
ンを起動します。

reboot

設定変更を保存せずに SM-SRE
をシャットダウンした後、ブー
トローダから再起動します。

reboot

SM-SRE を Prime NAM CLI か
ら安全に再起動します。

shutdown

SM-SRE アプリケーションを正
常にシャットダウンした後、モ
ジュールをシャットダウンしま
す。

システムの状態の検証
インストール、アップグレード、ダウングレードの状態を検証したい場合、または問題を解決し
たい場合は、ルータとネットワーク モジュールに共通のコマンドのリストから必要なコマンドを
実行します。

（注）

複数ある show コマンドのキーワード オプションの中には、画面に診断結果を表示し、それを
ファイルまたは URL にパイプするものもあります。
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表 5：共通の検証、トラブルシューティングのコマンド

コンフィギュレーション モー
ド
Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

コマンド

目的

ping

指定した IP アドレスに ping し
て、ネットワークの接続を
チェックします（目的地のホス
ト名は使用できません）。

show arp

現在のアドレス解決プロトコル
（ARP）テーブルを表示しま
す。

show clock

現在のデータと時間を表示しま
す。

show configuration

configure コマンドを使用して
入力した bootloader の現在の設
定を表示します。

show controllers service-engine

インターフェイスのデバッグ情
報を表示します。

show diag

SM-SRE についての情報など、
標準の Cisco IOS 診断情報を表
示します。

show hardware

ネットワーク モジュールとホ
スト ルータのハードウェア情
報を表示します。

show hosts

デフォルトのドメイン名、ネー
ム ルックアップのスタイル、
name-server のホスト リスト、
ホスト名とアドレスのキャッ
シュされたリストを表示しま
す。

show interfaces

ネットワーク、ディスクを含
め、すべてのハードウェア イ
ンターフェイスの情報を表示し
ます。

show sm
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コンフィギュレーション モー
ド

コマンド

目的
ルータ、モジュールのインター
フェイスのうち、モジュール側
の情報を表示します。

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

Router#

SE-Module>

show ntp status

ネットワーク タイム プロトコ
ル（NTP）の情報を表示しま
す。

show processes

実行中のアプリケーションのプ
ロセスのリストを表示します。

show running-config

有効になっているコンフィギュ
レーション コマンドを表示し
ます。

show startup-config

スタートアップ コンフィギュ
レーションを表示します。

show tech-support

シスコのテクニカル サポート
が問題の診断に利用できるホス
トルータの情報を表示します。

show version

ルータ、ソフトウェア、ネット
ワーク モジュールの bootloader
のバージョン情報とハードウェ
ア、デバイスについての情報を
表示します。

test scp ping

ネットワーク モジュールに ping
を送信して、ネットワーク接続
を確認します。

verify

インストールされたハードウェ
アおよびソフトウェアのバー
ジョン情報を表示します。

ping

指定した IP アドレスに ping し
て、ネットワークの接続を
チェックします（目的地のホス
ト名は使用できません）。
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ロギング オプションの設定と診断情報の生成
SRE NAM のロギング オプションを設定するには、次の表に示す一般的なネットワーク モジュー
ル コマンドのリストから、必要なコマンドを使用します。

（注）

多くの log コマンドと trace コマンドではキーワード オプションが提供されており、診断結果
を画面に表示するか、ファイルやURLに送信するかを選択できます。
表 6：一般的な syslog コマンド

コンフィギュレーション モー
ド
Router#

コマンド

目的

show log

指定されたログの内容を表示し
ます。

show logs

使用可能なログ ファイルのリ
ストを表示します。

copy log

選択した保存先に syslog を保存
します。

表 7：一般的なトレース コマンド

コマンド

目的

clear trace

指定されたモジュールについてログに記録され
たトレース イベントを消去します。

log trace

設定されたトレースをネットワーク モジュール
のログに記録します（ローカルでも、リモート
でも実行できます）。

no trace

指定されたモジュール、エンティティ、または
アクティビティのトレースを無効にします。

show errors

モジュール、エンティティ、またはアクティビ
ティ別にエラー統計情報を表示します。

show trace

トレースの設定を表示します。

show trace buffer

トレース バッファの内容を表示します。
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コマンド

目的

show trace store

格納されているトレース済みのメッセージの内
容を表示します。

trace

指定されたモジュール、エンティティ、または
アクティビティのトレース（つまり、エラー レ
ポートの生成）を有効にします。

Prime NAM への Telnet または SSH セッションの開始と終
了
通常は、Prime NAM Web GUI を使用して、Prime NAM のモニタリングとメンテナンスを行いま
す。 ただし、Prime NAM にアクセスできない場合は、Telnet または SSH を使用し、Prime NAM
CLI からトラブルシューティングを実行しなければならない場合もあります。
SM-SRE で Telnet または SSH アクセスが正しく設定されていない場合（次の「xref」を参照）、
SM-SRE がインストールされているルータへの Telnet セッションを開始した後、ルータから Prime
NAM コンソール セッションを開始する必要があります。
始める前に
• Prime NAM システム IP アドレスを設定します。 オプションで、Prime NAM システムのホス
ト名を設定します。 「xref」を参照してください。
• 次の ping テストのいずれかを実行して、Prime NAM ネットワーク接続を確認します。
◦ ゲートウェイの背後のホストから Prime NAM システム IP アドレスに ping を実行しま
す。
◦ Prime NAM CLI から、Prime NAM システムのデフォルトのゲートウェイに ping を実行
します。
Prime NAM CLI コマンド exsession on を入力します。 「xref」の「xref」を参照してください。
• Prime NAM ソフトウェア K9 暗号化パッチ（Cisco.com からダウンロード）をインストールし
ます。
• Prime NAM CLI コマンド exsession on ssh を入力します。 「ネットワーク接続用の Cisco SRE
NAM の設定, （29 ページ）」を参照してください。

