
はじめに

ここでは、『Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド リ
リース 15S』の対象読者、マニュアルの構成、および表記法について説明します。

対象読者
このマニュアルは、Cisco 7600 シリーズ ルータの設定およびメンテナンスを担当する、経験豊富な

ネットワーク管理者を対象としています。

マニュアルの変更履歴
次の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。この表には、変更

に対応する Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とマニュアルのリビジョン番号、変更した日付、お

よび変更点を示します。

リリース番号 リビジョン 日付 変更点

15.0(1)S6 OL-10113-24-J 2012 年 6 月 platform ipv4 pbr optimize tcam コ
マンドに関して「IPv4 ルーティング

およびアドレスの設定」（P.22-3）を

更新しました。

15.1(3)S3 OL-10113-23 2012 年 4 月 platform ipv4 pbr optimize tcam コ
マンドに関して「IPv4 ルーティング

およびアドレスの設定」（P.22-3）を

更新しました。
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15.2(2)S OL-10113-22 2012 年 3 月 次のサポートが追加されました。

• 第 67 章「IPv4 トランスポートを

介した VRF 対応 IPv6 トンネルの

設定」の IPv4 トランスポートを

介した VRF 対応 IPv6 トンネル

• 第 53 章「分散型出力 SPAN」の

分散型出力 SPAN

• 第 26 章「マルチキャスト隣接割

り当て」のマルチキャスト隣接ス

ケール

• 第 70 章「マルチキャスト サービ

ス リフレクション」のマルチ

キャスト サービス リフレクショ

ン

12.2(33)SRE6 OL-10113-21 2012 年 3 月 platform ipv4 pbr optimize tcam コ
マンドに関して「IPv4 ルーティング

およびアドレスの設定」（P.22-3）を

更新しました。

15.2(1)S1 OL-10113-20 2012 年 2 月 platform ipv4 pbr optimize tcam コ
マンドに関して「IPv4 ルーティング

およびアドレスの設定」（P.22-3）を

更新しました。

15.1(3)S2 OL-10113-19 2011 年 12 月 「インターフェイス単位の NetFlow と 
NDE の使用上の注意事項および制限

事項」（P.52-12）に記載されているイ

ンターフェイス単位の NetFlow およ

び QoS マイクロポリシングのサポー

ト情報を更新しました。

15.2(1)S OL-10113-18 2011 年 11 月 次のサポートが追加されました。

• 第 61 章「IPv6 ポリシーベース 
ルーティングの設定」の IPv6 ポ
リシー ベース ルーティング

15.1(3)S1 OL-10113-17 2011 年 10 月 次のサポートが更新されました。

• 第 66 章「IP および MPLS 向け 
BGP PIC エッジおよびコアの設

定」

リリース番号 リビジョン 日付 変更点
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15.1(3)S OL-10113-16 2011 年 7 月 次のサポートが追加されました。

• 第 2 章「ルータの初期設定」の 
IPv6 ルート ヘルス インジェク

ション

• 第 33 章「IPv4 マルチキャスト ト
ラフィック用 IGMP スヌーピン

グの設定」のマルチキャスト 
VLAN レジストレーション

• 第 19 章「L2TPv3 の設定」のレ

イヤ 2 トンネリング プロトコル 
バージョン 3

• 第 56 章「WCCP による Web 
キャッシュ サービスの設定」の 
WCCP での VRF サポート

次のサポートが更新されました。

• 第 68 章「ISIS IPv4 Loop Free 
Alternate Fast Reroute（LFA 
FRR）」の ISIS IPv4 Loop Free 
Alternate Fast Reroute（LFA 
FRR; ループ フリー代替高速再

