はじめに
ここでは、『Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS システム メッセージ 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。

対象読者
このマニュアルは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ システム ソフトウェアの使用経験があるインス
トール担当者およびユーザが対象です。このマニュアルのユーザには、このスイッチの設定およびメン
テナンスを担当するネットワーク管理者およびその他の担当者も含まれます。

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

1

システム メッセージの形式

システム エラー メッセージの読み方に
ついて説明します。

2

メッセージおよび回復手順

メッセージおよび対処方法について説明
します。

関連資料
Catalyst 4500 シリーズの追加情報については、次のマニュアルを参照してください。
• Catalyst 4500 Series Switch Documentation Home

http://www.cisco.com/go/cat4500/docs
• Catalyst 4900 Series Switch Documentation Home

http://www.cisco.com/go/cat4900/docs
• Cisco ME 4900 Series Ethernet Switches Documentation Home

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/tsd_products_support_series_home.html
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ハードウェア マニュアル
仕様や安全性に関する情報を含むインストール ガイドや資料については、次の URL にアクセスしてく
ださい。

• 『Catalyst 4500 Series Switches Installation Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/installation/guide/78-14409
-08/4500inst.html
• 『Catalyst 4500 E-series Switches Installation Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/catalyst4500e/installation/g
uide/Eseries.html
• 各種スイッチング モジュールおよびスーパーバイザの詳細については、『Catalyst 4500 Series
Module Installation 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/lan/catalyst4500/hardware/module/guide/mod_inst.html
• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 4500 Series Switches』

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regulatory/compliance/78_1
3233.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
• Catalyst 4900 および 4900M ハードウェアのインストールについては、次の URL にアクセスして
ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_installation_guides_list.html
• Cisco ME 4900 シリーズのイーサネット スイッチについては、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/prod_installation_guides_list.html

ソフトウェアのマニュアル
ソフトウェアのリリース ノート、コンフィギュレーション ガイド、コマンド リファレンス、およびシ
ステム メッセージ ガイドについては、次の URL にアクセスしてください。

• Catalyst 4500 のリリース ノートは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html
• Catalyst 4900 のリリース ノートは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_release_notes_list.html
• Cisco ME 4900 シリーズのイーサネット スイッチのリリース ノートは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_11511.html
Catalyst 4500 Classic、Catalyst 4500 E シリーズ、Catalyst 4900、および
Cisco ME 4900 シリーズのイーサネット スイッチのソフトウェア マニュアルについては、次の URL に
アクセスしてください。

• 『Catalyst 4500 Series Software Configuration Guide 』

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_
guides_list.html
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• 『Catalyst 4500 Series Software Command Reference』

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html
• 『Catalyst 4500 Series Software System Message Guide』

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

Cisco IOS マニュアル
プラットフォームに依存しない Cisco IOS のマニュアルは、Catalyst 4500 および 4900 スイッチにも役
立ちます。これらのマニュアルについては、次の URL にアクセスしてください。

• Cisco IOS コンフィギュレーション ガイド、リリース 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list
.html
• Cisco IOS コマンド リファレンス、リリース 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/prod_command_reference_list.html
コマンド検索ツールも使用できます。

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
• Cisco IOS システム メッセージ、バージョン 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_system_message_guides_list.html
エラー メッセージ デコーダ ツールも使用できます。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
• 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

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}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須のコマン
ド 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。

[x | y | z]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なコマンド 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。

string

引用符を付けない一組の文字。コマンド 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 string と見なされます。
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表記法

説明

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 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-D

この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、山カッコ（< >）
で囲んで示しています。

（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。

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、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
『What's New in Cisco Product Documentation』は 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してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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