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複数のデバイス用　　15-11

プロセス　　15-2

ソフトウェアのバージョン　　15-3

ソフトウェア バージョン

決定　　15-3

ソフトウェア ファイル

Cisco.com からの入手　　15-4

ソフトウェア ファイルの入手　　15-4

ソフトウェア リカバリ

CD-ROM の使用　　15-15

た

ダイナミック共有、作成　　11-23

ダウングレード　　15-3

タスクバー アイコン　　1-15

ダッシュボード

カスタマイズ　　16-12

システム　　16-2

デバイス　　16-11

つ

追加

クライアントへのプリント サーバ　　13-26

図　　16-13

プリンタ　　13-13

プリント クラスタ　　13-15

通知設定

アラート　　10-17

レポート　　9-26

て

ディスク

監視　　16-23

ディスク暗号化　　15-31

ディスク処理

エラー処理方法の設定　　15-33

ディスクに基づくソフトウェアの欠落

復旧　　15-23

停電　　15-20

データ移行　　2-31

データ一貫性、定義　　11-5, 11-6

データ冗長性除去、定義　　1-5

データベースのバックアップ　　15-13

適応バッファリング、TFO　　12-25

テスト ページの印刷　　13-32
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デバイス

アクティブ化　　15-34

アラーム　　16-5

グループ割り当ての表示　　3-8

クロック設定　　9-7

再起動　　15-35

自動検出　　1-19

情報の表示　　16-9, 16-19, 16-21

デバイス グループ設定の変更　　3-11

デバイス グループへの追加　　3-6

トポロジ　　16-20

複数のグループに割り当てる影響　　3-12

複数のデバイス グループへの追加　　3-9

リブート　　15-35

デバイス位置

削除　　3-18

作成　　3-17

定義　　3-17

デバイス グループ

force group settings　　3-10

削除　　3-7

作成　　3-3

作成プロセス　　3-3

重複の有効化　　3-9

種類　　3-2

設定　　3-5

設定の変更　　3-9

設定優先の設定　　3-10

定義　　3-2

デバイスの追加と削除　　3-6

リスト　　3-9

デバイス登録情報

復旧　　15-23

デバイスのアクティブ化　　15-34

デバイスの再起動　　15-35

デバイスのリブート　　15-35

デバイス ログ、表示　　16-40

デフォルト ステータス、復元　　15-15

と

透過リダイレクション、ルータでの設定　　4-7

統計情報、収集　　12-10

動作予測とバッチ処理　　1-7

登録

WAE Device Manager での WAE　　10-7

ファイル サーバ　　11-19

トポロジ　　16-20

ドメイン

エンティティの追加　　7-17

削除　　7-19

作成　　7-16

定義　　7-16

表示　　7-19

変更と削除　　7-19

ユーザ アカウントへの割り当て　　7-18

ユーザ グループへの割り当て　　7-22

ドライバ

インストール　　13-20

配信　　13-21

リポジトリ　　13-18

ドライバの配信　　13-21

トラップ

SNMP の定義　　17-14

有効化　　17-12

トラフィック統計情報の収集、有効化　　12-10

トラフィック統計レポート　　16-2

図の説明　　16-13

トラブルシューティング

Central Manager 診断テスト　　16-42

CLI コマンド　　16-43

show コマンド ユーティリティの使用　　16-44

TCPdump　　16-43

Tethereal　　16-43

トラブルシューティング用テストコマンド　　16-43

トランザクション ログ機能　　16-34

設定　　16-34

トリガー

SNMP の定義　　17-14

な

名前空間のサポート　　1-23

に

認証

機能のデフォルト値　　6-5

認証サーバ

設定　　6-14, 6-17

認証データベース、種類　　6-3
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ね

ネットワーク

情報の表示　　16-2

ネットワーク トラフィック アナライザ ツール　　
16-43

は

バーチャライゼーション。仮想ブレードを参照

ハードウェア クロック　　9-7

パケット転送方式　　4-14

レイヤ 2 リダイレクション　　4-16

レイヤ 3 GRE　　4-16

パケット返信　　4-15

パスワード

アカウントの変更　　7-8, 7-9

管理者パスワードの復旧　　15-21

バックアップ

WAAS Central Manager　　15-13

WAE デバイス　　15-15

設定ファイル　　10-8

バックアップと復元

cms データベース　　15-13

仮想ブレード　　14-11

バッファリングの強化　　1-6

バナー

設定　　6-12

汎用 GRE 出力方式　　4-30

ひ

ビデオ アクセラレータ

設定　　12-7

有効化　　12-3

表示

WAE Device Manager でのログ　　10-35

アプリケーション リスト　　12-18

プリント サーバ詳細　　13-28

分類子レポート　　12-19

ポリシー レポート　　12-18

役割設定　　7-15

ふ

ファイアウォール、設定　　5-20

ファイル サーバ

サポート対象　　11-9

登録　　11-19

ファイル サーバのエイリアス　　11-26

ファイル サービス　　11-11

エッジでの有効化　　11-15

機能　　1-9

コアでの有効化　　11-12

準備　　11-9

ファイル ロック、定義　　11-7

ファイル サービス

定義　　1-8