ルーティング）

15.0(1)S3a OL-10113-15 2011 年 4 月 推奨レート リミッタ設定の項に追加

された制限事項に関してサポートが拡

張されました。

15.1(2)S OL-10113-14 2011 年 3 月 次のサポートが追加されました。

• 第 53 章「ローカル SPAN、

RSPAN、および ERSPAN の設

定」の EVC サービス インスタン

スでの SPAN

• 第 66 章「IP および MPLS 向け 
BGP PIC エッジおよびコアの設

定」の IP/MPLS 向け BGP IPv6 
PIC エッジおよびコア

• 第 68 章「ISIS IPv4 Loop Free 
Alternate Fast Reroute（LFA 
FRR）」の ISIS IPv4 Loop Free 
Alternate Fast Reroute（LFA 
FRR; ループ フリー代替高速再

ルーティング）

• 第 69 章「Y.1731 パフォーマンス 
モニタリング」の Y.1731 パ
フォーマンス モニタリング

15.1(1)S1 OL-10113-13 2011 年 2 月 推奨レート リミッタ設定の項に制限

事項を追加しました。

リリース番号 リビジョン 日付 変更点
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15.0(1)S2 OL-10113-12 2010 年 12 月 次のサポートが追加されました。

第 47 章「Label Switched Multicast
（LSM）Multicast Label Distribution 
Protocol（MLDP）based Multicast 
VPN（MVPN）サポート」の Label 
Switched Multicast（LSM）Multicast 
Label Distribution Protocol（MLDP）
based Multicast VPN（MVPN）サ

ポート。

15.1(1)S OL-10113-11 2010 年 11 月 次のサポートが追加されました。

• 第 47 章「Label Switched 
Multicast（LSM）Multicast 
Label Distribution Protocol

（MLDP）based Multicast VPN
（MVPN）サポート」の Label 
Switched Multicast（LSM）
Multicast Label Distribution 
Protocol（MLDP）based 
Multicast VPN（MVPN）サポー

ト。

• 第 58 章「スイッチ仮想インター

フェイス上の双方向フォワーディ

ングおよび検出の設定」の BFD 
over SVI の設定。

• リンク ステート トラッキングの

設定の LST の設定。

• Resilient Ethernet Protocol の設定

の REP 非ネイバー機能。

• ホット スタンバイ疑似回線。

PFC のマルチプロトコル ラベル 
スイッチングの設定 のサポート。

リリース番号 リビジョン 日付 変更点
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15.0(1)S OL-10113-10 2010 年 7 月 次の機能のサポートが導入されまし

た。

• 第 23 章「GTP-SLB IPV6 サポー

トの設定」の GTP-SLB IPV6 サ
ポートの設定

• 第 28 章「マルチキャスト VPN 
エクストラネット サポートの設

定」のマルチキャスト VPN エク

ストラネット サポートの設定

• 第 63 章「Resilient Ethernet 
Protocol の設定」の Resilient 
Ethernet Protocol の設定

• 第 64 章「同期イーサネットと 
1588V2 の設定」の同期イーサ

ネットの設定

• 第 43 章「トラフィック ストーム

制御の設定」を更新しました。設

定時の注意事項および制約事項を

更新しました。

12.2(33)SRE1 OL-10113-09 2010 年 5 月 • 第 12 章の「Configuring LACP 
1:1 Redundancy with 
Fast-Switchover」の項を更新し、

第 14 章の「Configuring VLANs」
にある表を更新しました。

12.2(33)SRE1 OL-10113-09 2010 年 4 月 • 第 52 章「NetFlow と NDE の設

定」にプロトコル フロー フィル

タの設定に関する使用上のガイド

ラインを追加しました。

12.2(33)SRE1 OL-10113-09 2010 年 4 月 • 第 38 章「Private Hosts の設定」

の Private Host for VPLS に対す

るサポートと第 14 章「VLAN の
設定」の自動保護サービス グ
ループに対する Bridged Routing 
Encapsulation を拡張しました。

