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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。
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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/en/US/products/hw/switches/ps4324/tsd_products_support_series_home.html

『Catalyst 4500 Series Switches Installation Guide』（DOC-7814409=）

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_guide_book09186a0080
126d3d.html

『Catalyst 4500 Series Module Installation Guide』（DOC-786444=）

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_module_installation_guide_book091
86a008009c17d.html

『Catalyst 4500 Series Regulatory Compliance and Safety Information』（DOC-7813233=）

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_regulatory_approvals_and_complian
ce09186a00800d7676.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

ソフトウェアのマニュアル

スイッチの各機能とサポートされているモジュールは、インストールされているソフトウェアに

よって大きく異なります。各ソフトウェアのリリースには通常、以下が含まれています。

• リリース ノート
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html

• コンフィギュレーション ガイド 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_gui
des_list.html

• コマンド リファレンス
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html

• システム メッセージ ガイド
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.html

ご使用のソフトウェアのリリースに適したガイドにブックマークを付けてご利用ください。

• MIB（管理情報ベース）について調べる場合は、次の URL にアクセスしてください。

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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.html
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_guide_book09186a0080126d3d.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_module_installation_guide_book09186a008009c17d.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_regulatory_approvals_and_compliance09186a00800d7676.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html
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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。

（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。

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。

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 } 必ずどれか 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 ] どれか 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。

ストリング 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 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、かぎカッコで囲んで

示しています。
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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、テクニカル サポート、セキュリティ ガイドライン、およびおよび推奨す

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/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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