Cisco 3800 シリーズ ルータ ハードウェア マ
ニュアルの概要

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。
本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップ
デートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合があ
りますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ
イトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊
社担当者にご確認ください。

ここでは、Cisco 3800 シリーズ サービス統合型ルータのハードウェア マニュアルの目的、対象読者、
および表記法について説明するとともに、追加情報が記載されている関連資料について説明します。説
明する内容は、次のとおりです。

• 「目的と構成」（P.2）
• 「対象読者」（P.2）
• 「表記法」（P.2）
• 「安全上の警告」（P.3）
• 「関連資料」（P.4）
• 「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.5）
• 「その他の資料および情報の入手方法」（P.6）
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目的と構成
このシリーズのマニュアルには、Cisco 3800 シリーズ サービス統合型ルータに関する総合的なハード
ウェア情報が記載されています。マニュアルの構成は次のとおりです。

• Cisco 3800 シリーズ ルータの概要
• Cisco 3800 シリーズ ルータの設置準備要件と計画
• 装置ラックへの Cisco 3800 シリーズ ルータの取り付け
• Cisco 3800 シリーズ ルータへのケーブル接続
• Cisco 3800 シリーズ ルータの起動
• Cisco 3800 シリーズ ルータのトラブルシューティング
• Cisco 3800 シリーズ ルータでのネットワーク モジュールの取り付け
• Cisco 3800 シリーズ ルータでのインターフェイス カードの取り付け
• Cisco 3800 シリーズ ルータでの SFP モジュールの取り付け
• Cisco 3800 シリーズ ルータでの CompactFlash メモリ カードの取り付け
• Cisco 3800 シリーズ ルータの内部コンポーネントの取り付けおよびアップグレード
ソフトウェア設定の情報については、Cisco 3800 シリーズのソフトウェア設定マニュアルおよび
Cisco IOS のコンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンスを参照してください。これらの
マニュアルは、Cisco.com からオンラインで参照できます。
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」（P.5）を参照してください。
これらのマニュアルでは、機能が似ているルータ モデルをまとめて説明していますが、いくつかの点
ではモデルごとに違いがあります。記載されている情報の中には、一部のルータ モデルに当てはまら
ないものもあります。

対象読者
これらのマニュアルは、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。記載されている作業の中には、訓練を受けた相応の資格のある人以外は行ってはならないものが
あり、そのことが明記されています。

表記法
これらのマニュアルでは、表 1 に示す表記法が使用されています。
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

[

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。必ず 1 つを選択しなければなりません。
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表 1

表記法 （続き）

表記法

説明

screen フォント

画面に表示される情報

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

<

>

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、山カッコで囲んで
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

（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

ヒント

注意

「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できます。

「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。

「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。このマニュアルに掲載されている警告の翻訳については、ルー
タ付属の『Cisco 3800 Series Routers Regulatory Compliance and Safety Information 』を参照してくだ
さい。
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Warning

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. Use the statement number provided
at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that
accompanied this device. Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
Cisco 3800 シリーズ ルータ上で実行される Cisco IOS ソフトウェアには、幅広い機能が含まれていま
す。これらのマニュアルで扱わない情報については、表 2 に示すリソースを参照してください。

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。これらのマニュアルは
Cisco.com から入手できます。
表 2

関連資料および参照資料

シスコ製品

マニュアル

Cisco 3800 シリーズ ルー 『Cisco 3800 Series Integrated Services Routers Quick Start Guide』
タ
『Cisco 3800 Series Software Configuration』
『Cisco 3800 Series Cards and Modules』
『Cisco 2800 Series and Cisco 3800 Series Integrated Services Routers
Regulatory Compliance and Safety Information』
『Quick Start Guide: Network Modules for Cisco Access Routers』
『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』
『Quick Start Guide: Interface Cards for Cisco Access Routers』
『Cisco Interface Cards Installation Guide』
『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』
『Cisco RPS-675 Redundant Power System Hardware Installation Guide』
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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

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。

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 から入手できま
す。

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

シスコのテクニカル サポート
次の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立ちます。
• テクニカル サポートを受ける
• ソフトウェアをダウンロードする

• セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
• ツールおよびリソースへアクセスする
• Product Alert の受信登録
• Field Notice の受信登録
• Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
• Networking Professionals（NetPro）コミュニティで、技術関連のディスカッションに参加する
• トレーニング リソースへアクセスする
• TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な
問題をインタラクティブに特定および解決する

Japan テクニカル サポート Web サイトでは、Technical Support Web サイト
（http://www.cisco.com/techsupport）の、利用頻度の高いドキュメントを日本語で提供しています。
Japan テクニカル サポート 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

Service Request ツールの使用
Service Request ツールには、次の URL からアクセスできます。
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
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日本語版の Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/jp/go/tac/sr/
シスコの世界各国の連絡先一覧は、次の URL で参照できます。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

その他の資料および情報の入手方法
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
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