12.2(33)SRD4 OL-10113-08 2010 年 2 月 次の機能のサポートが導入されまし

た。

• 第 38 章「Private Hosts の設定」

の Private Host for VPLS

• 第 14 章「VLAN の設定」の自動

保護サービス グループに対する 
Bridged Routing Encapsulation

• UDLD 設定に関する制約事項

• 新しいコマンドの mls qos recirc 
untrust を更新しました。

リリース番号 リビジョン 日付 変更点
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12.2(33)SRE OL-10113-07 2010 年 2 月 第 26 章「PFC のマルチプロトコル ラ
ベル スイッチングの設定」にスケー

ラブル EoMPLS とポートモード 
EoMPLS に関する新しいセクション

と対応するサンプル設定を追加しまし

た。

12.2(33)SRE OL-10113-07 2010 年 1 月 「SSO スーパーバイザ エンジンの冗長

設定」の章の「NSF の利点および制

約事項」の項を更新しました。

12.2(33)SRE OL-10113-07 2009 年 12 月 「PFC QoS の設定」の章で 
priority-queue queue-limit interface コ
マンドを更新しました。

12.2(33)SRE OL-10113-07 2009 年 11 月 次の機能のサポートが導入されまし

た。

• Multicast Forwarding Information 
Base（MFIB; マルチキャスト転

送情報ベース）上での IPv4 マル

チキャスト サポート

• マルチキャスト MFIB Bi-Dir、
MVPN、および P2P

• ISSU - IPv4 マルチキャスト

• ISSU for IP マルチキャスト

12.2(33)SRD2 OL-10113-06 2009 年 5 月 512k までの ARP スケールに対するサ

ポートを追加。

12.2(33)SRD OL-10113-05 2008 年 10 月 Mini Protocol Analyzer の使用に関す

る章を追加。

12.2(33)SRC OL-10113-04 2007 年 12 月 31 日 次の機能のサポートが追加されまし

た。

• DHCP での IEEE 802.1x

• VTP v3

• ファスト スイッチオーバーでの 
LACP 1:1 冗長性

• スイッチド ポート アナライザ

（SPAN）：学習機能をオフにする

オプションの付いた入力パケット

• SPAN 出力セッションの増加

• EtherChannel 上の SPAN 宛先

ポートのサポート

• Call Home

リリース番号 リビジョン 日付 変更点
l
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド リリース 15 S

OL-10113-24-J



はじめに

  
マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章 タイトル 説明

第 1 章 「製品概要」 Cisco 7600 シリーズ ルータの概要について説明し

ます。

第 2 章 「ルータの初期設定」 ルータを初めて設定する方法について説明します。

第 3 章 「Supervisor Engine 720 の設定」 Supervisor Engine 720 の設定方法について説明し

ます。

第 4 章 「Route Switch Processor 720 の設

定」

Route Switch Processor 720（RSP720）を設定する

方法について説明します。

第 5 章 「NSF with SSO スーパーバイザ 
エンジンの冗長構成の設定」

NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成

の設定について説明します。

第 6 章 「Cisco 7600 シリーズ ルータでの 
ISSU および eFSU」

In Service Software Upgrade（ISSU）と enhanced 
Fast Software Upgrade（eFSU）プロセスについて説

