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■ はじめに 

本資料は、IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル（Copyright (c) 2005,2009, NEC Corporation. All rights 

reserved.)の訂正内容について説明するものです。本装置のマニュアルを読む場合は、この資料もあわせて

お読み下さい。本資料の対象となるマニュアル一覧を以下に示します。 
 

項番 マニュアル名称 マニュアル番号 発行 

１ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

コンフィグレーションガイド Vol.1(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S001-A0 2009 年 4 月 

２ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

コンフィグレーションガイド Vol.2(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S002-A0 2009 年 4 月 

３ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

コンフィグレーションガイド Vol.3(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S003-A0 2009 年 4 月 

４ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1(Ver. 

11.1 対応版) 

IP88S36-S004-A0 2009 年 4 月 

５ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2(Ver. 

11.1 対応版) 

IP88S36-S005-A0 2009 年 4 月 

６ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

運用コマンドレファレンス Vol.1(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S006-A0 2009 年 4 月 

７ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

運用コマンドレファレンス Vol.2(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S007-A0 2009 年 4 月 

８ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

メッセージ・ログレファレンス(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S008-A0 2009 年 4 月 

９ IP8800/S3600 ソフトウェアマニュアル 

MIB レファレンス(Ver. 11.1 対応版) 

IP88S36-S009-A0 2009 年 4 月 

 
 
■ 商標一覧 
・Cisco は，米国 Cisco Systems, Inc. の米国および他の国々における登録商標です。 
・Ethernet は，米国 Xerox Corp.の商品名称です。 
・IPX は，Novell,Inc.の商標です。 
・Microsoft は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 
・GSRP はアラクサラネットワークス株式会社の登録商標です。 
・UNIX は，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標

です。 
・Windows は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。 
・イーサネットは，富士ゼロックス（株）の商品名称です。 
・そのほかの記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 
 
 
■ご注意 
  このマニュアル訂正資料は，改良のため，予告なく変更する場合があります。 
 
 
■発行 
  2013 年 3 月 15 日発行(1.1 版) 
 
 
■著作権 
  Copyright (c) 2005-2013 NEC Corporation. All rights reserved. 
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1. コンフィグレーションガイド Vol.1（Ver. 11.1 対応版）
（IP88S36-S001-A0）の訂正内容 

 

2.装置構成 
 

(1) 2.2.1 ハードウェアの構成【追加】 
 

「(5) PS-A02/PS-D02」を(4)PS-A01/PS-D01 と(5)FAN の間に追加します。[Ver.10.5.B] 
 

【追加】 

 (5) PS-A02/PS-D02 

36N-48TW では、PS-A02 もしくは PS-D02 を２台搭載します。PS-A02/PS-D02 は外部供給電源から

本装置内で使用する直流電源を生成します。PS-A02/PS-D02 は冗長構成時に装置を停止することなく

交換できます。 
 
 

「図 2-11-1 36N-48TW の構成」を図 2-11 の後に追加します。[Ver.10.5.B] 
 

【追加】 
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2. コンフィグレーションガイド Vol.2（Ver. 11.1 対応版）
（IP88S36-S002-A0）の訂正内容 

 

4.送信制御 
 

(1) 4.1 自装置発パケット優先度変更解説【追加】 
 

「4.1 自装置発パケット優先度変更解説」を追加します。（以降の節番号は、ずれます。）

[Ver.10.6.A] 
 

【追加】 

4.1  自装置発パケット優先度変更解説 

4.1.1  自装置発パケット優先度変更の概要 
自装置発パケット優先度変更は，本装置が自発的に送信するフレームの優先度を変更しフレームの

キュー番号を決定する機能です。この節で説明する自装置発パケット優先度変更の位置づけを次の

図に示します。 

図 4-1  自装置発パケット優先度変更の位置づけ 
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4.1.2  自装置発パケット優先度変更 
自装置発パケット優先度の変更はコンフィグレーションコマンド spontaneous-packet priority で指

定します。自装置発パケット優先度変更とフロー制御を組み合わせることによって，フロー制御で

指定した中継フレームのパケット優先度を本装置が自発的に送信するフレームより上げ送信するこ

とで，フロー制御で指定した中継フレームの遅延を低減させることができます。なお，指定したパ

ケット優先度は本装置のすべてのイーサネットインタフェースに対して有効になります。 
自装置発パケット優先度変更を指定しない場合，または情報を削除した場合は，自発的に送信する

フレームのパケット優先度は 8 で動作します。 
自発的に送信するフレームのパケット優先度を次の表に示します。 

表 4-1  制御可能な自発フレーム種別とパケット優先度の関係 

自発フレーム種別 レイヤ パケット優先度 
  コンフィグレーション

未指定時 
コンフィグレーション

指定時 
BPDU レイヤ 2 8 コンフィグレーション 
LACP   で指定したパケット 
GSRP   優先度 
802.3ah/UDLD    
EAPOL    
LLDP    
OADP    
Ring Protocol    
OSPF/OSPFv3 レイヤ 3   
VRRP/VRRPv6    
ARP/NDP    
PIM    
RIP/RIPng    
BGP/BGP4+    
DHCP/DHCPv6    
IGMP/MLD    
その他レイヤ 3 
自発パケット 

