はじめに
ここでは、次の項について説明します。
• 対象読者, i ページ
• 表記法, i ページ
• Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, iii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, iv ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, iv ページ

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当す
るネットワーク管理者を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。
表記法

説明

bold

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび
キーワードです。

italic

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。

[x]

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで
示しています。

[x | y]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
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表記法

表記法

説明

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また
は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま
す。 角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択
すべき必須の要素を示しています。

variable

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体
が使用できない場合に使用されます。

string

引用符を付けない一組の文字。 string 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 string とみな
されます。

例では、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

screen フォント

スイッチ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 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
ト
で示しています。
<>

パスワードのように出力されない文字は、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は、角カッコで
囲んで示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次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に記載されていない参照資料を紹介しています。
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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。

Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
Cisco NX-OS 3000 シリーズ全体のマニュアル セットは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html
リリース ノート
リリース ノートは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_release_notes_list.html
インストレーション ガイドおよびアップグレード ガイド
インストレーション ガイドおよびアップグレード ガイドは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_installation_guides_list.html
ライセンス情報
NX-OS の機能ライセンスの詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくださ
い。次の URL から入手できます。http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/
licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide.html
For the NX-OS のエンド ユーザ契約書および著作権の詳細については、『License and Copyright
Information for Cisco NX-OS Software』を参照してください。次の URL で入手できます。http://
www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-ossw_lisns.html
コンフィギュレーション ガイド
コンフィギュレーション ガイドは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_installation_and_configuration_guides_list.html
プログラミング ガイド
XML インターフェイス ユーザ ガイドおよびその他のプログラミング ガイドは、次の URL から
入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_programming_reference_guides_list.html
テクニカル リファレンス
テクニカル リファレンスは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_technical_reference_list.html
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エラー メッセージおよびシステム メッセージ
エラー メッセージおよびシステム メッセージ リファレンス ガイドは、次の URL から入手できま
す。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_system_message_guides_list.html

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、次のいずれかまでご連絡ください。
• nexus3k-docfeedback@cisco.com
ご協力をよろしくお願いいたします。

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用方法、サービス要求の送信方法、詳
細情報の収集方法については、http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html で
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください
『What's New in Cisco Product Documentation』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一
覧を提供するもので、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
用すると、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。 RSS フィードは無料の
サービスです。
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