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このドキュメントでは、Cisco Webex Panorama システムのガ
イドの参照先の概要を示します。

本ガイドの使用方法
本書上部のメニューバーと目次の各項目には、すべてハイパーリ
ンクが設定されています。クリックすると、そのトピックに移動
します。

概要

このガイドの対象となる製品
• Cisco Webex Room 70 Panorama
• Cisco Webex Room Panorama

シスコ Web サイト内のドキュメンテーション
定期的にシスコ Web サイトにアクセスし、すべてのガイドの最新
版を入手することをお勧めします。このガイドに示すリンクランデ
ィングページに移動するか、以下のサイトにアクセスします。 

https://www.cisco.com/go/room-docs

これらのページには、Cisco Webex Room シリーズのすべ
ての製品のガイドが含まれています。Cisco Webex Room 
Panorama および Cisco Webex Room 70 Panorama を検索
してください。

目次
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メンテナンス  ...................................................................6
その他のマニュアル  .........................................................7

https://www.cisco.com/go/room-docs
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Room Panorama

会議室の準備ガイドライン
このドキュメントでは、Room Panorama システムの設置と使用を効果的に実施するための、 
基本的なガイドラインについて説明します。これには、部屋の設計、部屋のサイズ、テーブルと席、
照明、音響のガイドライン、およびマイクの配置が含まれます。また、システムのサイズと重さ、シス
テムの壁面への取り付け方法、電源とイーサネットの要件などの情報も含まれます。

Room Panorama および Room 70 Panorama は同じガイドで説明されています。以下を参照し
てください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-room-preparation-guidelines.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

オプションの壁掛け用壁面パネルの取り扱い方法
このメモでは、搬送、保管、設置、および使用の際に、オプションの壁掛け用壁面パネル
を、Gustafs から取り扱う方法を説明しています。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-cosmetic-wall-maintenance-note.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

設置前の会議室の準備

Room 70 Panorama

会議室の準備ガイドライン
このドキュメントでは、Room Panorama システムの設置と使用を効果的に実施するための、基本
的なガイドラインについて説明します。これには、部屋の設計、部屋のサイズ、テーブルと席、照明、
音響のガイドライン、およびマイクの配置が含まれます。 

Room Panorama および Room 70 Panorama は同じガイドで説明されています。以下を参照して
ください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-room-preparation-guidelines.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-room-preparation-guidelines.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-room-preparation-guidelines.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-cosmetic-wall-maintenance-note.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-cosmetic-wall-maintenance-note.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-room-preparation-guidelines.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-room-preparation-guidelines.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
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Room Panorama

設置ガイド
このガイドでは、シスコが提供するオプションの壁掛け用壁面パネル、またはカスタム壁面を使用し
た、Room Panorama の物理的な設置について説明します。ガイドは次の場所にあります。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-installation-guide.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

配線図
設置ガイドを補足する以下の完全な配線図を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-wiring-diagram.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

初期セットアップ（スタートアップガイド）
スタートアップガイドは、Room Panorama 専用です。このガイドでは、物理的な設置後、システムの
使用を開始する前に行う必要がある必須手順を説明しています。画面の調整、音声テストなどが含ま
れます。

初期設定ガイドは以下を参照してください。 
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-getting-started-guide.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

画面のファームウェアの更新
場合によっては、画面のファームウェアを手動で更新する必要があります。このドキュメントでは、 
ファームウェアの更新が必要な場合の確認方法およびそれを行う方法について説明します。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-display-firmware-update-guide.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

設置

Room 70 Panorama

インストールガイド
Room 70 Panorama 用の異なる取り付けオプションとコンテンツ画面の位置から選択できます。 
また、Room 70 Dual G2 を Room 70 Dual G2 にアップグレードするためのアップグレードキット
を提供しています。設置ガイドは以下を参照してください。

メイン画面の下のフロアスタンド、コンテンツ画面：
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-70-panorama-floorstand-screen-below-installation-guide.pdf

メイン画面の上のフロアスタンド、コンテンツ画面：
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-70-panorama-floorstand-screen-above-installation-guide.pdf

メイン画面の上の壁面取り付け、コンテンツ画面：
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-70-panorama-wallmount-screen-above-installation-guide.pdf

アップグレードキット（ガイドでは、すべての取り付けオプションとコンテンツ画面の位置について説
明しています）：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-70-panorama-upgrade-installation-guide.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