   

 

4.1.3  自装置発パケット優先度変更使用時の注意事項 

(1) 自装置発パケット優先度変更 
自装置発パケットの優先度変更で制御可能なフレームは，プロトコル制御フレームが多数対象にな

ります。したがって，「本装置が自発的に送信するフレームのパケット優先度を下げる」動作を指定

すると，本装置発のプロトコル制御フレームを送信できなくなることがあります。 
このような現象が発生した場合は，「本装置が自発的に送信するフレームのパケット優先度を上げ

る」動作を実施してください。 
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(2) 4.2 自装置発パケット優先度変更のコンフィグレーション【追加】 

 
「4.2 自装置発パケット優先度変更のコンフィグレーション」を追加します。（以降の節

番号は、ずれます。）[Ver.10.6.A] 
 

【追加】 

4.2  自装置発パケット優先度変更のコンフィグレーション 

4.2.1  自装置発パケット優先度変更の設定 

本装置が自発的に送信するフレームのパケット優先度を設定します。 

［設定のポイント］ 
自装置発パケット優先度変更は，本装置の基本的な動作条件を設定するものであるため，必ず

実運用を開始する最初の段階で設定して下さい。 

［コマンドによる設定］ 
1. (config)#spontaneous-packet priority layer-2 6 layer-3 5 

本装置が自発的に送信するレイヤ 2 フレームのパケット優先度を 6，レイヤ 3 フレームの

パケット優先度を 5 に設定します。 
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(3) 4.3 自装置発パケット優先度変更のオペレーション【追加】 

 
「4.3 自装置発パケット優先度変更のオペレーション」を追加します。（以降の節番号は、

ずれます。）[Ver.10.6.A] 
 

【追加】 

4.3  自装置発パケット優先度変更のオペレーション 

show qos queueing コマンドによって，自装置発パケット優先度変更の内容を確認します。 

4.3.1  自装置発パケット優先度変更の確認 
自装置発パケット優先度変更の確認方法を次の図に示します。 

図 4-2  自装置発パケット優先度変更の確認 

> show qos queueing 0/1 

 

Date 2008/01/01 13:00:00 UTC 

NIF0/Port1 (outbound) 

 Max_Queue=8, Rate_limit=100Mbit/s, Burst_size=32kbyte, Qmode=pq/tail_drop 

  Queue1: Qlen=  0, Limit_Qlen= 64 

  Queue2: Qlen=  0, Limit_Qlen= 64 

  Queue3: Qlen=  0, Limit_Qlen= 64 

  Queue4: Qlen=  0, Limit_Qlen= 64 

  Queue5: Qlen=  1, Limit_Qlen= 64                             … 1 

  Queue6: Qlen=  1, Limit_Qlen= 64                             … 2 

  Queue7: Qlen=  0, Limit_Qlen= 64 

  Queue8: Qlen=  0, Limit_Qlen= 64 

   discard packets 

    HOL1=       0, HOL2=       0, Tail_drop=         0 

 

1.  Queue5 の Qlen の値がカウントされていることを確認します。 

2.  Queue6 の Qlen の値がカウントされていることを確認します。 
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3. コンフィグレーションガイド Vol.3（Ver. 11.1 対応版）
（IP88S36-S003-A0）の訂正内容 

 
訂正する内容はありません。 
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4. コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1（Ver. 
11.1 対応版）（IP88S36-S004-A0）の訂正内容 

 

18.QoS 
 

(1) spontaneous-packet priority【追加】 
 

「spontaneous-packet priority」を追加します。[Ver.10.6.A] 
 

【追加】 

spontaneous-packet priority 
 

本装置が自発的に送信するフレームのパケット優先度を設定します。 
本コマンドは，本装置が自発的に送信するフレームのパケット優先度を変更します。 
本コマンドは，本装置の基本的な動作条件を設定するものであるため，必ず実運用を開始する最初の

段階で設定して下さい。運用中の変更はお勧めしません。 
このコマンドを設定しない，または情報を削除したときは，自発的に送信するフレームのパケット優

先度は 8 で動作します。 
 

［入力形式］ 

情報の設定・変更 
spontaneous-packect priority {layer-2 <Class> | layer-3 <Class> | layer-2 <Class> layer-3 
<Class>} 

情報の削除 
no spontaneous-packet priority 

 
［入力モード］ 

(config) 
 

