はじめに
対象読者
このマニュアルは、Catalyst 3750 Metro スイッチ（以後、スイッチと表記）を管理するネットワー
ク技術者が対象です。このマニュアルを活用するには、Cisco IOS とスイッチ ソフトウェア機能の
使用経験が必要です。

目的
このマニュアルで説明するのは、Catalyst 3750 Metro スイッチ固有のメッセージだけです。すべて
の Cisco IOS システム エラー メッセージについては、『Cisco IOS Software System Error Messages』
Cisco IOS Release 12.2 を参照してください。
このマニュアルでは、スイッチの設置手順またはスイッチ上でソフトウェア機能を設定する方法に
ついては説明しません。スイッチで使用するために作成または変更されたコマンドの詳細について
も扱いません。ハードウェアの設置については、スイッチに付属しているハードウェア インスト
レーション ガイドを参照してください。ソフトウェアについては、このリリースに対応するソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスを参照してください。
マニュアルの改訂版については、このリリースに対応するリリース ノート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、次の表記法を使用しています。
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。
•

コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

•

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

•

角カッコ（[ ]）の中の要素は、省略可能です。

•

必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、波カッコ（{ }）で囲み、縦棒（|）で区切っ
て示しています。

•

省略可能な要素の中の必須選択肢は、角カッコ内の波カッコおよび縦棒（[{ | }]）で示していま
す。

対話型セッションの例では、次の表記法を使用しています。
•

端末セッションおよびシステム出力は、screen フォントで示しています。

•

ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。

•

パスワードやタブのように、出力されない文字は、かぎカッコ（< >）で囲んで示しています。

（注）には次の表記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。
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関連資料
スイッチの詳細については、次の資料を参照してください。いずれも Cisco.com サイトから入手で
きます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5532/tsd_products_support_series_home.html
Cisco.com サイトで、DOC-xxxxxx= を指定して印刷版のマニュアルを発注できます。
「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」
（p.viii）を参照してください。
• 『Release Notes for the Catalyst 3750 Metro Switch』
（印刷資料なし、Cisco.com で入手可能）
• 『Catalyst 3750 Metro Switch Software Configuration Guide』
（印刷資料なし、Cisco.com で入手可能）
• 『Catalyst 3750 Metro Switch Command Reference』（印刷資料なし、Cisco.com で入手可能）
• 『Catalyst 3750 Metro Switch System Message Guide』
（印刷資料なし、Cisco.com で入手可能）
• 『Catalyst 3750 Metro Switch Hardware Installation Guide』
（印刷資料なし、Cisco.com で入手可能）
• 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Installation Notes』
（印刷資料なし、Cisco.com で入手
可能）
•

互換性マトリクスについては、次の資料を参照してください。いずれも Cisco.com サイトから
入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html
－ 『Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix』
（印刷資料なし、Cisco.com
で入手可能）
－ 『Cisco 100-Megabit Ethernet SFP Modules Compatibility Matrix』
（印刷資料なし、Cisco.com で
入手可能）
－ 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix』
（印刷資料なし、Cisco.com
で入手可能）
－ 『Compatibility Matrix for 1000BASE-T Small Form-Factor Pluggable Modules』
（印刷資料なし、
Cisco.com で入手可能）
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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、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、および推奨手段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。こ
こには、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/

Catalyst 3750 Metro スイッチ システム メッセージ ガイド

viii

OL-9651-03-J