明します。ルータの実行中、Cisco IOS ソフトウェア

をアップグレードできます。

第 7 章 「RPR および RPR+ スーパーバイ

ザ エンジンの冗長設定」

RPR および RPR+ スーパーバイザ エンジンの冗長

構成を設定する手順について説明します。

第 8 章 「インターフェイスの設定」 LAN インターフェイス上で、特定のレイヤに限定

されない機能を設定する手順について説明します。

第 9 章 「Supervisor Engine 32 の設定」 Supervisor Engine 32 の設定方法について説明しま

す。

第 10 章 「レイヤ 2 スイッチング用 LAN 
ポートの設定」

レイヤ 2 機能（VLAN トランクなど）をサポート

するように LAN インターフェイスを設定する手順

について説明します。

第 11 章 「Flex Link の設定」 Flex Link の設定方法について説明します。

第 12 章 「EtherChannel の設定」 レイヤ 2 およびレイヤ 3 EtherChannel ポート バン

ドルを設定する手順について説明します。

第 13 章 「VTP の設定」 VLAN トランキング プロトコル（VTP）を設定す

る手順について説明します。

第 14 章 「VLAN の設定」 VLAN を設定する手順について説明します。

第 15 章 「プライベート VLAN の設定」 プライベート VLAN を設定する手順について説明

します。

第 16 章 「Cisco IP Phone サポートの設定」 Cisco IP Phone のサポートを設定する手順について

説明します。

第 17 章 「IEEE 802.1Q トンネリングの設

定」

IEEE 802.1Q トンネリングの設定方法について説明

します。

第 18 章 「レイヤ 2 プロトコル トンネリン

グの設定」

レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定方法につ

いて説明します。

第 19 章 「L2TPv3 の設定」 L2TPv3 の設定方法について説明します。

第 20 章 「STP および MST の設定」 スパニングツリー プロトコル（STP）および準規格 
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree（MST）の設

定方法について説明します。
li
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第 21 章 「オプションの STP 機能の設定」 オプションの STP 機能の設定方法について説明し

ます。

第 22 章 「レイヤ 3 インターフェイスの設

定」

レイヤ 3 機能をサポートするように LAN インター

フェイスを設定する手順について説明します。

第 23 章 「GTP-SLB IPV6 サポートの設定」 Cisco 7600 シリーズ ルータ上で GPRS Tunneling 
Protocol - Server Load Balancing（GTP-SLB;GPRS 
トンネリング プロトコル - サーバ ロード バランシ

ング）IPV6 サポートを設定する方法について説明

します。

第 24 章 「IP Subscriber Awareness over 
Ethernet」

Ethernet 機能を介して IP Subscriber Awareness を
設定する方法について説明します。この機能では、

ルータ上での IP セッションの終了と集約を実行で

きます。

第 25 章 「UDE および UDLR の設定」 Unidirectional Ethernet（UDE）および 
Unidirectional Link Routing（UDLR）の設定方法

について説明します。

第 26 章 「PFC のマルチプロトコル ラベル 
スイッチングの設定」

PFC 上での Multiprotocol Label Switching（MPLS; 
マルチプロトコル ラベル スイッチング）の設定方

法について説明します。

第 27 章 「IPv4 マルチキャスト VPN サ
ポートの設定」

IPv4 Multicast Virtual Private Network（MVPN; マ
ルチキャスト バーチャル プライベート ネットワー

ク）の設定方法について説明します。

第 28 章 「マルチキャスト VPN エクストラ

ネット サポートの設定」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で Multicast Virtual 
Private Network（MVPN; マルチキャスト バーチャ

ル プライベート ネットワーク）エクストラネット 
サポートを設定する方法について説明します。

第 29 章 「IP ユニキャスト レイヤ 3 スイッ

チングの設定」

IP ユニキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定方法

について説明します。

第 30 章 「IPv6 マルチキャスト PFC3 およ

び DFC3 レイヤ 3 スイッチングの

設定」

IPv6 Multicast Multilayer Switching（MMLS; マル

チキャスト マルチレイヤ スイッチング）を設定す

る手順について説明します。

第 31 章 「IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 ス
イッチングの設定」

IPv4 MMLS を設定する手順について説明します。

第 32 章 「IPv6 マルチキャスト トラフィッ

ク用 MLDv2 スヌーピングの設

定」

Multicast Listener Discovery version 2（MLDv2）ス

ヌーピングの設定方法について説明します。

第 33 章 「IPv4 マルチキャスト トラフィッ

ク用 IGMP スヌーピングの設定」

Internet Group Management Protocol（IGMP）ス

ヌーピングを設定する手順について説明します。

第 34 章 「PIM スヌーピングの設定」 Protocol Independent Multicast（PIM）スヌーピン

グを設定する手順について説明します。

第 35 章 「ネットワーク セキュリティの設

定」

Cisco 7600 シリーズ ルータ固有のネットワーク セ
キュリティ機能を設定する手順について説明しま

す。

第 36 章 「Cisco IOS ACL サポートの概要」 Cisco 7600 シリーズ ルータが Cisco IOS ACL をサ

ポートする手順について説明します。

章 タイトル 説明
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第 37 章 「VACL の設定」 VLAN ACL（VACL）を設定する手順について説

