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Cisco.com に送達して下さい

どの操作が各々の送達作業の流れで利用できるかこの表に要約されています。 各操作についての
詳細は次のセクションにあります。 助けられたパブリッシャが技術情報メタデータを追加するか
、または編集する利用可能な送達操作を使用できる間、そうするために必要となりません。 支援
は要求されるとき、すべてのメタデータを検討し、必要に応じてそれを編集する技術ライターの
責任に残ります。

Action 助けられた発行 自己発行
開始自己発行 なし ○
開始によって助けられる発行 ○ なし
MDF タグを割り当てて下さい Yes（optional） Yes（required）
ドキュメント型を選択して下さい Yes（optional） Yes（required）
技術情報説明を編集して下さい Yes（optional） Yes（required）
コントリビューター リストを編集して下さい Yes（optional） Yes（required）
下検分するべき発行 Yes（optional） Yes（required）
要求 支援 ○ なし
支援 要求を受け入れて下さい なし ○
Cisco.com への発行 なし ○
Cisco.com から取除いて下さい なし ○

ステップ 1.開始自己発行か助けられた発行

あなたに利用可能な送達作業の流れは以前に記述されているように技術ゾーン アカウントに、割
り当てられるユーザの役割によって決まります。

このイメージは現われるかもしれない操作の例です。



パブリッシングプロセスを開始するために、clickInitiate 自己Publishor 開始は発行、そして
clickOKon を現われる確認のメッセージ助けました。

AfterInitiate 自己発行はこのイメージに示すように、Actions リスト現われます。 AfterInitiate は発
行を助けました、操作「キャンセル自己発行キャンセルによって助けられる発行」」はと「取り
替えられ、操作「要求 支援」は追加されます。

注：

ドキュメント型ドロップダウン リストは MDF タグが割り当てられるまで無効に なります。●

リンクを下検分する発行は MDF がタグ付けするまで、ドキュメント型無効に なり、技術情
報説明はすべて割り当てられます。

●

送達作業の流れが始められたら、完了するか、または取り消されるまで有効性を保ちます。●



ステップ 2. MDF タグを割り当てて下さい

MDF （メタデータ フレームワーク）タグ、別名概念は、技術情報が Cisco.com サポート サイト
でどこにの出るか判別を助けます。 MDF タグの割り当ては助けられた発行作業の流れのオプシ
ョンの手順でが、有用です。

MDF タグを割り当てるためにこれらのステップを完了して下さい:

ClickAssign MDF タグ。
注: 割り当て MDF タグをリンクします一度だけクリックして下さい。 数回リンクをクリッ
クする場合、ダイアログ ウィンドウは正しく表示されません。
割り当て MDF タグ ダイアログ ウィンドウは上推奨される概念を表示します。

1.

技術情報と関連付けられるすべての製品かテクノロジーを示す概念を選択するために 1つ以
上のチェックボックスをチェックして下さい。 、記事と最も密接に関連付けられるテクノ
ロジーか製品に基づいてプライマリように指定概念の 1 つを指定するために Radio ボタン
をクリックして下さい。 注: 適切なタグが推奨されるリストに現われない場合、完全で階層
的 な タグ ツリーを開くために MDF ツリー ボタンをクリックできましたりツリーから追加
タグを選択します。 MDF ツリーの使用に関する詳細については、参照して下さい。

2.

ClickSubmit、そして clickOKon 現われる確認のメッセージ。

表示するべき割り当て MDF タグ操作変更は/MDF タグを編集し、ドキュメント型ドロップ
ダウン リストは有効に なります。

3.