［パラメータ］ 

{layer-2 <Class> | layer-3 <Class> | layer-2 <Class> layer-3 <Class>} 

本装置が自発的に送信するレイヤ 2，レイヤ 3 フレームのパケット優先度を指定します。 
1. 本パラメータ省略時の初期値 

省略できません。 
2. 値の設定範囲 

1～8(10 進数)を指定します。 
 

［コマンド省略時の動作］ 
本装置が自発的に送信するフレームのパケット優先度は 8 で動作します。 

 

［通信への影響］ 
すべてのイーサネット回線が再初期化され，VLAN を構成しているポートで一時的にデータ送受信不

可となります。 
優先度を変更した場合は，パケットが廃棄されることがあります。パケット廃棄が発生した場合は、

デフォルトの優先度にして下さい。 
 

［設定値の反映契機］ 
設定値を変更した場合は，コンフィグレーションを保存したあとで本装置を再起動して下さい。再起
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動しない場合は設定値が運用に反映されません。 
 

［注意事項］ 
1. 本設定を有効にするためには，コンフィグレーションを保存したあと，装置の再起動が必要です。 
2. 本コマンドでは，補完機能，ヘルプ機能が動作しません。 
3. 本コマンドでは，入力エラー位置指摘機能が正しく動作しません。 
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5. コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2（Ver. 
11.1 対応版）（IP88S36-S005-A0）の訂正内容 

 
訂正する内容はありません。 
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6. 運用コマンドレファレンス Vol.1（Ver. 11.1 対応版）
（IP88S36-S006-A0）の訂正内容 

 

8.ソフトウェアバージョンと装置状態の確認 
 

(1) show version【訂正】 
 

「表8-1 show versionコマンド表示内容一覧」を訂正します。[Ver.10.5.A] [Ver.10.5.B] 

[Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正内容】 

表 8-1  show version コマンド表示内容一覧 
表示項目 表示書式 意味 

Model ： ： 
S/W※1 ： ： 
H/W※2   
Main board   
 ： ： 

 

AX-3640-4
8T2XW-L 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48T2XW（L3 スイッチ） 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T×48） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4TW-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4T2XW-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24T2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4SW-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24SW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

追加 
[10.6.A] 
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表示項目 表示書式 意味 

 

AX-3640-2
4SWE-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24SW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4S2XW-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24S2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4S2XWE-
C [ssss ‥

‥ssss] 

IP8800/S3640-24S2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8TW-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T 固定×

44+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8TWE-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T 固定×

44+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8T2XW-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48T2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T×48） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8T2XWE-
C [ssss ‥

‥ssss] 

IP8800/S3640-48T2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T×48） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[11.1] 

追加 
[11.1] 

追加 
[11.1] 

追加 
[11.1] 
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表示項目 表示書式 意味 

 

AX-3640-2
4TW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4T2XW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24T2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4SW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24SW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4SWE-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24SW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4S2XW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-24S2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-2
4S2XWE-
N [ssss ‥
‥ssss] 

IP8800/S3640-24S2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8TW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T 固定×

44+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[11.1] 

追加 
[11.1] 
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表示項目 表示書式 意味 

 

AX-3640-4
8TWE-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T 固定×

44+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8T2XW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3640-48T2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T×48） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 

AX-3640-4
8T2XWE-
N [ssss ‥
‥ssss] 

IP8800/S3640-48T2XW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T×48） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 AX-3630-2
4T-A [ssss
‥‥ssss] 

IP8800/S3630-24T（L3 スイッチ） 
· AC モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· L3 アドバンスドソフトウェア 

 ： ： 
 AX-3630-2

4S2XW-L[
ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3630-24S2XW（L3 スイッチ） 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×24（1000BASE-X（SFP）固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 10 ギガビットイーサネット×2（10GBASE-R（XFP）×2） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 AX-3630-2
4T-C [ssss
‥‥ssss] 

IP8800/S3630-24T（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(0℃～50℃) 
· AC モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· L3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

 AX-3630-2
4TE-C 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3630-24T（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(0℃～50℃) 
· AC モデル 
· ギガビットイーサネット×24（10/100/1000BASE-T 固定×

20+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· L3 アドバンスドソフトウェア（SSH あり） 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[10.5.A] 

追加 
[10.8] 

追加 
[11.1] 

追加 
[11.1] 
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表示項目 表示書式 意味 
 AX-3630-4

8TW-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3630-48TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T 固定×

44+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

 AX-3630-4
8TWE-N 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

IP8800/S3630-48TW（L3 スイッチ） 
· 動作保障温度範囲拡張(-10℃～50℃)※3 
· 電源冗長モデル 
· ギガビットイーサネット×48（10/100/1000BASE-T 固定×

44+10/100/1000BASE-T と 1000BASE-X（SFP）の選択×4） 
· 内蔵電源用スロット×2 
· Ｌ3 ライトソフトウェア（SSH あり） 

