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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』の

対象読者、マニュアルの構成、および手順や情報を記述するための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保守を担当する、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 ルータの概要を紹介します。

第 2 章 CLI CLI（コマンドライン インターフェイス）の使用方

法について説明します。

第 3 章 Cisco 7600 シリーズ ルータの初

期設定

基本設定の手順について説明します。

第 4 章 EHSA スーパーバイザ エンジン

冗長構成の設定

EHSA スーパーバイザ エンジン冗長構成の設定につ

いて説明します。

第 5 章 RPR および RPR+ スーパーバイ

ザ エンジン冗長構成の設定

RPR および RPR+ スーパーバイザ エンジン冗長構成

の設定について説明します。

第 6 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方法について説明します。

第 7 章 レイヤ 2 スイッチング用 LAN

ポートの設定

VLAN トランクを含め、レイヤ 2 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方法に

ついて説明します。

第 8 章 VTP の設定 VLAN Trunk Protocol（VTP）の設定方法について説

明します。

第 9 章 VLAN の設定 VLAN の設定方法について説明します。
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第 10 章 プライベート VLAN の設定 プライベート VLAN の設定方法について説明しま

す。

第 11 章 Cisco IP Phone のサポートの設定 Cisco IP Phone のサポートの設定方法について説明

します。

第 12 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方法について説明します。

第 13 章 EtherChannel の設定 レイヤ 2 およびレイヤ 3 EtherChannel ポート バンド

ルの設定方法について説明します。

第 14 章 IEEE 802.1Q トンネリングおよび

レイヤ 2 プロトコル トンネリン

グの設定

IEEE 802.1Q トンネリングおよびレイヤ 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 15 章 STP および IEEE 802.1s MST の設

定

Spanning Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロ

トコル）の設定方法とともに、STP のメカニズムに

ついて説明します。

第 16 章 STP オプション機能の設定 STP PortFast、UplinkFast、および BackboneFast 機能

の設定方法について説明します。

第 17 章 Supervisor Engine 2 での IP ユニ

キャスト レイヤ 3 スイッチング

の設定

Supervisor Engine 2 に IP ユニキャスト レイヤ 3 ス

イッチングを設定する方法について説明します。

第 18 章 IP マルチキャスト レイヤ 3 ス

イッチングの設定

IP Multicast Multilayer Switching（MMLS; マルチキャ

スト マルチレイヤ スイッチング）の設定方法につい

て説明します。

第 19 章 Supervisor Engine 1 での IP ユニ

キャスト レイヤ 3 スイッチング

の設定

Supervisor Engine 1 に IP ユニキャスト レイヤ 3 ス

イッチングを設定する方法について説明します。

第 20 章 Supervisor Engine 1 での IPX ユニ

キャスト レイヤ 3 スイッチング

の設定

Supervisor Engine 1 に IPX ユニキャスト レイヤ 3 ス

イッチングを設定する方法について説明します。

第 21 章 IGMP スヌーピングの設定 Internet Group Management Protocol（IGMP; インター

ネット グループ管理プロトコル）スヌーピングの設

定方法について説明します。

第 22 章 RGMP の設定 Router-Port Group Management Protocol（RGMP）の設

定方法について説明します。

第 23 章 ネットワーク セキュリティの設

定

Cisco 7600 シリーズ ルータに固有のネットワーク セ

キュリティ機能を設定する方法について説明しま

す。

第 24 章 DoS 保護の設定 DoS（サービス拒絶）保護の設定方法について説明

します。

第 25 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方法に

ついて説明します。

第 26 章 ポート セキュリティの設定 ポート セキュリティの設定方法について説明しま

す。

第 27 章 Supervisor Engine 1 上でのレイヤ

3 プロトコル フィルタリングの

設定

Supervisor Engine 1 にレイヤ 3 プロトコル フィルタ

リングを設定する方法について説明します。

章 タイトル 説明
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第 28 章 トラフィック ストーム制御の設

定

トラフィック ストーム制御の設定方法について説

明します。

第 29 章 ブロードキャスト抑制の設定 ブロードキャスト抑制の設定方法について説明しま

す。

第 30 章 CDP の設定 Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコ

ル）の設定方法について説明します。

第 31 章 UDLD の設定 UniDirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検

出）プロトコルの設定方法について説明します。

第 32 章 PFC QoS の設定 QoS（Quality of Service）の設定方法について説明し

ます。

第 33 章 NDE の設定 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 34 章 ローカル SPAN および RSPAN の

設定

Switch Port Analyzer（SPAN; スイッチ ポート アナラ

イザ）の設定方法について説明します。

第 35 章 WCCP による Web キャッシュ

サービスの設定

WCCP を使用する Web キャッシュ サービスの設定

方法について説明します。

第 36 章 SNMP IfIndex の持続性の設定 SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）ifIndex

の永続性を設定する方法について説明します。

第 37 章 SFM の設定 Switch Fabric Module（SFM; スイッチ ファブリック

モジュール）を設定する方法について説明します。

第 38 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リング機能を設定する方

法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 7609 Router Installation Guide』および『Cisco 7603 Router Installation Guide』

• 『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 on Catalyst 6500 Series Switches and Cisco 7600 Series Router』 

• 『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、次のマニュアルを参照

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/ios121/121cgcr/index.htm

• MIB 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

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/index.htm
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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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。

表記 説明

太字 コマンドおよびコマンド オプション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。

ストリング 引用符を付けない一組の文字。ストリング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ストリングとみな