ステップ 3.ドキュメント型を選択して下さい

ドキュメント型またヘルプは技術情報が Cisco.com サポート サイトでどこに出るか判別します。
プライマリ MDF タグはドキュメント型が選択することができる前に割り当てる必要があります
。 これは助けられた発行作業の流れのオプションの手順です。

ドキュメント型を選択するために、関連するドロップダウン リスト、そして clickOKon からオプ
ションの 1 つを現われる確認のメッセージ選択して下さい。

リストのドキュメント型は指定プライマリ MDF タグが製品またはテクノロジー ツリーからある
かどうかに左右されます。 ここに記述されているように技術情報の内容の種類に、基づいてドキ



ュメント型を選択して下さい。

テクニカルノート-一般のトラブルシューティング情報を記述します; トラブルシューティン
グ TechNote および問題/ソリューションテンプレートによって使用して下さい。

●

設定例-製品かテクノロジーを設定する方法を記述します; 設定例 テンプレートによって使用
して下さい。

●

Q & A 項目- 1つ以上の Q&A ペアが含まれています; Q&A テンプレートによって使用して下
さい。

●

パスワード リカバリ-パスワード回復手順を記述します。●

ステップ 4.技術情報説明を編集して下さい

技術情報説明は Google のような検索エンジンによって返される結果に現われます。 デフォルト
説明は技術情報本文の最初の 150 文字から自動的に生成されます。 ただし従って、技術情報の本
質を明白にするために説明を編集することは検索によって見つけることもっと簡単にするかもし
れませんでしたり考慮して重要です。 これは助けられた発行作業の流れのオプションの手順です
。

技術情報説明を編集するためにこれらのステップを完了して下さい:

ClickView は/技術情報説明を編集します。

現在の説明が含まれているエディター ウィンドウはポップアップします。

1.

現在の説明を検討し、必要に応じて編集して下さい。 最大説明長さは 150 文字です。 空説
明は許可されません。

2.

ClickSubmit。3.
注: 説明がこのプロセスと入る前に、デフォルト説明は技術情報が編集されると同時に自動的にア
ップデートし続けます。 説明がはじめて入った後、入れられた説明は未来の技術情報に関係なく
パブリッシングプロセスが取り消されなければ、編集します保たれます。



ステップ 5.コントリビューター リストを編集して下さい

技術情報へのコントリビューターは Cisco.com の右側余白で信じることができます。 例はこのセ
クションで示されています。 パブリッシャは提供されるコントリビューター情報を制御します。
これは助けられた発行作業の流れのオプションの手順です。

ヘッダを示すことは Ciscoエンジニアによって、「」、チェックします提示「Ciscoエンジニア
"によって貢献されてチェックボックスを貢献しました。 これは TAC エンジニアが書く内容のた
めに適切でありそれはデフォルト設定です。 このヘッダを隠すために、チェックボックスのチェ
ックを外して下さい。

技術情報への 3 つまでのコントリビューターの Cisco 名前および組織は示すことができます。 コ
ントリビューター リストを編集するためにこれらのステップを完了して下さい:

Ciscoエンジニア」が貢献する ClickShow 「（ハイパーリンク、ないチェックボックス）。

現在のコントリビューター リストが含まれているウィンドウはポップアップします。

1.



リストされたコントリビューターおよび組織を検討し、必要に応じて編集して下さい。2.
ClickSubmit。3.

ステップ 6.下検分するべき発行

Cisco.com への技術情報のパブリケーション前に、パブリッシャは Cisco.com で現われるので内
容を丁度示すプレビューを生成する必要があります。 Cisco.com への発行は助けられた発行作業
の流れで利用できません、従って発行は下検分するためにこの作業の流れのオプションの手順で
す。

注意： 技術情報のサブジェクトを確認すれば下検分するために送達する前にプライマリ概念は正
しいです。 このステップの後で、Cisco.com URL （およびファイル名）変更しません。

プレビューを生成するためにこれらのステップを完了して下さい。



Previewthen clickOKon への ClickPublish 現われる確認のメッセージ。
プレビューが利用できるときメール通知を受信します。

1.

プレビューが利用できるとき、ブラウザの技術情報ページをリフレッシュして下さい。

テキスト「ステップ 2: 送達ライフ サイクル ウィジェットの外部プレビューは（ここをクリ
ックして下さい）」強調表示され、hyperlinked。

2.

ステップ 2 をクリックして下さい: 外部プレビュー（ここをクリックして下さい）。

技術情報プレビューは I フレームで開きます。

3.

内容をに記述されているように確認して下さい。4.

