
はじめに

ここでは、このマニュアルの対象読者、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。また、シスコ製品のマニュアルを入手する方法とテクニカル サポートについて

も説明します。

対象読者
このマニュアルは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定および保守を担当する、経験豊富なネット

ワーク管理者を対象としています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章から構成されています。

章 タイトル 説明

第 1 章 「製品概要」 Catalyst 4500 シリーズ スイッチ向け Cisco IOS ソ
フトウェアの概要を示します。

第 2 章 「コマンドライン インターフェイ

ス」

CLI の使い方を説明します。

第 3 章 「スイッチの初期設定」 スイッチの基本設定の手順について説明します。

第 4 章 「スイッチの管理」 スイッチを管理する方法について説明します。

第 5 章 「Cisco IOS インサービス ソフト

ウェア アップグレード プロセス

の設定」

スイッチに ISSU を設定する方法について説明しま

す。

第 6 章 「インターフェイスの設定」 FastEthernet、GigabitEthernet、
10-GigabitEthernet インターフェイス上で、特定の

レイヤに限定されない機能を設定する方法につい

て説明します。

第 7 章 「ポートのステータスと接続の確

認」

モジュールとインターフェイスのステータスを確

認する方法について説明します。

第 8 章 「RPR および SSO を使用したスー

パーバイザ エンジンの冗長構成の

設定」

Catalyst 4507R および 4510R スイッチ上に、RPR 
と SSO を設定する方法について説明します。
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第 9 章 「Cisco NSF/SSO スーパーバイザ 
エンジンの冗長構成の設定」

Stateful Switchover（SSO）を備えた Cisco 
Nonstop Forwarding（NSF）を使用して、スー

パーバイザ エンジンの冗長性を設定する方法につ

いて説明します。

第 10 章 「環境モニタリングおよび電源管

理」

電力管理機能および環境モニタリング機能の設定

方法について説明します。

第 11 章 「Power over Ethernet の設定」 Power over Ethernet（PoE）の設定方法について説

明します。

第 12 章 「Cisco Network Assistant による 
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

の設定」

Network Assistant および組み込み CiscoView のイ

ンストール方法と設定方法について説明します。

第 13 章 「VLAN、VTP、および VMPS の
設定」

VLAN、VTP、および VMPS の設定方法について

説明します。

第 14 章 「IP アンナンバード インターフェ

イスの設定」

IP Unnumbered サポートを設定する方法について

説明します。

第 15 章 「レイヤ 2 イーサネット インター

フェイスの設定」

VLAN トランクなど、レイヤ 2 機能をサポートす

るようにインターフェイスを設定する方法につい

て説明します。

第 16 章 「SmartPort マクロの設定」 SmartPort マクロを設定する方法について説明しま

す。

第 17 章 「STP および MST の設定」 Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー 
プロトコル）および Multiple Spanning-Tree

（MST）プロトコルの設定方法、これらのスパニン

グ ツリーの動作方法について説明します。

第 18 章 「任意の STP 機能の設定」 スパニング ツリー PortFast、UplinkFast、
BackboneFast、およびその他の STP 機能の設定方

法について説明します。

第 19 章 「EtherChannel の設定」 レイヤ 2 およびレイヤ 3 EtherChannel ポート バン

ドルの設定方法について説明します。

第 20 章 「IGMP スヌーピングとフィルタ

リングの設定」

Internet Group Management Protocol（IGMP; イン

ターネット グループ管理プロトコル）スヌーピン

グの設定方法について説明します。

第 21 章 「802.1Q およびレイヤ 2 プロトコ

ル トンネリングの設定」

802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの

設定方法について説明します。

第 22 章 「CDP の設定」 Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロト

コル）の設定方法について説明します。

第 23 章 「UDLD の設定」 UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向

リンク検出）プロトコルの設定方法について説明

します。

第 24 章 「単一方向イーサネットの設定」 単一方向イーサネットを設定する方法について説

明します。

第 25 章 「レイヤ 3 インターフェイスの設

定」

レイヤ 3 機能をサポートするようにインターフェ

イスを設定する方法について説明します。

第 26 章 「シスコ エクスプレス フォワー

ディングの設定」

IP ユニキャスト トラフィック用 Cisco Express 
Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワー

ディング）の設定方法について説明します。

章 タイトル 説明
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第 27 章 「IP マルチキャストの設定」 IP Multicast Multilayer Switching（MMLS; マルチ

キャスト マルチレイヤ スイッチング）の設定方法

について説明します。

第 28 章 「ポリシーベース ルーティングの

設定」

ポリシーベース ルーティングの設定方法について

説明します。

第 29 章 「VRF-Lite の設定」 Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイス

に Multiple VPN Routing/Forwarding
（Multi-VRF）インスタンスを設定する方法につい

て説明します。

第 30 章 「Quality of Service の設定」 Quality Of Service（QoS）の設定方法について説

明します。

第 31 章 「音声インターフェイスの設定」 Cisco IP Phone で使用する複数 VLAN アクセス 
ポートを設定する方法について説明します。

第 32 章 「802.1X ポートベース認証の設

定」

802.1X ポートベースの認証の設定方法について説

明します。

第 33 章 「ポート セキュリティの設定」 ポート セキュリティおよびトランク ポート セキュ

リティの設定方法について説明します。

第 34 章 「コントロール プレーン ポリシン

グの設定」

Control Plane Policing（CoPP; コントロール プ
レーン ポリシング）を使用して Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチを保護する方法について説明しま