コンテンツ画面のファームウェアの更新
場合によっては、コンテンツ画面のファームウェアを手動で更新する必要があります。このドキュメン
トでは、ファームウェアの更新が必要な場合の確認方法およびそれを行う方法について説明します。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-display-firmware-update-guide.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-wiring-diagram.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-wiring-diagram.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-getting-started-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-getting-started-guide.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-display-firmware-update-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-display-firmware-update-guide.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-floorstand-screen-below-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-floorstand-screen-below-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-floorstand-screen-above-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-floorstand-screen-above-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-wallmount-screen-above-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-wallmount-screen-above-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-upgrade-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-70-panorama-upgrade-installation-guide.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-display-firmware-update-guide.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/installation-guide/room-panorama-display-firmware-update-guide.pdf
https://www.cisco.com/go/panorama-installation


5D15458。02 | 2021 年 2 月 Copyright © 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

管理と使用

Room Panorama および Room 70 Panorama
これらのガイドは、1 つ以上のソフトウェアリリースに固有です。ガイドへの直接リンクではなく、 
ランディングページのリンクを使用して、新しいガイドや古いガイドを確認できます。Cisco Webex 
Room Panorama および Cisco Webex Room 70 Panorama を検索して、ランディングページで正
しいガイドを探します。 

ソフトウェア リリース ノート
ソフトウェアリリースノートは、各ソフトウェアリリースで更新されます。ソフトウェアリリースノート
は以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce9/
release-notes/ce-software-release-notes-ce9.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-release-notes-list.html

アドミニストレーション ガイド
デバイス管理者がデバイスを設定および管理するために必要な情報が記載されたアドミニストレーシ
ョン ガイドは、以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/room-
panorama-room-70-panorama-administrator-guide-ce915.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html

API ガイド
API ガイドは、コラボレーション エンドポイント ソフトウェアのアプリケーション プログラミング イ
ンターフェイス（API）を紹介するものであり、すべてのコマンドライン コマンドのリファレンス ガイド
として役立ちます。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/
collaboration-endpoint-software-api-reference-guide-ce915.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-command-reference-list.html

ユーザガイド
これは、製品によって提供される機能セットおよびそれを使用する方法に関するエンドユーザのため
の包括的なガイドです。ユーザガイドは、以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-
sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce915.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-user-guide-list.html

クイックリファレンスガイド
これは、製品の最も重要な機能を使用する方法に関するエンドユーザ向けの簡易ガイドです。クイッ
クリファレンスガイドは、以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-
sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-quick-reference-
guide-ce915.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-user-guide-list.html

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce9/release-notes/ce-software-release-notes-ce9.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce9/release-notes/ce-software-release-notes-ce9.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-release-notes-list.html [英語]
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-release-notes-list.html [英語]
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/room-panorama-room-70-panorama-administrator-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/room-panorama-room-70-panorama-administrator-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/collaboration-endpoint-software-api-reference-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/collaboration-endpoint-software-api-reference-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-command-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-quick-reference-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-quick-reference-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce915/touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-quick-reference-guide-ce915.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-user-guide-list.html
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メンテナンス

Room Panorama

部品番号を含むスペア部品のリスト
現場交換可能なスペア部品のリストは、以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
spare-parts-and-cables/room-panorama-spare-parts-list.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html

オプションの壁掛け用壁面パネルの取り扱い方法
オプションの壁掛け用壁面パネルを Gustafs からクリーニングする方法については、以下を参照し
てください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/room-panorama-cosmetic-wall-maintenance-note.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

製品のクリーニング
Cisco Webex Room デバイスのクリーニングまたは消毒を行う方法の一般的なガイドラインについ
ては、以下を参照してください。

https://help.webex.com/n6biz7y/

Room 70 Panorama

部品番号を含むスペア部品のリスト
現場交換可能なスペア部品のリストは、以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
spare-parts-and-cables/room-70-panorama-spare-parts-list.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html

スペア部品の交換ガイド
Room 70 Dual G2 用のスペア部品の交換方法については、Room 55 Dual、Room 70、およ
び Room 70 G2 のスペア部品交換ガイドに記載されています。この情報は、メインの Room 70 
Panorama システムの一部を置き換える必要がある場合に便利です。このガイドには、コンテンツ画
面、またはコンテンツ画面に関連する配線に関する情報は含まれていないことに注意してください。そ
のような情報ついては、Room 70 Panorama の取り付けガイドまたは配線図を参照してください。 