Module slot   
PS-M AX-F2430

-PSA01 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

電源冗長モデル用 AC 電源 
AC 100/200V 用 

 AX-F2430
-PSD01 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

電源冗長モデル用 DC 電源 
DC-48V 用 

 AX-F2430
-PSA02 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

電源冗長モデル用 AC 電源(温度範囲拡張対応) 
AC 100/200V 用 

 AX-F2430
-PSD02 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

電源冗長モデル用 DC 電源(温度範囲拡張対応) 
DC-48V 用 

FAN-M AX-F2430
-FAN0A1 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

電源冗長モデル用ファンユニット 
電源を 1 個だけ搭載の場合，搭載必須 

 AX-F2430
-FAN02 
[ssss ‥ ‥

ssss] 

電源冗長モデル用ファンユニット(温度範囲拡張対応) 
電源を 1 個だけ搭載の場合，搭載必須 

注※1 表示項目「S／W」の v は，ソフトウェアのバージョンを示します。 
注※2 表示項目「H／W」の ssss‥‥ssss は，装置のシリアル情報を示します。 
注※3 動作温度が-10℃～50℃を保障するのは、以下の条件を満たす場合のみです。条件を満

たさない場合の動作保障温度範囲は、0℃～40℃となります。 
・2 つの電源機構スロットに PS-A02、PS-D02、FAN-02 の組み合わせで実装している

場合。 

追加 
[10.5.B] 
[10.6.A] 

追加 
[10.5.B] 

追加 
[10.5.B] 

追加 
[10.6.A] 

追加 
[11.1] 
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(2) show system【訂正】 

 
「表 8-3 show system コマンド表示内容（1/3）」を訂正します。[Ver.10.5.A] [Ver.10.8] 

 
【訂正内容】 

表 8-3  show system コマンド表示内容（1/3） 
表示項目 表示内容 表示詳細情報 

System 装置モデル 装置モデル 
 ソフトウェア情報 ソフトウェア種別，バージョン 
Node ノード情報 － 
Name システム名称 ユーザが設定する識別名称 
Contact 連絡先 ユーザが設定する連絡先 
Locate 設置場所 ユーザが設定する設置場所 
Elapsed time 経過時間 装置起動後からの経過時間 
Machine ID 筐体 MAC アドレス － 
Power redundancy-mode 電源運用モード check is executed：電源が冗長構成かチェック

します。 
check is not executed：電源が冗長構成かチェ

ックしません。 
Fan ファン動作状態 active：稼働中 

fault：Fan 故障発生中 
 ファン回転スピード normal：通常回転 

high：高速回転 
stop：停止状態 

PS 入力電源の実装状態 active：正常供給 
fault：供給なし/電圧異常 

EPU 外部入力電源の実装状態 active：正常供給 
fault：供給なし/電圧異常 
notconnect：未実装 

Main board Main board 情報 － 
 Main board の動作状態 active：稼働中 

fault：障害中 
initialize：初期化中 

Boot CPU の起動時刻 CPU の起動時刻 
 CPU の起動要因 power on：電源スイッチ ON による起動 

operation reboot：リブートコマンド 
fatal：再起動（障害発生） 
default restart：デフォルトリスタートによる

再起動 
hardware reset：リセットスイッチによる再起

動 
Fatal restart 障害による再起動回数 CPU：障害による装置の再起動回数 

SW：障害によるスイッチングプロセッサの再

起動回数 
注 スイッチングプロセッサの再起動回数は

装置の再起動により初期化されます。 
Lamp LED 表示 light off：消灯 

green blink：緑点滅 
green：緑点灯 
red blink：赤点滅 
red：赤点灯 
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表示項目 表示内容 表示詳細情報 
Board CPU の情報 CPU の種別，クロック 
 Main board の実装メモリサイズ Main board の実装メモリサイズ 
Temperature 入気温度情報 [装置が 36C-24T 及び 36C-24TE 以外の場合] 

normal：正常（0℃～40℃） 
caution：注意（～0℃，40℃～49℃） 
注 温度センサーが 50℃を超えるとソフト

ウェアが停止します。 
[装置が 36C-24T 及び 36C-24TE の場合] 

normal：正常（0℃～50℃） 
caution：注意（～0℃，50℃～59℃） 
注 温度センサーが 60℃を超えるとソフト

ウェアが停止します。 
Flash 使用容量※1※2 内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム

使用容量 
user area：ユーザ領域の使用容量 
config area：コンフィグレーション領域の使用

容量 
dump area：ダンプ領域の使用容量 
area total：ユーザ領域，コンフィグレーショ

ン領域，ダンプ領域の各使用容量の合計値 
 未使用容量※1※2 内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム

未使用容量 
user area：ユーザ領域の未使用容量 
config area：コンフィグレーション領域の未使

用容量 
dump area：ダンプ領域の未使用容量 
area total：ユーザ領域，コンフィグレーショ

ン領域，ダンプ領域の各未使用容量の合計値 
 合計容量※1※2 内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム

