はじめに
ここでは、
『Cisco SFS ファミリ Chassis Manager ユーザ 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。内容は次のとおりです。
•

対象読者（p.ix）

•

マニュアルの構成（p.ix）

•

表記法（p.x）

•

関連資料（p.xi）

•

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.xi）

対象読者
対象読者は、サーバ スイッチ機器の設置、設定、および管理を担当している管理者です。この管理
者は、同様のネットワーキングまたはストレージ機器の管理に関する経験が必要です。

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

Chassis Manager の概要

Chassis Manager の基本について説明します。

第2章

ご使用の前に

Chassis Manager の開始方法について説明します。

第3章

シャーシ タスク

シャーシ上のコンポーネント ステータスの表示方法と
ポートの設定方法について説明します。

第4章

メンテナンス タスク

基本的なシステム動作の設定タスクについて説明しま
す。

第5章

InfiniBand タスク

InfiniBand 動作の表示タスクおよび設定タスクについて
説明します。

第6章

イーサネット タスク

イーサネット動作の表示タスクおよび設定タスクについ
て説明します。

第7章

ファイバ チャネル タスク

ファイバ チャネル動作の表示タスクおよび設定タスクに
ついて説明します。
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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。
表記

説明

太字

コマンド、コマンド オプション、およびキーワードは太字で示してい
ます。太字テキストは、Chassis Manager の要素またはそのまま入力す
る必要があるテキストを示します。

イタリック体

ユーザが値を指定するコマンドの引数は、イタリック体で示していま
す。コマンド以外で使用されているイタリック体は、強調を意味しま
す。

Menu1 > Menu2 > Item… 連続形式は、フォームを開いたり、必要な機能を実行したりするため
のポップアップ メニュー シーケンスを示します。
[ ]

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。波 カ ッ コ は、た と え ば
{interface interface type} のように、キーワードや引数を囲むのにも使
われます。

[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

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。

フォント
^

^ 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。

[ ]

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。

（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。
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関連資料
•

Cisco SFS スイッチおよび Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コ
マンドのその他の情報については、次のマニュアルを参照してください。
－ 『Release Notes for Cisco SFS 7000D Series Switch Software Release 2.9.0』
－ 『Cisco SFS Product Family Element Manager User Guide』
－ 『Cisco SFS Product Family Command Reference』

•

詳細なハードウェアの設定手順およびメンテナンス手順については、次のハードウェア マニュ
アルを参照してください。
－ 『Cisco SFS 7000D InfiniBand Server Switch Installation and Configuration Note』
－ 『Cisco SFS 7000D InfiniBand Server Hardware Installation Guide』
－ 『Cisco SFS 3012R Multifabric Server Switch Installation and Configuration Note』
－ 『Cisco SFS 3012R Multifabric Server Switch Hardware Installation Guide』

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ
ガイドライン
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュ
リティ ガイドライン、および推奨エイリアスと一般的なシスコ マニュアルに関する情報について
は、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。ここには、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。次の URL
から入手してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

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/
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