
 

機能マニュアルの検索

（注） ルータを設定するには、Cisco Router and Security Device Manager（SDM）を使用することを推奨し

ます。SDM にアクセスするには、ルータに付属のクイック スタート ガイドを参照してください。

Cisco IOS 機能マニュアルには、次の方法でアクセスできます。

• 「Cisco.com 機能リソースの使用」（P.1）

• 「特定の機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用してマニュアルを検索する方法」（P.2）

• 「サポートされているすべての機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用してマニュアルを検

索する方法」（P.3）

• 「Cisco IOS リリースごとにフィーチャ モジュールを参照することで機能マニュアルを検索する方

法」（P.4）

• 「Cisco IOS リリース ノートを参照して機能マニュアルを検索する方法」（P.4）

サポートされている主要な機能の一覧については、データ シートおよびルータに関する他の製品資料

を参照してください。その他の IOS 関連の技術マニュアルは、次の URL でご覧いただけます。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

Cisco.com 機能リソースの使用
次は、Cisco.com で入手可能な音声、セキュリティ、およびダイヤル設定に関するリソースへのリンク

です。

音声設定に関するリソース

Cisco IOS 音声設定ライブラリは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_c/cisco_ios_voice_configuration_library_glossary/
vcl.htm

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_c/cisco_ios_voice_configuration_library_glossary/vcl.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_c/cisco_ios_voice_configuration_library_glossary/vcl.htm
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セキュリティ設定に関するリソース

『Cisco IOS Security Configuration Guide』は、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/sec_vcg.html

ダイヤル設定に関するリソース

『Cisco IOS Dial Technologies Configuration Guide』は、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/dial_vcg.html

特定の機能を対象に、Cisco Feature Navigator を使用し
てマニュアルを検索する方法

Cisco Feature Navigator は、機能マニュアルを検索するのに最適なツールです。

（注） Cisco Feature Navigator は、すべてのプラットフォームおよびソフトウェア リリースをサポートする

わけではありません（古いリリースや期間限定リリースなど）。

ステップ 1 Cisco Feature Navigator は、http://www.cisco.com/go/fn からアクセスしてください。

アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名

やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアログボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説

明に従ってください。

ステップ 2 [Search by Feature] をクリックします。

ステップ 3 機能名を入力し、[Search] をクリックします。

検索結果が [Features Available] ボックスに表示されます。[Features Available] ボックスを表示するた

め、下方向へのスクロールが必要になる場合があります。

[Features Available] ボックスに「None Available」と表示されたら、機能名を少し変えて検索し直して

ください。検索フィールドを表示するため、上方向へのスクロールが必要になる場合があります。

[Features Available] ボックスに目的の機能が表示されたら、ステップ 4 に進みます。

ステップ 4 [Features Available] ボックス内の機能名をクリックします。

ステップ 5 [Features Available] ボックスのすぐ下にある [Show Description(s)] をクリックします。

Cisco Feature Navigator には機能の短い説明が表示されます。また、機能が複雑であるか、ユーザ設定

が伴う場合は、[For More Information] リンクが表示されます。

ステップ 6 [For More Information] が使用可能な場合はクリックします。

Cisco Feature Navigator には機能マニュアルが表示されます（通常はフィーチャ モジュールの形式）。

これには、機能の設定、確認、およびトラブルシューティングに関する情報が含まれます。
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サポートされているすべての機能を対象に、Cisco Feature 
Navigator を使用してマニュアルを検索する方法

Cisco Feature Navigator は、お使いのルータのすべての機能に関するマニュアルを検索するのに最適な

ツールです。

（注） Cisco Feature Navigator は、すべてのプラットフォームおよびソフトウェア リリースをサポートする

わけではありません（古いリリースや期間限定リリースなど）。

ステップ 1 Cisco Feature Navigator は、http://www.cisco.com/go/fn からアクセスしてください。

アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名

やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアログボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説

明に従ってください。

ステップ 2 [Search by Release/Image Name/Product Code/Platform] をクリックします。

ステップ 3 [Platform] の隣にあるドロップダウン メニューで、お使いのルータを選択します。

ステップ 4 [Continue] をクリックします。

Cisco Feature Navigator には、お使いのルータでサポートされている機能の一覧が表示されます。必要

に応じて、次のいずれかを実行します。

• この一覧にある特定の機能に関するマニュアルにアクセスするには、ステップ 5 に進みます。

• 特定の Cisco IOS Release でサポートされている機能の一覧を表示するには、[Major Release] また

は [Release] のプルダウン メニューを使用して Cisco IOS Release を選択します。

Cisco Feature Navigator には、選択された Cisco IOS リリースでサポートされている、お使いの

ルータの機能の一覧が表示されます。

この一覧にある特定の機能に関するマニュアルにアクセスするには、ステップ 5 に進みます。

• 特定のフィーチャ セットでサポートされている機能の一覧を表示するには、[Feature Set] プルダ

ウン メニューを使用して、フィーチャ セットを選択します。

Cisco Feature Navigator には、選択されたフィーチャ セットと Cisco IOS リリースでサポートさ

れている、お使いのルータの機能の一覧が表示されます。

ステップ 5 機能名をクリックします。

Cisco Feature Navigator には機能の短い説明が表示されます。また、機能にユーザ設定が伴う場合は、

[For More Information] リンクが表示されます。

ステップ 6 [For More Information] が使用可能な場合はクリックします。

Cisco Feature Navigator には機能マニュアルが表示されます（通常はフィーチャ モジュールの形式）。

これには、機能の設定、確認、およびトラブルシューティングに関する情報が含まれます。
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Cisco IOS リリースごとにフィーチャ モジュールを参照す
ることで機能マニュアルを検索する方法

特定の機能の名前、およびその機能が導入された Cisco IOS Release がわかる場合は、Cisco IOS 
フィーチャ モジュールを Cisco IOS Release ごとに参照して、機能マニュアルを検索できます。

（注） フィーチャモジュールは、すべての機能に対して作成されているわけではありません（ユーザによる設

定を伴わない単純な機能など）。すべての機能の説明および設定情報にアクセスするには、Cisco 
Feature Navigator にアクセスするか、Cisco IOS フィーチャ モジュールの参照に加えて Cisco IOS リ
リース ノートを読んでください。

ステップ 1 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm を参照してください。

ステップ 2 適切なリリースを選択します。

ステップ 3 [New Feature Documentation] をクリックします。

ステップ 4 目的の Cisco IOS ソフトウェア リリースに移動します。

ステップ 5 フィーチャ モジュールを選択します。

Cisco IOS リリース ノートを参照して機能マニュアルを検索する方法

対象の機能が導入された Cisco IOS Release がわかる場合は、Cisco IOS リリース ノートを参照して機

能の説明を検索できます。

（注） Cisco IOS リリース ノートには、通常そのソフトウェア リリースに導入された、ユーザ設定をまった

く伴わない単純な機能の説明だけが記載されます。すべての機能の説明および設定情報にアクセスする

には、Cisco Feature Navigator にアクセスするか、Cisco IOS フィーチャ モジュールの参照に加えて 
Cisco IOS リリース ノートを読んでください。

ステップ 1 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm を参照してください。

ステップ 2 適切なリリースを選択します。

ステップ 3 [Release Notes] をクリックします。

ステップ 4 プラットフォームを選択します。

ステップ 5 お使いの Cisco IOS ソフトウェア リリースのリリース ノートを選択します。

ステップ 6 [New and Changed Information] セクションに移動します。「T」のリリースを選択した場合、このセク

ションは [New Features and Important Notes] と呼ばれている可能性があります。
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