スペア部品の交換ガイドは、以下を参照してください。 
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
spare-parts-and-cables/room-70-spare-part-replacement-guide.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html

配線図
設置ガイドは、製品の完全な取り付けについて説明しています。配線図は不要です。部品の交換が必
要な場合は、配線図が役立つことがあります。 

配線図は、以下を参照してください。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
spare-parts-and-cables/room-70-panorama-wiring-diagram.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html

製品のクリーニング
Cisco Webex Room デバイスのクリーニングまたは消毒を行う方法の一般的なガイドラインについ
ては、以下を参照してください。

https://help.webex.com/n6biz7y/

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/spare-parts-and-cables/room-panorama-spare-parts-list.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/spare-parts-and-cables/room-panorama-spare-parts-list.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
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その他のマニュアル

Room Panorama

測定値付き CAD 図面
pdf および dxf の両方の形式で測定値付き CAD 図面を提供しています。dxf ファイルは圧縮されて
います。ファイルは以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/cad-
drawing/room-panorama-cad-drawings.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/cad-
drawing/room-panorama-cad-drawings.zip

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-technical-reference-list.html

法規制の遵守および安全（RCSI）に関するガイド
さまざまな国の法規制の遵守および安全に関する情報は、以下を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
compliance-safety-guide/rcsi-0177-book.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

Cisco Webex DNAM IV アンプの概要
これは、アンプの入力と出力の概要です（この情報は、アドミニストレーション ガイドでも確認でき
ます)。このドキュメントは台湾のみを対象としています。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
installation-guide/dnam4-amplifier-overview-taiwan.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation

Room 70 Panorama

測定値付き CAD 図面
pdf および dxf の両方の形式で測定値付き CAD 図面を提供しています。dxf ファイルは圧縮されて
います。ファイルは以下を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/cad-
drawing/room-70-panorama-cad-drawings.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/cad-
drawing/room-70-panorama-cad-drawings.zip

ランディングページ：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-
room-kit-series/products-technical-reference-list.html

法規制の遵守および安全（RCSI）に関するガイド
さまざまな国の法規制の遵守および安全に関する情報は、以下を参照してください。 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/room-series/
compliance-safety-guide/rcsi-0181-book.pdf

ランディングページ：https://www.cisco.com/go/panorama-installation
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シスコのお問い合わせ先
シスコの Web サイトでは、シスコの世界各地のお問い合わせ先を確認できます。

https://www.cisco.com/go/offices に移動する

本社
Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

知的財産
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更さ
れることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、
すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任
を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユー
ザ側の責任となります。

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。

Cisco が採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システム
の UCB（University of California, Berkeley）のパブリック ドメイン バージョンとし
て、UCB が開発したプログラムを採用したものです。All rights reserved. Copyright 
© 1981, Regents of the University of California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよび
ソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記代
理店は、商品性、特定目的適合、および非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、または
商慣行から発生する保証を含み、これらに限定することなく、明示または暗黙のすべて
の保証を放棄します。

いかなる場合においても、シスコ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。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび
電話番号を示すものではありません。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワーク 
トポロジー図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の
中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なも
のではなく、偶然の一致によるものです。

印刷版と複製ソフトは公式版とみなされません。最新版はオンライン版を参照してく
ださい。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話
番号、FAX 番号は当社の Web サイト（https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/
contact-cisco.html）をご覧ください。

Cisco および Cisco のロゴは、米国およびその他の国における Cisco およびその
関連会社の商標を示します。Cisco の商標の一覧については、https://www.cisco.
com/c/ja_jp/about/legal/trademarks.html.をご覧ください。本書に記載されている
サードパーティの商標は、それぞれの所有者の財産です。 「パートナー」という用語の
使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。
（1110R）。

Cisco 製品のセキュリティの概要

この製品には、輸入、輸出、譲渡、使用を規制する米国またはその他の国の法律の対
象となる暗号化機能が含まれています。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、
その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。
輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守
する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意したも
のとみなされます。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送
り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、http://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm で参照できます。

https://www.cisco.com/go/offices
http://www.cisco.com/jp/go/offices/
http://www.cisco.com/jp/go/offices/
http://www.cisco.com/jp/go/trademarks
http://www.cisco.com/jp/go/trademarks
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
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