使用容量と未使用容量の合計容量 
user area：ユーザ領域の使用容量と未使用容

量の合計容量 
config area：コンフィグレーション領域の使用

容量と未使用容量の合計容量 
dump area：ダンプ領域の使用容量と未使用容

量の合計容量 
area total：内蔵フラッシュメモリのファイル

システム使用容量と未使用容量の合計容量 
MC MC の状態 enabled：MC アクセス可能 

notconnect：MC 未実装 
write protect：MC 書き込み禁止状態 

 種別※1※2 Manufacture ID：MC の製造社番号 
 使用容量※1※2 MC 上のファイルシステム使用容量 
 未使用容量※1※2 MC 上のファイルシステム未使用容量 
 合計容量※1※2 MC上のファイルシステム使用容量と未使用容

量の合計容量 
 

変更 
[10.5.A] 
[10.8] 
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「表8-4 show systemコマンド表示内容（2/3）」を訂正します。[Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] 

[Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正内容】 

表 8-4  show system コマンド表示内容（2/3）－電源冗長モデルの場合 
表示項目 表示内容 表示詳細情報 

System 装置モデル 装置モデル 
 ソフトウェア情報 ソフトウェア種別，バージョン 
Node ノード情報 － 
Name システム名称 ユーザが設定する識別名称 
Contact 連絡先 ユーザが設定する連絡先 
Locate 設置場所 ユーザが設定する設置場所 
Elapsed time 経過時間 装置起動後からの経過時間 
Machine ID 筐体 MAC アドレス － 
Power redundancy-mode 電源運用モード check is executed：電源が冗長構成かチェック

します。 
check is not executed：電源が冗長構成かチェ

ックしません。 
Module slot 内蔵電源冗長モジュール － 
 内蔵電源冗長モジュールの実装

状態 
active：正常供給 
fault：障害中 
notconnect：未実装 

 内蔵電源冗長モジュール種別※4 PS-M(AC)：電源モジュール AC 電源 
PS-M(DC)：電源モジュール DC 電源 
FAN-M：Fan モジュール 

Fan※4   
Fan ファン動作状態※5 稼働状態となっているファン番号 
Speed ファン回転スピード normal：通常回転 

high：高速回転 
stop：停止状態 

PS※4 入力電源の実装状態 active：正常供給 
fault：供給なし/電圧異常 
not power supply module：PS-M ではありませ

ん 
Lamp※4   
Power LED 電源状態表示 LED light off：消灯 

green：緑点灯 
ALM1 LED 電源内部状態表示 LED 

注 実装している内蔵電源冗長

モジュールが電源モジュールの

場合だけ表示されます。 

light off：消灯 
red：赤点灯 

ALM2 LED 電源内蔵 FAN 状態表示 LED 
注 実装している内蔵電源冗長

モジュールが電源モジュールの

場合だけ表示されます。 

light off：消灯 
red：赤点灯 

ALM LED FAN 状態表示 LED 
注 実装している内蔵電源冗長

モジュールが Fan モジュールの

場合だけ表示されます。 

light off：消灯 
red：赤点灯 

Main board Main board 情報 － 
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表示項目 表示内容 表示詳細情報 
 Main board の動作状態 active：稼働中 

fault：障害中 
initialize：初期化中 

Boot CPU の起動時刻 CPU の起動時刻 
 CPU の起動要因 power on：電源スイッチ ON による起動 

operation reboot：リブートコマンド 
fatal：再起動（障害発生） 
default restart：デフォルトリスタートによる

再起動 
hardware reset：リセットスイッチによる再起

動 
Fatal restart 障害による再起動回数 CPU：障害による装置の再起動回数 

SW：障害によるスイッチングプロセッサの再

起動回数 
注 スイッチングプロセッサの再起動回数は装

置の再起動により初期化されます。 
Lamp LED 表示 light off：消灯 

green blink：緑点滅 
green：緑点灯 
red blink：赤点滅 
red：赤点灯 

Board CPU の情報 CPU の種別，クロック 
 Main boardの実装メモリサイズ Main board の実装メモリサイズ 
Temperature 入気温度情報 [温度拡張モデル(※6)以外の場合] 

normal：正常（0℃～40℃） 
caution：注意（～0℃，40℃～49℃） 
注 温度センサーが 50℃を超えるとソフト

ウェアが停止します。 
[温度拡張モデル(※6)の場合] 

normal：正常（-10℃～50℃） 
caution：注意（～-10℃，50℃～59℃） 
注 1 温度センサーが 60℃を超えるとソフト

ウェアが停止します。 
注 2 実装している電源モジュールが温度範

囲拡張に対応していない場合は、温度拡

張モデル(※6)以外の場合と同一となりま

す。 
Flash 使用容量※1※2 内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使

用容量 
user area：ユーザ領域の使用容量 
config area：コンフィグレーション領域の使用

容量 
dump area：ダンプ領域の使用容量 
area total：ユーザ領域，コンフィグレーション

領域，ダンプ領域の各使用容量の合計値 

変更 
[10.5.B]
[10.6.A] 
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表示項目 表示内容 表示詳細情報 
 未使用容量※1※2 内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム未