フェールオーバー、管理ログイン認証　　6-30

負荷分散　　1-22, 4-13, 5-11

復元

WAAS Central Manager　　15-13

WAE デバイス　　15-15

WAE のデフォルト状態　　15-15

アプリケーション分類子　　12-19

アプリケーション ポリシー　　12-19

設定ファイル　　10-9

複数の IP アドレス

1 つのインターフェイスでの設定　　5-6

輻輳ウィンドウ、定義　　5-14

復旧

システム ソフトウェア　　15-20

ディスクに基づくソフトウェアの欠落　　15-23

デバイス登録情報　　15-23

紛失した管理者パスワード　　15-21

復旧用システム イメージ　　15-20

ブラウザのサポート　　2-12

フラッシュ メモリ

壊れた　　15-20

プリンタ　　13-32

WAAS プリント サーバへの追加　　13-13

プリンタ設定の間違い、PostScript エラー　　13-34

プリンタ ドライバ

インストール　　13-20

サポートの問題　　13-3

配信　　13-21

配信の確認　　13-23

プリント アクセラレータ　　1-9

プリント クラスタ

追加　　13-15

定義　　13-4
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プリント サーバ

クライアントへの追加　　13-26

詳細、表示　　13-28

フロー監視

設定　　16-24

紛失した管理者パスワード

復旧　　15-21

分類子レポート、表示　　12-19

分類子、作成　　12-12

ほ

ポート

139　　2-7

バイパス　　2-8

無効化　　11-16

有効化　　11-16

4050　　2-7

445　　2-7

無効化　　11-16

有効化　　11-16

50139　　2-7

WAFS で使用　　2-7

ポート チャネル インターフェイス

設定　　5-9

負荷分散　　5-11

ポリシーベース ルーティング

概要　　2-22

設定　　4-34

定義　　1-22

ネクストホップが使用できるかどうかの確認　　
4-40

ポリシー レポート、表示　　12-18

め

明示的輻輳通知

定義　　5-13

メッセージ ログ

表示　　16-37

や

役割

サービスへの読み取り専用アクセス　　7-12

削除　　7-14

作成と管理　　7-12

設定の表示　　7-15

定義　　7-11

表示　　7-15

変更と削除　　7-14

ユーザ アカウントへの割り当て　　7-13

ユーザ グループの割り当て　　7-21

役割に基づくアカウント

定義　　7-2, 7-3

ゆ

有効化

SNMP　　17-11

SNMP エージェント　　17-8

WCCP フロー リダイレクション　　4-17

印刷サービス　　13-12

印刷見出し　　13-33

エッジ ファイル サービス　　11-15

仮想ブレード　　14-3

コア ファイル サービス　　11-12

適化およびアクセラレータ　　12-3

トラフィック統計情報の収集　　12-10

ユーザ アカウント

管理　　7-8, 7-9

削除　　7-7

作成　　7-4

作成プロセス　　7-3

ドメイン　　7-16

ドメイン エンティティの追加　　7-17

ドメインの削除　　7-19

ドメインの表示　　7-19

ドメインへの割り当て　　7-18

パスワードの変更　　7-8, 7-9

表示　　7-9

変更と削除　　7-7

役割

作成　　7-12

表示　　7-15

変更と削除　　7-14

割り当て　　7-13

ユーザ グループ

削除　　7-23

作成　　7-20

定義　　7-20

ドメインへの割り当て　　7-22
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表示　　7-23

役割の割り当て　　7-21

ユーザ アカウント

監査証跡ログ

表示　　6-37, 16-39

ユーザ認証。「ログインの認証」を参照

優先順位　　16-33

よ

要求リダイレクション方式　　4-2

ら

ライセンス　　9-4

り

リダイレクション方式　　4-2

リポジトリ、ドライバ　　13-18

リモート ログイン

アクセスの制御　　6-8

る

ルータ

WCCP 透過リダイレクションの設定　　4-7

ルータ リスト、WCCP サービス用の定義　　4-26

れ

レイヤ 2 リダイレクション　　4-16

レガシー モード、CIFS　　11-4

レポート

CPU 利用率　　16-22

E メール サーバ設定の構成　　9-26

カスタマイズ　　16-12

カスタムの作成　　16-27

カスタムの表示　　16-28

管理　　16-27

スケジューリング　　16-29

定義済み　　16-19

編集　　16-28

レポートの E メール サーバ設定　　9-26

ろ

ローカル CLI アカウント、定義　　7-2

ローカル ユーザ、作成　　7-5

ログ

WAE Device Manager での重大度　　10-36

WAE Device Manager での表示　　10-35

ログイン

WAE Device Manager　　10-2

ログイン アクセス

制御　　6-8

ログイン認証

定義　　2-28, 6-2

ログ機能

監査証跡ログの表示　　16-39

システム メッセージの表示　　16-37

システム ログの設定　　16-31

デバイス ログの表示　　16-40

トランザクション ログ機能　　16-34

メッセージの優先順位　　16-33

わ

割り当て

事前配置ディレクティブへのデバイスの割り当て
　　11-34

デバイス グループへのアプリケーションの割り当
て　　12-11

デバイスへのアプリケーションの割り当て　　
12-11

デバイスをデバイス グループへ割り当て　　3-6

ファイル サーバへのコア クラスタの割り当て　
　11-22

複数のデバイス グループへのデバイスの割り当て
　　3-9


