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弊社担当者にご確認ください。
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対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合に  

は、代理店にご連絡ください。
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いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失や

データの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズまたはその供給者に

知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。
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C H A P T E R 1

Cisco Configuration 
Professional 
ユーザ インターフェイス

Cisco Configuration Professional（Cisco CP）では、 1 つのツールでデバイスの設定

と管理の両方を行えるので、複数のデバイス マネージャを使用する必要がなくな

ります。

以降のセクションでは、Cisco Configuration Professional のユーザ インターフェイ

スについて説明します。

 • ウィンドウのレイアウト

 • メニュー バー

 • ツールバー

 • 機能バー

 • ステータス バー
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第 1 章      Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス            

ウィンドウのレイアウト
ウィンドウのレイアウト
ユーザ インターフェイスは、ネットワーク機能を簡単に管理できるようになっ

ています。ユーザ インターフェイスの主要な構成要素は、次のとおりです。

メニュー バー：ウィンドウの上部にあり、さまざまなメニューが並んでい

ます。アプリケーション サービス、開いているウィンドウの一覧、および

オンライン ヘルプが提供されます。

ツールバー：メニューバーのすぐ下にあり、さまざまなアイコンが並んでい

ます。それらのアイコンは、頻繁に使用されるアプリケーション サービス

や、頻繁に設定されるネットワーク機能を示しています。

機能バー：ワークスペースの左側のスケーラブルなパネルで、設定するネッ

トワーク機能を選択できます。

ステータス バー：ウィンドウの下部にあるバーです。アプリケーションの

ステータスが表示されます。

コンテンツ ペイン：ワークスペースの右側の部分で、ウィンドウが表示さ

れます。ここでは、レポートを参照し、ネットワーク機能を設定するための

情報を入力します。
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第 1 章      Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス

メニュー バー 
メニュー バー
アプリケーション サービスを提供するウィンドウの上部にあり、さまざまなメ

ニューが並んでいます。

表 1-1  メニュー バー 

メニュー 説明

アプリケーション  • 新しいコミュニティを作成したり、既存のコミュニ

ティを選択したりします。

 • デバイスの実行コンフィギュレーションを PC 上の

ファイルに保存します。

 • 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コン

フィギュレーションに書き込みます。

 • フラッシュ メモリ内のファイルを管理します。

表示（最初に、表示

するルータを指定す

るために使用するコ

ミュニティ選択ウィ

ンドウを表示）

 • 選択されたルータの実行コンフィギュレーションを

表示します。

 • メニューから選択された show コマンドの結果を表

示します。

show Flash
show startup-config
show access-lists
show diag
show interfaces
show version
show tech-support
show environment 

 • デフォルトのアクセス リストルール セットを表示し

ます。
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第 1 章      Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス            

ツールバー
ツールバー
Cisco CP の各機能は、ウィンドウの上部のツールバーから使用できます。

表 1-2 には、これらのツールについての説明をまとめてあります。

ツール  • デバイス ライセンスをサポートします。

 • 無線デバイス管理を可能にします。

 • Telnet を起動するための DOS コマンド ウィンドウ

を表示します。

ヘルプ  • ヘルプ システムを表示します。

 • 入門用のビデオ チュートリアルを表示します。

 • Cisco Configuration Professional に関するフィード

バックを提出するためのフィードバック フォームを

表示します。

 • Cisco Configuration Professional のバージョン情報

を表示します。

表 1-1  メニュー バー （続き）

メニュー 説明

表 1-2  ツールバー 

ツール 
アイコン ツール名 説明

コミュニティの選

択 /作成

[コミュニティの選択 /作成 ] ウィンドウで新

しいコミュニティを作成するか、既存のコ

ミュニティを修正します。

実行コンフィギュ

レーションを PC 
に保存

アクティブなデバイスの実行コンフィギュ

レーションを PC 上のテキスト ファイルにコ

ピーします。
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第 1 章      Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス

機能バー
機能バー
デバイスの設定作業および管理作業を表すメニューごとにグループ化された、次

の機能を選択できます。

スタートアップへ

の書き込み

選択されたデバイスの実行コンフィギュレー

ションをスタートアップ コンフィギュレー

ションに書き込みます。

シスコシステムズ

へのフィードバッ

クの提出

フォームが開きます。このフォームを使用し

て、この製品に関するフィードバックをシス

コシステムズに送信できます。

ヘルプ

オンライン ヘルプを開き、アクティブなウィ

ンドウについての説明を表示します。アク

ティブなウィンドウがない場合は、概要のト

ピックが表示されます。

表 1-2  ツールバー （続き）

ツール 
アイコン ツール名 説明

表 1-3  機能バー

機能アイコン 機能名 説明

ホーム

コミュニティを作成します。コンテンツ ペインに表 

示されたデバイスのコミュニティを修正するには、

この機能グループのダッシュボードを使用します。

設定

データ ルーティングとネットワーク セキュリティ  

を設定します。変更する設定データのタイプを選択

します。ワークスペースで設定データを入力します。

監視

デバイスのステータスをネットワークに表示します。
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第 1 章      Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス            

ステータス バー
ステータス バー
ステータス バーには、Cisco CP のステータス情報や選択されているコミュニティ 
メンバが表示されます。

表 1-4  ステータス バー

機能アイコン 機能名 説明

セキュア

接続

ロック状態の鍵のアイコンは、選択されているコ

ミュニティ メンバと Cisco CP の接続がセキュア接

続であることを示しています。

ノンセキュ

ア接続

ロックが外れている状態の鍵のアイコンは、選択さ

れているコミュニティ メンバと Cisco CP の接続が

ノンセキュア接続であることを示しています。
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