使用容量 
user area：ユーザ領域の未使用容量 
config area：コンフィグレーション領域の未使

用容量 
dump area：ダンプ領域の未使用容量 
area total：ユーザ領域，コンフィグレーション

領域，ダンプ領域の各未使用容量の合計値 
 合計容量※1※2※3 内蔵フラッシュメモリ上のファイルシステム使

用容量と未使用容量の合計容量 
user area：ユーザ領域の使用容量と未使用容量

の合計容量 
config area：コンフィグレーション領域の使用

容量と未使用容量の合計容量 
dump area：ダンプ領域の使用容量と未使用容

量の合計容量 
area total：内蔵フラッシュメモリのファイルシ

ステム使用容量と未使用容量の合計容量 
MC MC の状態 enabled：MC アクセス可能 

notconnect：MC 未実装 
write protect：MC 書き込み禁止状態 

 種別※1※2 Manufacture ID：MC の製造社番号 
 使用容量※1※2 MC 上のファイルシステム使用容量 
 未使用容量※1※2 MC 上のファイルシステム未使用容量 
 合計容量※1※2 MC 上のファイルシステム使用容量と未使用容

量の合計容量 
 
注※１ MC の状態が enabled，write protect のときに表示します。 
注※２ 内蔵フラッシュメモリまたは MC 上のファイルシステムの使用容量と未使用容量を示します。また，使

用容量が全容量の 95％を超過した場合に，未使用容量がマイナス表示となることがあります。未使用容

量がマイナス表示となる場合，ユーザファイルを削除して，未使用容量を確保してください。 
注※３ 同一型名の装置でも，内蔵フラッシュメモリの使用容量が異なる場合があります。 
注※４ 内蔵電源冗長モジュールの実装状態が，active または fault の場合に表示します。 
注※５ 電源冗長モデルの場合，FANx(y)のフォーマットでファンの位置情報を記載しています。x の値はファ

ンユニット番号を，y の値はファン番号を示します。このとき，運用ログや筐体に明記されている名称

との対応は次の表のようになります。また，筐体位置で示される右面，左面は装置背面から見た場合の

位置関係を表します。 
注※６ 温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 

・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

 

追加 
[10.6.A] 
変更 

[10.8] 
[11.1] 
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(3) show environment【訂正】 

 
「表 8-11 show environment コマンドの表示内容」を訂正します。[Ver.10.5.A] 

[Ver.10.8] 
 

【訂正内容】 

表 8-11  show environment コマンドの表示内容 
表示項目 表示内容 表示詳細情報 

Fan environment ファン情報 － 
Fan ファン動作状態 active：稼働中 

fault：Fan 障害発生中 
 ファン回転スピード normal：通常回転 

high：高速回転 
stop：停止状態 

Power environment 電源情報 － 
PS 
EPU 

入力電源の実装状態 active：正常供給 
fault：供給なし/電圧異常 
notconnect：未実装 

Temperature environment 入気温度情報 － 
Warning level※1 運用環境レベル normal：正常 

caution：注意（高温または低温） 
Accumulated running time 累計稼働時間※2 total：装置の通電を開始してからの累計稼働

時間 
critical：摂氏 40℃以上の環境下での稼働時間

(注:装置が 36C-24T 及び 36C-24TE の場合で

も 40℃以上の稼動時間を示します) 
 
 

「表 8-12 電源冗長モデルの show environment コマンド表示内容」を訂正します。

[Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] 
 

【訂正内容】 

表 8-12  電源冗長モデルの show environment コマンド表示内容 
表示項目 表示内容 表示詳細情報 

Module slot 内蔵電源冗長モジュール種

別 
PS-M(AC)：電源モジュール AC 電源 
PS-M(DC)：電源モジュール DC 電源 
FAN-M：Fan モジュール 
notconnect：未実装 

Fan environment   
Module slot 内蔵電源冗長モジュール番

号 
－ 

Fan※3 ファン動作状態 active：稼働中 
fault：Fan 障害発生中 
notconnect：未実装 

Speed ファン回転スピード normal：通常回転 
high：高速回転 
stop：停止状態 

Power environment   

変更 
[10.5.A]
[10.8] 
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表示項目 表示内容 表示詳細情報 
Module slot 入力電源の実装状態 active：正常供給 

fault：供給なし/電圧異常 
notconnect：未実装 
not power supply module：電源モジュールで

はありません 
PS 
EPU 

入力電源の実装状態 active：正常供給 
fault：供給なし/電圧異常 
notconnect：未実装 

Temperature environment※1 温度情報 － 
Main 入気温度情報 装置の温度情報を表示 
Warning level※1 運用環境レベル normal：正常 

caution：注意（高温または低温） 
Accumulated running time 累計稼働時間※2※3 total：装置の通電を開始してからの累計稼働

時間 
critical：摂氏 40℃以上の環境下での稼働時間

(注:温度拡張モデル(※4)の場合でも 40℃以上の

稼動時間を示します) 
 
