
はじめに

このマニュアルでは、Cisco 7600 シリーズ ルータによってサポートされるルート スイッチ プロセッサお

よびスーパーバイザ エンジンについて説明します。また、これらのモジュールの技術仕様に加え、ケー

ブルおよびコネクタの仕様についても説明します。

注意 このマニュアルに記載されている装置の設置、交換、またはサービスは、訓練を受けた認定サービ

ス技術者（IEC60950 および AS/NZS3260 で定義）だけが行ってください。

マニュアルの内容
ここで説明する内容は、次のとおりです。

• マニュアルの変更履歴（P.ix）

• マニュアルの構成（P.x）

• 表記法（P.x）

• 関連資料（P.xi）

• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート（P.xii）

マニュアルの変更履歴
表 1 に、初版以降このマニュアルに加えられた技術的な変更内容を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

リビジョン 日付 変更点

OL-10100-05 2009 年 3 月 RSP720 および RSP720-10GE の Switch Processor（SP; スイッチ 
プロセッサ）最大メモリの 2 GB への増加に関する情報を追加し

ました。

OL-10100-04 2008 年 1 月 Cisco IOS Release 12.2SRC で導入された、10 GE アップリンク 
ポートを備えたルート スイッチ プロセッサ 720 に関する情報を追

加しました。
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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。

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。

OL-10100-03 2007 年 5 月 ルート スイッチ プロセッサ 720 のサポート対象外の機能のリスト

から eFSU を削除しました。Cisco IOS Release 12.2SRB1 以降、

eFSU および In-Service Software Upgrade（ISSU）が RSP720、
Sup720、および Sup32 でサポートされています。

Cisco IOS Release 12.2SXF が、PFC3A を搭載する Supervisor 
Engine 720 をサポートする最後のリリースであるという注を追加

しました。

OL-10100-02 2007 年 2 月 Cisco IOS Release 12.2SRB で導入されたルート スイッチ プロ

セッサ 720（新しいスーパーバイザ エンジン）に関する情報を追

加しました。

OL-10100-01 2006 年 5 月 このマニュアルの初回リリース

表 1 マニュアルの変更履歴 （続き）

リビジョン 日付 変更点

章 タイトル 説明

第 1 章 Cisco 7600 の製品概要 Cisco 7600 シリーズ ルータの概要、インターフェイ

ス、およびポート アドレスについて説明します。

第 2 章 ルート スイッチ プロセッサ

およびスーパーバイザ エン

ジン

ルート スイッチ プロセッサ上でサポートされるCisco 
7600 シリーズ ルータ（RSP）およびスーパーバイザ エ
ンジンについて説明します。

第 3 章 ルート スイッチ プロセッサ

およびスーパーバイザ エン

ジンの取り付けと設定

RSP およびスーパーバイザ エンジンの取り付けおよび

取り外し手順や、コンソールおよびアップリンク ポー

トへの接続手順を示します。

付録 A 技術仕様 RSP およびスーパーバイザ エンジンの技術仕様を示し

ます。

付録 B ケーブルおよびコネクタの

仕様

RSP およびスーパーバイザ エンジンのケーブルおよび

コネクタの仕様を示します。

表記法 説明

太字 コマンド、コマンドのオプション、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コマンド引数は、イタリック体で示しています。
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はじめに
（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。

警告の定義

警告の各国語版、および Cisco 7600 シリーズ ルータが準拠している適合規格および安全規格の情報

は、『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series Routers』を参照してく

ださい。

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 Routers Documentation Roadmap』 

• 『Supported Hardware for Cisco 7600 Series Routers』 

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series Routers』 

• 『Cisco7600 Series Router Installation Guide』 

• 『Cisco 7609 Router Installation Guide』（OSR-7609） 

• 『Cisco7600 Series Router Module Installation Guide』 

• 『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Command Reference』 

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

• 『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』 

Cisco 7600 シリーズ ルータのマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/tsd_products_support_series_home.html

MIB（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

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。警告の各国語版を参照するには、警告の末尾に記載されるステートメント番号を使用し
て、このデバイスに付属する安全上の警告文の中から、該当するものを探してください。ス
テートメント 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。
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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
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