明します。

第 38 章 「Private Hosts（PACL の使用）」 Private Hosts 機能を介してポート ベースの ACL を
設定する方法について説明します。この機能では、

同じ VLAN のホスト間でのレイヤ 2 の分離を行え

ます。

第 39 章 「オンライン診断の設定」 オンライン診断を設定し、診断テストを実行する方

法について説明します。

第 40 章 「サービス拒絶保護の設定」 DoS 保護を設定する手順について説明します。

第 41 章 「DHCP スヌーピングの設定」 DHCP スヌーピングの設定方法について説明しま

す。

第 42 章 「ダイナミック ARP インスペク

ションの設定」

Dynamic ARP Inspection（DAI）の設定方法につい

て説明します。

第 43 章 「トラフィック ストーム制御の設

定」

トラフィック ストーム制御を設定する手順につい

て説明します。

第 44 章 「不明なユニキャスト フラッディ

ングのブロック」

Unknown Unicast Flood Blocking（UUFB; 不明ユ

ニキャスト フラッディング ブロッキング）の設定

方法について説明します。

第 45 章 「PFC QoS の設定」 Quality of Service（QoS）を設定する手順について

説明します。

第 46 章 「PFC QoS 統計データ エクスポー

トの設定」

PFC QoS 統計データ エクスポートの設定方法につ

いて説明します。

第 47 章 「Label Switched Multicast
（LSM）Multicast Label 
Distribution Protocol（MLDP）
based Multicast VPN（MVPN）

サポート」

既存の IPv4 MPLS バックボーン ネットワークを 
IPv4 マルチキャスト サービス用に拡張します。

第 48 章 「PFC の MPLS QoS の設定」 MPLS QoS の設定方法について説明します。

第 49 章 「IEEE 802.1x ポートベースの認

証の設定」

IEEE 802.1x ポートベースの認証を設定する手順に

ついて説明します。

第 50 章 「ポート セキュリティの設定」 ポート セキュリティを設定する手順について説明

します。

第 51 章 「UDLD の設定」 UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リ

ンク検出）プロトコルを設定する手順について説明

します。

第 52 章 「NetFlow および NDE の設定」 NetFlow 統計収集および NetFlow Data Export
（NDE; NetFlow データ エクスポート）の設定方法

について説明します。

第 53 章 「ローカル SPAN、RSPAN、およ

び ERSPAN の設定」

スイッチド ポート アナライザ（SPAN）を設定する

手順について説明します。

第 54 章 「SNMP ifIndex パーシステンスの

設定」

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）ifIndex 
の持続性を設定する手順について説明します。

第 55 章 「電源管理および環境モニタリン

グ」

電源管理および環境モニタ機能を設定する手順につ

いて説明します。

章 タイトル 説明
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関連資料
Cisco 7600 シリーズ ルータの関連資料は、次のとおりです。

• 『Cisco 7600 Series Router Installation Guide』 

第 56 章 「WCCP による Web キャッシュ 
サービスの設定」

Web Cache Communication Protocol（WCCP）の

設定方法について説明します。

第 57 章 「Top N ユーティリティの使用」 Top N ユーティリティの使用方法について説明しま

す。

第 59 章 「レイヤ 2 Traceroute ユーティリ

ティの使用」

レイヤ 2 Traceroute ユーティリティの使用方法につ

いて説明します。

第 60 章 「Call Home の設定」 Call Home 機能を設定する方法について説明しま

す。

第 61 章 「IPv6 ポリシーベース ルーティン

グの設定」

IPv6 ポリシー ベース ルーティング（PBR）を設定

する方法について説明します。

第 62 章 「Mini Protocol Analyzer の使用」 Mini Protocol Analyzer を設定する方法について説

明します。

第 63 章 「Resilient Ethernet Protocol の設

定」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で Resilient Ethernet 
Protocol を設定する方法について説明します。