 
 

「[表示説明]の注 1」を訂正します。[Ver.10.5.A] [Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] 

[Ver.10.8] 
 

【訂正前】 

注※1 入気温度の変移により Warning level を表示します。 

温度センサーが 50℃を超えるとソフトウェアが停止します。 

図 8-6  運用環境レベルと温度値 

             3℃          40℃           50℃ 
    caution       normal        caution        fault 
                                                            温度上昇時 
 
                                                            温度下降時 
    caution     normal       caution 
           0℃          37℃ 

 
 

【訂正後】 

注※1 入気温度の変移により Warning level を表示します。 

装置が 36C-24T 及び 36C-24TE の場合、温度センサーが 60℃を超えるとソフトウェアが

停止します。 

装置が 36C-24T 及び 36C-24TE を除く温度拡張モデル(※4)で、実装している電源モジュー

ルが温度範囲拡張に対応している場合、温度センサーが 60℃を超えるとソフトウェアが停

止します。 

上記以外の場合、温度センサーが 50℃を超えるとソフトウェアが停止します。 

変更 
[10.5.B] 
[10.6.A] 
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図 8-6  運用環境レベルと温度値 

[装置が 36C-24T 及び 36C-24TE の場合] 

             3℃          50℃           60℃ 
    caution       normal        caution        fault 
                                                            温度上昇時 
 
                                                            温度下降時 
    caution     normal       caution 
           0℃          47℃ 

  

[装置が 36C-24T 及び 36C-24TE を除く温度拡張モデル(※4)で、実装している電源モジュールが

温度範囲拡張に対応している場合] 

            -7℃          50℃           60℃ 
    caution       normal        caution        fault 
                                                            温度上昇時 
 
                                                            温度下降時 
    caution     normal       caution 
         -10℃          47℃ 

  

[装置が上記以外の場合] 
             3℃          40℃           50℃ 
    caution       normal        caution        fault 
                                                            温度上昇時 
 
                                                            温度下降時 
    caution     normal       caution 
           0℃          37℃ 

 
 

「[表示説明]の注 4」を追加します。[Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【追加】 
注※4  温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 
・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

変更 
[10.8] 
[11.1] 
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7. 運用コマンドレファレンス Vol.2（Ver. 11.1 対応版）
（IP88S36-S007-A0）の訂正内容 

 
訂正する内容はありません。 
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8. メッセージ･ログレファレンス（Ver. 11.1 対応版）
（IP88S36-S008-A0）の訂正内容 

 

3.装置関連の障害およびイベント情報 
 

(1) 3.6.2 イベント発生部位＝EQUIPMENT【訂正】 
 

「表 3-14 イベント発生部位=EQUIPMENT の装置関連の障害およびイベント情報の項番 5」

を訂正します。[Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正前】 

5 E7 EQUIPM
ENT 

00020102 2101 Hardware exceeded tolerance level of low 
temperature(0 degree). Check room temperature. 

ハードウェアの温度が許容温度範囲の最低値（0℃）を下回りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
なし。 
[対応] 
1. 装置周辺の環境（室温など）を確認し，改善してください。 
2. ファンを確認し，障害があれば g 装置を交換してください。 

 
 

【訂正後】 

5 E7 EQUIPM
ENT 

00020102 2101 Hardware exceeded tolerance level of low 
temperature(<temp> degree). Check room 
temperature. 

ハードウェアの温度が許容温度範囲の最低値を下回りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
<temp> 許容温度の最低値(装置が 36C-24T 及び 36C-24TE を除く温度拡張モデル（*1）の場合は-10 また

は 0、それ以外の場合は 0) 
(*1) 温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 

・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

 [対応] 
1. 装置周辺の環境（室温など）を確認し，改善してください。 
2. ファンを確認し，障害があれば装置を交換してください。 
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「表 3-14 イベント発生部位=EQUIPMENT の装置関連の障害およびイベント情報の項番 6」

を訂正します。[Ver.10.5.A] [Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正前】 

6 E7 EQUIPM
ENT 

00020103 2101 Hardware exceeded tolerance level of high 
temperature (40 degree). Check that room 
temperature and the fan is operating normally. 