す。

第 35 章 「DHCP スヌーピング、IP ソース 
ガード、およびスタティック ホス

トの IPSG の設定」

DHCP スヌーピングおよび IP ソース ガードの設定

方法について説明します。

第 36 章 「ダイナミック ARP インスペク

ションの設定」

ダイナミック ARP インスペクションを設定する方

法について説明します。

第 37 章 「ACL によるネットワーク セキュ

リティの設定」 
ACL、VACL、および MACL の設定方法について

説明します。

第 38 章 「プライベート VLAN の設定」 プライベート VLAN を設定および修正する方法に

ついて説明します。

第 39 章 「ポート ユニキャストおよびマル

チキャスト フラッディング ブ
ロック」

ユニキャスト フラッディング ブロックの設定方法

について説明します。

第 40 章 「ストーム制御の設定」 ストーム制御抑制の設定方法について説明します。

第 41 章 「SPAN と RSPAN の設定」 Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート 
アナライザ）の設定方法について説明します。

第 42 章 「システム メッセージ ロギングの

設定」

システム メッセージ ロギングを設定する方法を説

明しています。

第 43 章 「SNMP の設定」 Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡
易ネットワーク管理プロトコル）の設定方法につ

いて説明します。

第 44 章 「NetFlow の設定」 NetFlow 統計情報の収集を設定する方法について

説明します。

第 45 章 「RMON の設定」 Remote Network Monitoring（RMON）を設定す

る方法について説明します。

章 タイトル 説明
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関連資料
Catalyst 4500 シリーズ スイッチの関連資料は次のとおりです。

『Catalyst 4500 Series Switch Documentation Home』

http://www.cisco.com/go/cat4500/docs

『Catalyst 4500 Series Switches Installation Guide』（Customer Order Number DOC-7814409=）
• http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/installation/guide/78-14409-0

8/4500inst.html

『Catalyst 4500 Series Module Installation Guide』（Customer Order Number DOC-786444=）
• http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/module/guide/mod_inst.html

『Catalyst 4500 Series Regulatory Compliance and Safety Information』（Customer Order Number 
DOC-7813233=）
• http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regulatory/compliance/78_13

233.html

特定のスーパーバイザ エンジンまたはアクセサリ ハードウェアのインストレーション ノートについて
は、次の URL にアクセスしてください。

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html

Cisco IOS コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンス：上記のマニュアルで扱って

いない Cisco IOS ソフトウェア機能を設定する場合には、次のマニュアルを参照してください。

• 『Configuration Fundamentals Configuration Guide』 

• 『Configuration Fundamentals Command Reference』 

• 『Interface Configuration Guide』 

• 『Interface Command Reference』 

• 『Network Protocols Configuration Guide』Part 1、2、3 

• 『Network Protocols Command Reference』Part 1、2、3 

• 『Security Configuration Guide』 

第 46 章 「診断の実行」 Catalyst 4500 シリーズ スイッチのさまざまな診断

タイプについて説明します。

第 47 章 「WCCP バージョン 2 サービスの

設定」

Web Cache Communication Protocol（WCCP）を

使用してキャッシュ エンジン（Web キャッシュ）

にトラフィックをリダイレクトするよう、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定する方法に

ついて説明します。また、キャッシュ エンジン ク
ラスタ（キャッシュ ファーム）を管理する方法に

ついても説明します。

第 48 章 「MIB サポートの設定」 SNMP および MIB サポートの設定方法について説

明します。

第 49 章 「Troubleshooting the Catalyst 
4500 Series Switch」

スイッチをトラブルシューティングする方法につ

いて説明します。

第 49 章 「ROM モニタ」 ROM モニタについて説明します。

付録 A 「略語および省略形」 このマニュアルで使用される略語の定義を示します。

章 タイトル 説明
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• 『Security Command Reference』 

• 『Switching Services Configuration Guide』 

• 『Switching Services Command Reference』 

• 『Voice, Video, and Fax Applications Configuration Guide』 

• 『Voice, Video, and Fax Applications Command Reference』 

• 『Cisco IOS IP Configuration Guide』 

• 『Cisco IOS IP Command Reference』

MIB 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

ソフトウェアのマニュアル 
サポートされるスイッチとモジュールの機能は、インストールしたソフトウェアによって大幅に異なり
ます。一般的に、ソフトウェア リリースごとに次のガイドがあります。

• ソフトウェア バージョンに適したリリース ノート。リリース ノートは次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html

• ソフトウェア バージョンに適したソフトウェア コンフィギュレーション ガイド。ソフトウェア コ
ンフィギュレーション ガイドは次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuratio
n_guides_list.html

• ソフトウェア バージョンに適したコマンド リファレンス。コマンド リファレンスは次の URL に
あります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html

• ソフトウェア バージョンに適したシステム メッセージ ガイド。システム メッセージ ガイドは次の 
URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.
html

ソフトウェア リリースに適したガイドをブックマークします。

• MIB の情報については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

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。

表記法 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。

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。

[ ] 角カッコの中のコマンド要素は、省略可能です。

{ x | y | z } コマンド ラインで必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワー

ドは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
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（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。

タスク テーブルのコマンド

タスク テーブルにリストされるコマンドは、タスクを実行するための関連情報だけを表し、コマンド

で使用できるすべてのオプションについては示していません。コマンドの詳細な説明については、

『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』のコマンドを参照してください。

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、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

[ 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。

ストリングにその引用符も含まれてしまうためです。

screen フォント システムの表示は screen フォントで表されます。

太字の screen フォン

ト

ユーザがそのまま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 
フォント

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。

このポインタは、例の中の重要な行を強調しています。

^ 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、山カッコで囲んで示しています。

表記法 説明
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