第 64 章 「同期イーサネットと 1588V2 の
設定」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で同期イーサネット

を設定する方法について説明します。

第 65 章 「リンク ステート トラッキングの

設定」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上でリンク ステート ト
ラッキングを設定する方法について説明します。

第 66 章 「IP および MPLS 向け BGP PIC 
エッジおよびコアの設定」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で IP および MPLS 向
け Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲー

トウェイ プロトコル）PIC エッジおよびコアを設定

する方法について説明します。

第 67 章 「IPv4 トランスポートを介した 
VRF 対応 IPv6 トンネルの設定」

IPv4 トランスポートを介した VRF 対応 IPv6 トン

ネルを設定する方法について説明します。

第 68 章 「ISIS IPv4 Loop Free Alternate 
Fast Reroute（LFA FRR）」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で ISIS IPv4 Loop 
Free Alternate Fast Reroute（LFA FRR; ループ フ
リー代替高速再ルーティング）を設定する方法につ

いて説明します。

第 69 章 「Y.1731 パフォーマンス モニタリ

ング」

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で Y.1731 パフォーマ

ンス モニタリングを設定する方法について説明し

ます。

第 70 章 マルチキャスト サービス リフレ

クション

マルチキャスト サービス リフレクション機能およ

びその設定方法について説明します。

付録 A 「オンライン診断テスト」 オンライン診断テストの使用方法の推奨事項を提供

します。

付録 B 「略語」 このマニュアルで使用している略語の定義を示しま

す。

付録 C 「Cisco IOS Release 15.S ソフト

ウェア イメージ」

Cisco IOS Release 12.2SRB に付属のソフトウェア 
イメージを一覧表示しています。

章 タイトル 説明
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• 『Cisco 7600 Series Router Module Installation Guide』 

• 『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Command Reference』 

• 『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS System Message Guide』 

• 『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2SX on the Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 32, 
and Supervisor Engine 2』 

• 『Cisco IOS Configuration Guides and Command References』：Cisco 7600 シリーズ ルータのマ

ニュアルで扱っていない Cisco IOS ソフトウェア機能を設定する場合には、次の資料を参照してく

ださい。

– 『Configuration Fundamentals Configuration Guide』 

– 『Configuration Fundamentals Command Reference』 

– 『Bridging and IBM Networking Configuration Guide』 

– 『Bridging and IBM Networking Command Reference』 

– 『Interface Configuration Guide』 

– 『Interface Command Reference』 

– 『Network Protocols Configuration Guide』Part 1、2、3 

– 『Network Protocols Command Reference』Part 1、2、3 

– 『Security Configuration Guide』 

– 『Security Command Reference』 

– 『Switching Services Configuration Guide』 

– 『Switching Services Command Reference』 

– 『Voice, Video, and Home Applications Configuration Guide』 

– 『Voice, Video, and Home Applications Command Reference』 

– 『Software Command Summary』 

– 『Software System Error Messages』 

– 『Debug Command Reference』 

– 『Internetwork Design Guide』 

– 『Internetwork Troubleshooting Guide』 

– 『Configuration Builder Getting Started Guide』 

Cisco IOS コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスは、次の URL から入手で

きます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/index.htm

• 管理情報ベースについては、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
lv
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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注）は、次のように表しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま

す。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

表記法 説明

太字 コマンド、コマンド オプション、およびキーワードは太字で示していま

す。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[ ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

{ x | y | z } 必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコ

で囲み、縦棒で区切って示しています。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦

棒で区切って示しています。

string 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。

引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

screen フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示

しています。

太字の screen フォン

ト

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示し

ています。

イタリック体の screen 
フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示してい

ます。

このポインタは、例の中の重要な行を強調しています。

^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D という

キーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味し

ます。

< > パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで示し

ています。
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