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、かぎカッコ < > で囲んで示

しています。
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マニュアルの入手方法
シスコ製品のマニュアル、テクニカル サポート、およびその他のテクニカル リソースは、さまざ

まな方法で入手できます。ここでは、シスコ製品に関する技術情報を入手する方法について説明し

ます。

Cisco.com

WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手できます。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

シスコの 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 

http://www.cisco.com/jp

シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。

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

Documentation CD-ROM

シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Cisco Documentation CD-ROM パッ

ケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は定期的に更新されるので、印刷資料より

も新しい情報が得られます。この CD-ROM パッケージは、単独、年間または 3 カ月契約で入手で

きます。

Cisco.com 登録ユーザの場合、Cisco Ordering ツールから Documentation CD-ROM（Customer Order

Number DOC-CONDOCCD=）を単独で発注できます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order_ordering_tool_launch.html

また、どなたでも、オンラインの Subscription Store から年間または 3 カ月ごとの購読契約で発注で

きます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/marketplace

左のナビゲーション バーの [Subscriptions & Promotional Materials] をクリックしてください。

マニュアルの発注方法

マニュアルの発注方法については、次の URL にアクセスしてください。

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

シスコ製品のマニュアルは、次の方法でご発注いただけます。

• Cisco.com（Cisco Direct Customer）に登録されている場合、Networking Products MarketPlace か
らシスコ製品のマニュアルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

• Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order_ordering_tool_launch.html
http://www.cisco.com/go/subscription
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/jp
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テクニカル サポート
Technical Assistance Center（TAC）では、シスコシステムズとサービス契約を結んでいるお客様、

パートナー、リセラー、販売店を対象として、評価の高い 24 時間体制のテクニカル サポート サー

ビスをオンラインおよび電話で提供しています。Cisco.com では、技術支援のオンライン窓口とし

て、TAC Web サイトを提供しています。シスコシステムズとサービス契約を結んでいない場合は、

リセラーにお問い合わせください。

TAC Web サイト

TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）では、オンラインで資料やツールを利用して、トラブ

ルシューティングやシスコ製品およびテクノロジーに関する技術上の問題の解決に役立てること

ができます。TAC Web サイトは 1 年中いつでも利用できます。

TAC Web サイト上のツールにアクセスする際は、いずれも Cisco.com のログイン ID およびパスワー

ドが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID またはパスワードを取得していない場合は、次

の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ

メントを日本語で提供しています。Japan TAC 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

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ

グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

TAC レベル情報の参照

オンライン TAC Case Open ツール（http://www.cisco.com/tac/caseopen）を使用すると、P3 および P4

の問題について最も迅速にテクニカル サポートを受けられます（ネットワークの障害が軽微である

場合、あるいは製品情報が必要な場合）。TAC Case Open ツールに状況を入力すると、すみやかな問

題解決に役立つリソースが自動的に提示されます。これらの推奨リソースを使用しても問題が解決

しない場合は、TAC の技術者が対応します。

問題が P1 または P2（運用中のネットワークがダウンした場合、あるいは重大な障害が発生した場

合）であるか、インターネットにアクセスできない場合は、電話で TAC にご連絡ください。P1 お

よび P2 の問題には TAC の技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよう支援します。

電話でテクニカル サポートを受ける際は、次の番号のいずれかをご使用ください。

アジア太平洋：+61 2 8446 7411（オーストラリア：1 800 805 227）

EMEA：+32 2 704 55 55 

米国： 1 800 553-2447

TAC の連絡先一覧については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/tac
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac/caseopen
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

TAC プライオリティの定義

すべての問題を標準形式で報告するために、問題のプライオリティを定義しました。

プライオリティ 1（P1） ― ネットワークがダウンし、業務に致命的な損害が発生する場合。24 時間

体制であらゆる手段を使用して問題の解決にあたります。

プライオリティ 2（P2） ― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下、またはシスコ製品のパ

フォーマンス低下により業務に重大な影響がある場合。通常の業務時間内にフルタイムで問題の解

決にあたります。

プライオリティ 3（P3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用

が機能している場合。通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。

プライオリティ 4（P4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィギュレーショ

ンについて、情報または支援が必要で、業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
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その他の資料および情報の入手方法

その他の資料および情報の入手方法
シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ

まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。

• 『Cisco Product Catalog』には、シスコシステムズが提供するネットワーク製品のほか、発注方

法やカスタマー サポート サービスについての情報が記載されています。『Cisco Product
Catalog』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html

• Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を幅広く発行しています。

初心者から上級者まで、さまざまな読者向けの出版物があります。Cisco Press の最新の出版情

報などについては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.ciscopress.com

• 『Packet』はシスコシステムズが発行する季刊誌で、業界の専門家向けにネットワーク分野の最

新動向、テクノロジーの進展、およびシスコの製品やソリューションに関する情報を提供し、

ネットワークへの投資効果を向上させるのに役立ちます。ネットワークの配置やトラブル

シューティングのヒント、設定例、お客様の事例研究、チュートリアル、トレーニングや認定

に関する情報、および多数の詳細なオンライン リソースを紹介しています。『Packet』には、次

の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/packet

• 『iQ Magazine』は、シスコシステムズが発行する隔月刊誌で、経営幹部向けにネットワーク業

界の最新情報を提供します。『iQ Magazine』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担

当するエンジニア向けに、シスコシステムズが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』
には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html

• トレーニング ― シスコシステムズは最高水準のネットワーク関連のトレーニングを実施して

います。トレーニングの最新情報については、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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