
 

はじめに

ここでは、このハードウェア 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、さ

らにこのマニュアルで扱わない情報が記載されている関連資料を紹介します。ここで説明する内容は、

次のとおりです。

• 「目的」（P.ix）

• 「対象読者」（P.ix）

• 「表記法」（P.x）

• 「安全上の警告」（P.x）

• 「関連資料」（P.xi）

• 「シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証規定」（P.xii）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiii）

目的
このマニュアルは、Cisco 1800 シリーズの固定構成のサービス統合型ルータに関するハードウェア関

連の総合的な情報を提供します。プラットフォームの説明、安全に関する情報、設置場所の準備、

シャーシの設置と相互接続、電源投入、初期設定、トラブルシューティング、およびメンテナンスと

アップグレードの手順が含まれます。

このマニュアルでは、ネットワーク通信を確立するためのソフトウェアの初期設定について詳しく説明

しています。ただし、すべてのソフトウェア設定の情報を網羅しているわけではありません。ソフト

ウェア設定の詳細については、『Cisco 1800 Series Integrated Services Routers (Fixed) Software 
Configuration Guide』、Cisco IOS コンフィギュレーション ガイド、および Cisco IOS コマンド リファ

レンスを参照してください。各マニュアルは、オンラインで利用できます。詳細については、「マニュ

アルの入手方法およびテクニカル サポート」を参照してください。

保証、保守、およびサポート情報については、「シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証規

定」を参照してください。

対象読者
このマニュアルは、ルータの設置、設定、およびメンテナンスの担当者を対象にしています。担当者

は、電子回路および配線手順に関する知識を持ち、電子または電気機器の技術者としての経験が必要で

す。ここに記載されている作業は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
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表記法
このマニュアルでは、手順や情報を示すために表 1 の表記法を使用しています。

（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。

ワンポイント アドバイス 「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約することができます。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイ

ントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

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。

安全上の警告
誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文

に、警告を表す記号が記されています。記載されている警告の訳文を確認するには、ルータに付属の

『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers (Fixed)』を
参照してください。

表 1 表記法

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワード

イタリック体 ユーザが値を指定する引数

[ ] 角カッコで囲んで表示される省略可能なキーワードまたは引数

{x | y | z} 必須キーワードの選択肢は波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。いずれか 1 つを選択しな

ければなりません。

screen フォント 画面に表示される情報の例を表します。

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の例

< > パスワードのように出力されない文字は、イタリック体が使用できない場合、かぎカッコ（<:lt> 
<:gt>）で囲んで示しています。

[ ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
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警告の定義

警告 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily 
injury.Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical 
circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents.To see 
translations of the warnings that appear in this publication, refer to the translated safety 
warnings that accompanied this device.Statement  1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータ上で稼動する Cisco IOS ソフトウェアには、豊富な機

能があります。このマニュアルで扱わない情報、または詳細情報については、表 2 に表示されるリ

ソースを使用してください。

ワンポイント アドバイス 表 2 に表示されるマニュアルにアクセスできるかどうかを確認してください。一部のマニュアルは印

刷資料の形でも利用できます。すべてのマニュアルは WWW 上で利用できます。印刷資料を発注され

る場合は、「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiii）を参照してください。

表 2 関連資料および参照資料

シスコ製品 マニュアル タイトル

Cisco 1800 シリーズ 
fixed-configurationルータ

『Cisco 1811 and Cisco 1812 Integrated Services Router Cabling and 
Installation』

『Cisco 1801, Cisco 1802, and Cisco 1803 Integrated Services Router 
Cabling and Installation』

『Cisco 1800 Series Integrated Services Router (Fixed) Software 
Configuration Guide』

『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1800 
Integrated Services Routers (Fixed)』

『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』
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http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/qsgs/1811qsg.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/qsgs/1811qsg.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/qsgs/1801qsg.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/qsgs/1801qsg.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/scg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/scg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/cuisrcsi.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/cuisrcsi.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/cabling/marcabl.htm


 

はじめに
シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な条件が

あります。シスコのソフトウェアに適用される保証を含む正式な保証書は、Cisco.com で提供していま

す。次の手順を実行して、Cisco.com から Cisco Information Packet、および保証書にアクセスし、こ

れらをダウンロードしてください。

1. ブラウザを起動し、次の URL に進みます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans.htm

[Warranties and License Agreements] ページが表示されます。

2. Cisco Information Packet を表示するには、次の手順を実行します。

a. [Information Packet Number] フィールドをクリックし、製品番号 78-5235-03A0 が選択されて

いることを確認します。

b. 文書を表示する言語を選択します。

c. [Go] をクリックします。

Information Packet の [Cisco Limited Warranty and Software License] ページが表示されます。

d. このページから文書をオンラインで見ることも、[PDF] アイコンをクリックして、文書を 
Adobe Portable Document Format（PDF）形式でダウンロードし、印刷することもできます。

（注） PDF ファイルを表示し、印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。これは、

Adobe の Web サイト http://www.adobe.com からダウンロードできます。

3. お手持ちの製品について、翻訳またはローカライズされた保証情報を表示するには、次の手順を実

行します。

a. [Warranty Document Number] フィールドに、次の製品番号を入力します。

78-10747-01C0

b. 文書を表示する言語を選択します。

c. [Go] をクリックします。

[Cisco warranty] ページが表示されます。

d. このページから文書をオンラインで見ることも、[PDF] アイコンをクリックして、文書を 
Adobe Portable Document Format（PDF）形式でダウンロードし、印刷することもできます。

Cisco アクセス ルータ ワイ

ヤレス LAN マニュアル

『Cisco Access Router Wireless Configuration Guide』

Cisco アクセス ルータ アンテナ マニュアル

『Declarations of Conformity and Regulatory Information for Cisco 
Access Products with 802.11a/b/g and 802.11b/g Radios』

ネットワーク管理システム ネットワーク管理ソフトウェア マニュアル

Cisco IOSソフトウェア Cisco IOS ソフトウェア マニュアル（全リリース）。ルータにインス

トールされている Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応するマニュア

ルを参照してください。

表 2 関連資料および参照資料 （続き）

シスコ製品 マニュアル タイトル
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http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/awg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/antennas/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/radiocom.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800fix/radiocom.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/rtrmgmt/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans.htm
http://www.adobe.com


 

はじめに
また、Cisco Service and Support の Web サイトにアクセスして、サポートを受けることもできます。

http://www.cisco.com/public/Support_root.shtml

ハードウェア保証期間

1 年間

ハードウェアに関する交換、修理、払い戻しの手順 
シスコ、またはその代理店では、Return Materials Authorization（RMA）要求を受領してから、10 営
業日以内に交換部品を出荷するように商業上合理的な努力を致します。お届け先により、実際の配達所

要日数は異なります。

シスコは購入代金を払い戻すことにより一切の保証責任とさせて頂く権利を留保します。

Return Materials Authorization（RMA）番号の入手

製品を購入されたシスコの代理店にお問い合わせください。製品を直接シスコから購入された場合は、

シスコの営業担当者にお問い合わせください。

次の項目を記入して、参照用に保管してください。

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

『What's New in Cisco Product Documentation』は 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してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

製品の購入先：

購入先の電話番号：

製品モデル番号：

製品シリアル番号：

メンテナンス契約番号：
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