
はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品やサービスに関する詳細の入手方法について

説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

• 目的（P.vii）

• マニュアルの変更履歴（P.vii）

• マニュアルの構成（P.viii）

• 関連資料（P.viii）

• 関連資料（P.ix）

• Cisco 7600 シリーズ ルータのマニュアル（P.ix）

• 表記法（P.x）

• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート（P.xi）

目的
このマニュアルでは、Cisco 7600 シリーズ ルータ上でサポートされる Cisco 7600 シリーズ イーサネッ

ト サービス 20G ラインカード（以下 Cisco 7600 ES20 ラインカード）について説明します。また、

Cisco 7600 ES20 ラインカードの取り付け方法、および取り付けに関するトラブルシューティングの方

法についても説明します。

マニュアルの変更履歴
表 1 は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。この表には、変更に対応す

る Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とマニュアルのリビジョン番号、変更した日付、および変更

点を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

リリース番号 リビジョン 日付 変更点

12.2(33) SRD OL-11908-05 2009 年 6 月 • 「安全に関する注意事項」に一般的な注

意事項に関する新しい項を追加
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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。

関連資料
下記の資料はオンラインで入手できます。ドキュメント DVD にも収録されています。

ルータ、スイッチ、ゲートウェイ、およびそれらの機器で動作する Cisco IOS ソフトウェアは、豊富な

機能をそなえています。これらの機能については、以下の資料を参照してください。

• 『Cisco 7600-ES20 Ethernet Line Cards Configuration Guide』 

• Cisco IOS ソフトウェア

12.2(33) SRD OL-11908-05 2008 年 10 月 • CWDM SFP を追加

• ER Version2 XFP のサポートを追加

• DWDM SFP および BX SFP のサポート

を追加

12.2(33) SRC 1 OL-11907-04 2008 年 5 月 DWDM-XFP のサポートを追加

12.2(33) SRC OL-11908-3 2008 年 1 月 SFP-GE-T のサポートを追加

12.2(33) SRB1 OL-11908-2 2007 年 6 月 XFP-10GZR-OC192LR を追加

12.2 SRB OL-11908-1 2007 年 2 月 最初のバージョン

表 1 マニュアルの変更履歴

章 タイトル 説明

第 1 章 Cisco 7600 シリーズ ES20 ライン

カードの製品概要

Cisco 7600 シリーズ ES20 ラインカードの概要を

説明します。

第 2 章 概要：Cisco 7600 シリーズ ES20 ラ
インカード

Cisco 7600 シリーズ ES20 ラインカードの互換性

について説明します。サポートされる各 ES20 ラ
インカードに関し、その特徴と概要をまとめま

す。

第 3 章 Cisco 7600 シリーズ ES20 ライン

カードの取り付けの準備

Cisco 7600 シリーズ ES20 ラインカードの取り付

けに必要となる工具、機器、および安全に関する

注意事項を説明します。

第 4 章 Cisco 7600 シリーズ ES20 ライン

カードの取り付けおよび取り外し

Cisco 7600 シリーズ ルータでの Cisco 7600 シ
リーズ ES20 ラインカードの取り付けおよび取り

外しの手順について説明します。

第 5 章 着脱可能小型フォーム ファクタ

（SFP および XFP）モジュールの取

り付けと取り外し

Cisco 7600 シリーズ ES20 ラインカードでの SFP 
および XFP モジュールの取り付けおよび取り外

しの手順について説明します。

第 6 章 取り付けに関するトラブルシュー

ティング

Cisco 7600 シリーズ ES20 ラインカードの取り付

けに関するトラブルシューティングについて説明

します。使用すると便利なデバッグ コマンド、お

よび梱包手順についても説明します。
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– Cisco IOS の設定情報とサポートについては、Cisco IOS の主なリリースに対応するコンフィ

ギュレーション ガイドまたはコマンド リファレンスを参照してください。また、特定の機能

については、該当の Cisco IOS ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

– Cisco IOS の特定リリースでサポートされている機能かどうかの確認、その機能のソフトウェ

ア ドキュメントの検索、あるいはルータに取り付けられているハードウェアで動作する Cisco 
IOS ソフトウェアの最低要件の確認のため、シスコでは Cisco.com にソフトウェア アドバイ

