はじめに
ここでは、このマニュアルの対象読者、構成、表記法、および関連資料の入手方法について説明し
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、次の章で構成されています。

章

タイトル

説明

第1章

CLI

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの CLI（コマンドライ
ン インターフェイス）について説明します。

第2章

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ すべての Catalyst 4500 シリーズの Cisco IOS コマンド
の Cisco IOS コマンド
をアルファベット順に示し、詳細について説明しま
す。

付録 A

略語

このマニュアルで使用されている略語の定義を示し
ます。

付録 B

オープンソース ソフトウェア
について

オープンソース ソフトウェアに関する同意事項が記
載されています。
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関連資料
Catalyst 4500 シリーズの Cisco IOS マニュアル セットの構成は、次のとおりです。
• 『Catalyst 4500 Series Switch Installation Guide』
• 『Catalyst 4500 Series Switch Supervisor Engine III Installation Note』
• 『Catalyst 4500 Series Switch Supervisor Engine IV Installation Note』
• 『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide』
• 『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS System Message Guide』
• 『Release Notes for Catalyst 4500 Series Switch Software Release 12.1(13)EW』
Cisco IOS マニュアルには他に次のものがあります。
• 『Cisco IOS Release 12.2 Configuration Guides』
• 『Cisco IOS Release 12.2 Command References』
MIB（管理情報ベース）の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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表記法
このマニュアルは、次の表記法を使用しています。

表記

説明

太字

太字は、表示どおりにユーザが入力しなければならないコマンドおよび
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]

角カッコは、省略可能な要素（キーワードまたは引数）を囲みます。

|

縦棒は、キーワードまたは引数の任意または必須の集合のうちの選択肢
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。

[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。

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

フォント

ています。

^

^ 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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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、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、および推奨するエイリアスと一般的なシスコの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。シ
スコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。
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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