Telnet または SSH セッションの開始と終了
この手順では、Prime NAM への Telnet または SSH セッションを開始および終了します。
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手順の概要
1. 次のどちらかを実行します。
• telnet {ip-address | hostname}
• ssh {ip-address | hostname}
2. ログイン プロンプトで root と入力します。
3. 次のどちらかを実行します。
• パスワード プロンプトで、パスワードを入力します。
• パスワードを工場出荷時のデフォルト設定から変更していない場合は、ルート パスワー
ドとして root を入力します。
4. Prime NAM CLI で実行する必要がある作業を実行します。 Prime NAM への Telnet または SSH
セッションを終了して Cisco IOS CLI に戻る場合は、ステップ 5 およびステップ 6 を実行しま
す。
5. exit
6. logout

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

次のどちらかを実行します。

Telnet をサポートするホストにログインし
ます。

• telnet {ip-address | hostname}
• ssh {ip-address | hostname}

または
リモート ネットワーク デバイスとの暗号化
されたセッションを開始します。

例：
Router# telnet 10.20.30.40
Router# ssh 10.20.30.40

ステップ 2

ログイン プロンプトで root と入力します。

Prime NAM システムの IP アドレスまたは
Prime NAM システムのホスト名を使用しま
す。
Prime NAM のルート（読み取り/書き込み）
レベルにアクセスします。

例：
login: root

ステップ 3

次のどちらかを実行します。

—

• パスワード プロンプトで、パスワードを入力しま
す。

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for ISR G2 SRE インストレーション/コンフィギュレーション
ガイド
OL-31781-01-J

51

Cisco SRE NAM の管理
例

コマンドまたはアクション

目的

• パスワードを工場出荷時のデフォルト設定から変
更していない場合は、ルートパスワードとしてroot
を入力します。

例：
Password: root

ステップ 4

Prime NAM CLI で実行する必要がある作業を実行しま
す。 Prime NAM への Telnet または SSH セッションを終
了して Cisco IOS CLI に戻る場合は、ステップ 5 および
ステップ 6 を実行します。

ステップ 5

exit

サブコマンド モードを終了します。
• コマンド モードに戻ります。

例：
root@localhost(sub-custom-filter-capture)# exit
root@localhost#

ステップ 6

Prime NAM システムからログアウトしま
す。

logout
例：
root@localhost# logout
Connection closed by foreign host.

例
ここで紹介する例は、次のとおりです。
• Prime NAM システムの IP アドレスを使用した Prime NAM への Telnet セッションの開始と終
了, （52 ページ）
• Prime NAM システムのホスト名を使用した Prime NAM への SSH セッションの開始と終了,
（53 ページ）

Prime NAM システムの IP アドレスを使用した Prime NAM への Telnet セッションの開
始と終了
Router> telnet 172.20.105.215
Trying 172.20.105.215 ... Open
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Cisco Network Analysis Module (SM-SRE)
login: root
Password: <password>
Terminal type: vt100
Cisco Network Analysis Module (SM-SRE) Console, 6.1
Copyright (c) 1999-2014 by cisco Systems, Inc.
WARNING! Default password has not been changed!
root@nam.company.com#
root@nam.company.com# logout
[Connection to 172.20.105.215 closed by foreign host]
Router>

Prime NAM システムのホスト名を使用した Prime NAM への SSH セッションの開始と
終了
host [/home/user] ssh -l root nmnam2
root@nmnam2’s password: <password>
Terminal type: vt100
Cisco Network Analysis Module (SM-SRE) Console, 6.1
Copyright (c) 1999-2014 by Cisco Systems, Inc.
WARNING! Default password has not been changed!
root@nmnam2.company.com#
root@nmnam2.company.com# logout
Connection to nmnam2 closed.
host [/home/user]
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7

章

トラブルシューティング
ここでは Prime NAM のトラブルシューティングについて説明し、次の内容を扱います。
• Prime NAM ルート パスワードのデフォルト値へのリセット, 55 ページ

Prime NAM ルート パスワードのデフォルト値へのリセッ
ト
この手順では、Prime NAM ルート パスワードをデフォルト値の root にリセットします。 この手
順は、Prime NAM ルート パスワードを忘れてしまったが、Prime NAM CLI にアクセスする必要が
ある場合に使用します。

手順の概要
1. enable
2. service-module sm slot/0 password-reset

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

service-module sm slot/0 password-reset

SM-SRE にソフトウェアを再ロードします。

例：
Router# service-module sm 1/0
password-reset
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