ザ ツールを用意しています。このツールを使用するには、Cisco.com でユーザー登録する必要

があります。Software Advisor にアクセスするには、Cisco.com で [Login] をクリックして、

[SEARCH] ボックスに [Software Advisor] と入力し、[GO] をクリックします。Software 
Advisor ツールのリンクをクリックします。

（注） Cisco IOS ソフトウェアの設定、およびハードウェアの取り付けとメンテナンスに関するマ

ニュアルには、http://www.cisco.com からアクセスできます。翻訳済みのドキュメントは、

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml で入手できます。

• 国際機関による WAN インターフェイスの適合規格、安全性、および規制情報については、以下の

資料を参照してください。

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

– 『Site Preparation and Safety Guide』

関連資料
次のマニュアルも、Cisco 7600 シリーズ ルータを設定するうえで役立てることができます。これらの

マニュアルはオンラインで入手できます。

Cisco 7600 シリーズ ルータのマニュアル

Cisco 7600 シリーズ ルータを設定するときは、次の関連資料のハードウェアの取り付けに関する重要

事項も参照してください。

• 『Cisco 7600 Series Ethernet Services 20G Line Card Hardware Installation Guide』

Cisco 7600 シリーズ ルータの機能、利点、およびアプリケーションの概要については、次の URL にあ

る『Cisco 7600 Series Internet Router Essentials』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_quick_start09186a0080092248.html

その他、次の Cisco 7600 シリーズ ルータ資料の一部も Cisco 7600 シリーズ ルータを設定するうえで

役立てることができます。

• 『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide』

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

• 『Cisco 7600 Series Cisco IOS Command Reference』

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

• 『Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide』

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

• 『Cisco 7600 Series Internet Router MIB Specifications Guide』
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http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/prod_technical_reference_list.html

この他にも、Cisco 7600 シリーズ ルータに関連する資料がいくつかあります。関連資料をすべて参照

するには、次の URL で『Cisco 7600 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。

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

その他の Cisco IOS ソフトウェア マニュアル

ルータおよびこれらで実行される Cisco IOS ソフトウェアには、豊富な機能が組み込まれています。

Cisco IOS ソフトウェア機能のマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/tsd_products_support_category_home.html.

Cisco IOS Release 12.2SR ソフトウェア マニュアル

コマンド リファレンスおよびシステム エラー メッセージを含む Cisco IOS Release 12.2SR 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/ps6922/tsd_products_support_series_home.html.

表記法
SIP および SPA ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドでは、さまざまなシスコの製品（ルー

タ、アクセス サーバ、およびスイッチなど）を、通常ルータという用語で表しています。例では、

Cisco IOS ソフトウェアをサポートするルータ、アクセス サーバ、およびその他のネットワーキング 
デバイスが、ルータの代わりに使用されています。これらの製品は、単に説明をわかりやすくするため

に使用されています。例の中で特定の製品が使用されていても、他の製品がサポートされていないとい

う意味ではありません。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

コマンド構文の説明では、次の表記法を使用しています。

表記法 説明

^ または Ctrl ^ および Ctrl 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl-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。キーは大文字で表記されていますが、大

文字と小文字の区別はありません。

ストリング ストリングはイタリック体で表記された、引用符を付けない一組の文字です。たとえば、SNMP コ
ミュニティ ストリングとして public を設定する場合、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。

表記法 説明

太字 太字は、表示どおりに入力するコマンドおよびキーワードを示します。

イタリック体 イタリック体は、ユーザが値を指定する引数を示します。

[x] 角カッコ内の要素（キーワードまたは引数）は省略可能です。

| 縦棒は、省略可能な、または必須のキーワード セットまたは引数セットのうちの選択肢を示します。
x
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角カッコまたは波カッコをネストした場合は、任意または必須の要素内に任意または必須の選択肢があ

ることを示します。次に例を示します。

例では、次のように表しています。

次の表記法は、読者の注意を促すために使用されています。

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。

（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。

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。

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。

[x | y] 縦棒で区切られたキーワードまたは引数を囲む角カッコは、省略可能な選択肢を示します。

{x | y} 縦棒で区切られたキーワードまたは引数を囲む波カッコは、必須の選択肢を示します。

表記法 説明

表記法 説明

[x {y | z}] 角カッコ内の波カッコおよび縦棒は、省略可能な要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければなら

ないことを示します。
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