ハードウェアの温度が許容温度範囲の最高値（40℃）を上回りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
なし。 
[対応] 
1. 装置周辺の環境（通風，熱源の有無など）を確認し，改善してください。 
2. ファンを確認し，障害があれば装置を交換してください。 

 
 

【訂正後】 

6 E7 EQUIPM
ENT 

00020103 2101 Hardware exceeded tolerance level of high 
temperature (<temp> degree). Check that room 
temperature and the fan is operating normally. 

ハードウェアの温度が許容温度範囲の最高値を上回りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
<temp> 許容温度の最高値(装置が 36C-24T 及び 36C-24TE の場合は 50、装置が 36C-24T 及び 36C-24TE
を除く温度拡張モデル（*1）の場合は 40 または 50、それ以外の場合は 40) 
(*1) 温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 

・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

 [対応] 
1. 装置周辺の環境（通風，熱源の有無など）を確認し，改善してください。 
2. ファンを確認し，障害があれば装置を交換してください。 
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「表 3-14 イベント発生部位=EQUIPMENT の装置関連の障害およびイベント情報の項番

10」を訂正します。[Ver.10.5.A] [Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正前】 

10 E9 EQUIPM
ENT 

00020105 2101 Hardware is becoming high temperature which 
give damage to this system. (<temp> degree). 

ハードウェアの温度は，装置の運用に致命的な障害を与える温度値（50℃以上）に達しました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
<temp> 検出した温度値 
[対応] 
1. 装置周辺の環境（通風，熱源の有無など）を確認し，改善してください。 
2. ファンを確認し，障害があれば装置を交換してください。 

 
 

【訂正後】 

10 E9 EQUIPM
ENT 

00020105 2101 Hardware is becoming high temperature which 
give damage to this system. (<temp> degree). 

ハードウェアの温度は，装置の運用に致命的な障害を与える温度値に達しました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
<temp> 検出した温度値(装置が36C-24T及び36C-24TEの場合は60以上、装置が36C-24T及び36C-24TE
を除く温度拡張モデル（*1）の場合は 50 以上または 60 以上、それ以外の場合は 50 以上) 
(*1)温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 

・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

 [対応] 
1. 装置周辺の環境（通風，熱源の有無など）を確認し，改善してください。 
2. ファンを確認し，障害があれば装置を交換してください。 
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「表 3-14 イベント発生部位=EQUIPMENT の装置関連の障害およびイベント情報の項番

11」を訂正します。[Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正前】 

11 R7 EQUIPM
ENT 

00020102 2101 The temperature of hardware returned to normal 
level (3 degree). 

ハードウェアの温度が正常温度（3℃）に戻りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
なし。 
[対応] 
なし。 

 
 

【訂正後】 

11 R7 EQUIPM
ENT 

00020102 2101 The temperature of hardware returned to normal 
level (<temp> degree). 

ハードウェアの温度が正常温度に戻りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
<temp> 正常温度への回復値(装置が 36C-24T 及び 36C-24TE を除く温度拡張モデル（*1）の場合は-7 ま

たは 3、それ以外の場合は 3) 
(*1)温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 

・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

 [対応] 
なし。 
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「表 3-14 イベント発生部位=EQUIPMENT の装置関連の障害およびイベント情報の項番

12」を訂正します。[Ver.10.5.A] [Ver.10.5.B] [Ver.10.6.A] [Ver.10.8] [Ver.11.1] 
 

【訂正前】 

12 R7 EQUIPM
ENT 

00020103 2101 The temperature of hardware returned to normal 
level (37 degree). 

ハードウェアの温度が正常温度（37℃）に戻りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
なし。 
[対応] 
なし。 

 
 

【訂正後】 

12 R7 EQUIPM
ENT 

00020103 2101 The temperature of hardware returned to normal 
level (<temp> degree). 

ハードウェアの温度が正常温度に戻りました。 
[メッセージテキストの表示説明] 
<temp> 正常温度への回復値(装置が 36C-24T及び 36C-24TEの場合は 47、装置が 36C-24T及び 36C-24TE
を除く温度拡張モデル（*1）の場合は 37 または 47、それ以外の場合は 37) 
(*1)温度拡張モデルとは以下の装置(略号)が対象です。 

・3CC-24TW ・3CN-24TW 
・3CC-24T2XW ・3CN-24T2XW 
・3CC-24SW ・3CN-24SW 
・3CC-24SV ・3CN-24SV 
・3CC-24S2XW ・3CN-24S2XW 
・3CC-24S2XV ・3CN-24S2XV 
・3CC-48TW ・3CN-48TW 
・3CN-48T2XW ・3CN-48TV 
・3CC-48T2XW ・3CN-48T2XW 
・3CC-48T2XV ・3CN-48T2XV 
・36N-48TW ・36N-48TV 

 [対応] 
なし。 
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9. MIBレファレンス（Ver. 11.1 対応版）（IP88S36-S009-A0）
の訂正内容 

 
訂正する内容はありません。 
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