はじめに
対象読者
このマニュアルは、Catalyst 2955 スイッチ（以降、スイッチ）のインストレー
ションを担当するネットワーク技術者またはコンピュータ技術者を対象として
います。このマニュアルを使用するには、イーサネットと LAN の概念および用
語についての知識が必要です。

マニュアルの目的
このマニュアルでは、Catalyst 2955 スイッチのハードウェア機能について説明し
ます。スイッチの物理特性やパフォーマンスを紹介するとともに、スイッチのイ
ンストール手順およびトラブルシューティングについて説明します。
このマニュアルでは、スイッチのソフトウェア機能の設定方法については説明し
ません。また、表示される可能性のある Catalyst 2955 固有のシステム メッセー
ジについても説明しません。さらに、スイッチ用に作成または変更されている
CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンドについても説明しません。詳
細については、スイッチ用のソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、シ
ステム メッセージ ガイド、およびコマンド リファレンスを参照してください。
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表記法
このマニュアルでは、注釈、注意、および警告に次の表記法および記号を使用し
ています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介してい
ます。

注意

警告

「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。

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。
これらの注意事項を保管しておいてください。
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関連資料
Cisco.com サイトから入手可能な次のマニュアルには、スイッチに関する情報が
詳細に記載されています。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat2950/index.htm
印刷資料は、Cisco.com サイトから DOC-xxxxxx= という番号で発注できます。
「マ
ニュアルの発注方法」（p.xxiv）
• 『Release Notes for the Catalyst 2950 and 2955 Switches』
（発注はできませんが、
Cisco.com から入手できます）

（注）

スイッチの要件、および初期設定やソフトウェア アップグレードの手順は変更
されることがあるため、リリース ノートにだけ記載されています。スイッチの
設置、設定、またはアップグレードを行う前に、最新情報について Cisco.com で
提供されているリリースノートを参照してください。

• 『Catalyst 2950 and Catalyst 2955 Switch Software Configuration Guide』
（Customer
Order Number DOC-7811380=）
• 『Catalyst 2950 and Catalyst 2955 Switch Command Reference』（Customer Order
Number DOC-7811381=）
• 『Catalyst 2950 and Catalyst 2955 Switch System Message Guide』
（Customer Order
Number DOC-7814233=）
• 『Catalyst 2950 Switch Hardware Installation Guide』
（発注はできませんが、
Cisco.com から入手できます）
•

デバイス マネージャのオンライン ヘルプ（スイッチで使用可能）

• 『Getting Started with Cisco Network Assistant』
（発注はできませんが、Cisco.com
から入手できます）
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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およびその他の資料は、Cisco.com から入手できます。
シスコのテクニカル サポートおよびその他のリソースも、さまざまな方法で入
手することができます。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することができます。
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 からアクセスできます。
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

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 Customers）に登録されている場合、Ordering ツール
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。
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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。サービス契約が有効でない場合は、リセラーにご連絡ください。

TAC Web サイト
TAC Web サイトは、マニュアルやツールをオンラインで提供し、シスコの製品
およびテクノロジーに関する技術的問題のトラブルシューティングおよび解決
を支援します。TAC Web サイトは 1 年中いつでも利用することができます。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/tac
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/
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TAC レベル情報の参照
オンライン TAC Case Open ツールでは、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）。状況をご説明いただくと、TAC Case Open ツー
ルはすみやかな問題解決に役立つリソースを自動的に推奨します。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。オ
ンライン TAC Case Open ツールの URL は、次のとおりです。
http://www.cisco.com/tac/caseopen
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/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。
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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
んどまたは全くない場合。業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。

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することができま
す。
•

Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、リファレンス ガイド、お
よびロゴ商品を提供しています。Cisco Marketplace には、次の URL からア
クセスしてください。
http://www.cisco.com/go/marketplace/

• 『Cisco Product Catalog』には、シスコシステムズが提供するネットワーキン
グ製品のほか、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://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/
•

Cisco Press では、一般的なネットワーク、教育および認定資格に関する出版
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を最大限に活
用するのに役立ちます。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、教育や認定に関する情
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
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• 『iQ Magazine』は、シスコシステムズが発行する隔月刊誌で、ビジネス リー
ダーや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/ipj
•

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
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