ステップ 7.要求 支援

助けられた発行作業の流れの最後の手順は自己パブリッシャ（通常技術ライター）からの支援を
要求しています。 支援は助けられた発行プロセスが開始した後いつでも要求することができます
。 これは自己発行作業の流れから可能性のあるではないです。



支援を、clickRequest 支援、下記のイメージに示すように要求するため。

支援が要求された後起こる何が輪郭を描かれます。

支援を取り消すために助けられた発行作業の流れに、clickCancel 支援 要求要求し、戻して下さ
い。 この操作は選択された後要求 支援を取り替えます。

ステップ 8.支援 要求を受け入れて下さい

誰かが技術情報との支援を要求した場合、自己パブリッシャは要求を受け入れることができます
。 自己パブリッシャだけ操作が「このイメージに示すように支援 要求を」、受け入れるのを参照
します。



支援 要求を受け入れるため、clickAccept 支援 要求。

支援 要求を報告しま、および受け入れま Cisco.com に送達します

技術ゾーン技術情報のパブリケーションに責任がある技術ライターは要求する」レポートをか「
支援を生成するのにどの技術情報が theTech ゾーン Visualizertool の使用によって支援を待って
いるか判別できます。 これらのレポートは毎日をアップデートします。 さらに支援 要求につい
てのこれらの技術ライターに警告するために、毎日メールは tz ライター エイリアスに送信 され
ます。 要求が受け入れられるとき、メール通知は要求者および accepter に送信 されます。
accepter （技術ライター）は検討する必要があり、/技術情報を編集し、パブリッシングプロセス
を完了します。 技術情報が Cisco.com に送達されるとき、別のメール通知は要求者および
accepter に送信 されます。

ステップ 9. Cisco.com への発行

自己発行作業の流れだけ Cisco.com に送達の最終措置を可能にします。 プレビューに満足する場
合、Cisco.com にそれを送達するためにこれらのステップを完了して下さい。 代りに技術情報か
メタデータを編集する必要がある場合プレビュー ウィンドウの中の theClosebutton をクリックし
て下さい。

ヒント： 下検分するべき Cisco.com への発行および発行は WEM 停止の間に失敗します! 文書を
送達する前に、WEM 停止および計画されたダウンタイムの知らせられるべき thewem 突き棒
usersmailer エイリアスを定期講読して下さい。 詳細については、参照して下さい

  

http://tz-alpha.cisco.com/ContentVisualizer/
http://mailer.cloudapps.cisco.com/itsm/mailer/listDetails.do?list=wem-prod-users
http://mailer.cloudapps.cisco.com/itsm/mailer/listDetails.do?list=wem-prod-users


Cisco.cominside への ClickPublish はプレビュー ウィンドウ、そして現われる OKonthe 確
認のメッセージをクリックします。

外部ドキュメントが Cisco.com でアクティブになった場合メール通知を受信します。

1.

確認メールを受信したら、ブラウザの技術情報ページをリフレッシュして下さい。

テキスト「ステップ 3: 送達ライフ サイクル ウィジェットの外部は（ここをクリックして下
さい）」強調表示され、hyperlinked。

2.

ClickStep 3: 外部（ここをクリックして下さい）。

Cisco.com の資料は新しいブラウザウィンドウで開きます。 それはこのイメージに類似した
のようである必要があります。

3.



内容をに記述されているように確認して下さい。4.

ステップ 10. Cisco.com の内容を確認して下さい

技術情報が Cisco.com で出るとき、これらの項目を確認して下さい:

資料はセクション「Cisco.com への発行」のイメージに類似したのようです。●

階層リンクは選択されるプライマリ概念およびドキュメント型に現われ、対応します。●

タイトルは正しいです。●

目次は正しく表示します。●

内容は予想通り現われます。●

右の柵はセクション「Cisco.com への発行」のイメージに類似したのようです。●

「Cisco TAC エンジニア」によって貢献されて文は右の柵に（それぞれチェックボックスが
チェックされたら）現われます

●

PDF はクリックされてと開きます●

Cisco バグ ID は不具合に検索ツールをリンクし、不具合は目に見える顧客です。●

これらの項目の何れかにおいての問題に直面する場合、thearticle および thefor 考えられる解決策
を参照して下さい。 問題がリストされていない場合、説明をそこに開始して下さい。
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