
Cisco Network Assistant 2.0
製品概要
Cisco Network Assistant は、 Cisco Smartports テク ノ ロジーを活用

し、 中小規模ネッ ト ワークの中央集中型管理と設定を可能にし

ます。 これによって、 機器の導入や継続的なメ ンテナンス作業

が容易になり ます。 Cisco® Network Assistant は、中小・中堅企業

のネッ ト ワーク向けに最適化された、 PC ベースのネッ ト ワーク

管理アプリ ケーシ ョ ンです。

ユーザは使いやすい GUI を使用し、 構成管理、 インベン ト リ  レ
ポートの作成、 パスワード同期、 およびド ラ ッグ & ド ロ ップに

よる IOS® アップグレード といった共通サービスを、 スイ ッチ、

ルータ、 およびアクセス  ポイン トのすべてにシームレスに適用

できます。 Cisco Network Assistant は、 Cisco.com から無料でダウ

ンロードできます。

コ ミ ュニテ ィ

コ ミ ュニティは次世代のディ スカバリ  メカニズムで、 ス

イ ッチ、 ルータ、 およびアクセス  ポイン トに、 共通サービスを

適用できるよ うにします。 共通サービスには、 Cisco IOS ソフ ト

ウェアのアップグレード、 構成管理、 インベン ト リ  レポー ト、

ネッ ト ワーク  イベン ト、 アラート、 およびパスワード同期など

があ り ます。

ド ラ ッグ & ドロップによる IOS ソフ トウェアのアップ

グレード

この機能を使用する と、 コ ミ ュニテ ィ内のデバイスについて、

Cisco IOS® ソフ ト ウェアをシンプルかつ一貫した動作でアップ

グレードできます。 デスク ト ップからアップグレード したいス

イ ッチ、 ルータ、 またはアクセス  ポイン トへと ソフ ト ウェアの

アイコンをド ラ ッグ & ド ロ ップするだけで、 アップグレードが

実行されます。

Topology View および Front Panel View
ユーザは、 物理トポロジー画面と前面パネル画面の 2 つを

用いて、 ネッ ト ワークをモニタする こ とができます。 情報に富

んだ Topology View （下図） では、 ネッ ト ワーク内のデバイスの

タイプだけでな く、 デバイスの状態、 物理接続、 および各種モ

ニタ リ ング機能に関する詳細などが図式化して表示され、 一覧

できるよ うになっています。 Front Panel View （右図） には、ネッ

ト ワーク内の 1 つまたは複数のスイ ッチが同時に表示され、 ス

イ ッチ ポートの状態、 動作モード （半二重 / 全二重）、 および速

度が併せて表示されます。

さ らに、 ユーザは複数のデバイスの複数のポート に対して、 ま

とめて VLAN などのパラ メータを設定し、 作業時間を大幅に短

縮する こ と もできます。 また、 インベン ト リ、 ポー ト、 Quality
of Service （QoS; サービス品質）、および Access Control List （ACL;
アクセス制御リ ス ト ） の統計情報に関し、 包括的レポート を リ

アルタイムで利用するこ とが可能です。

Smartports Advisor
Smartports Advisor は、デバイスを検出し、スイッ チ、ルー

タ、およびアクセス  ポイント のセキュリ ティ 、アベイラビリ ティ 、

および QoS 機能に関して、 シスコの推奨設定の適用を促す組み

込み型のアド バイザリ  ツールです。 Smartports Advisor を利用す

ると 、詳細な設計ガイド やマニュアルを参照するこ と なく デバイ

スを設定できます。 Cisco Smartports テク ノ ロジーを使用すると 、

ネッ ト ワーク管理者の作業時間を短縮し、人為ミ スを防ぐこ と が

できます。また、アプリ ケーショ ンに応じて、スイッ チ、ルータ、

またはアクセス  ポイント の設定を最適化するのに役立ちます。

ダイナミ ック  アプリケーシ ョ ン アップデート

ダイナミ ッ ク  アプリ ケーシ ョ ン アップデートによって、

ユーザは使用中の Cisco Network Assistant およびその修正パッチ

を、常に最新のものにアップデート しておく こ とができます。こ

の機能を使用する と、 新し く購入したデバイスをネッ ト ワーク

に設置する際も安心です。 最新の更新情報を基にして自動的に

デバイスがサポート され、 機器を安全に使用できるよ うにな り

ます。

設定

わかりやすいGUI ― 複雑なネッ ト ワーク管理作業を簡単

に行えます。 コンフ ィギュレーシ ョ ン ツールと対話モードを利

用すれば、 スイ ッチのポート設定、 QoS、セキュ リ ティ、 ACL の

設定を簡単に実行できます。

オンライン ヘルプ

オンライン ヘルプは、 Cisco Network Assistant 2.0 に組み込

まれた詳細かつシームレスなヘルプ機能です。 詳しい用語解説

と優れた検索機能が用意されており、 ユーザは各設定を行う た

めの適切な （要求された） ウ ィ ン ド ウを聞いた り、 関連リ ンク

を利用した りするこ とができます。 オンライン ヘルプを使用す

る と、 テクニカル サポートの支援を受けるこ とな く、 ユーザ自

身で問題の解決方法を見つけて処理するこ とができます。

詳細情報

http://www.cisco.com/jp/product/hs/netmgt/cna/
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