
 

はじめに

ここでは、『Cisco Prime Network Analysis Module ユーザ ガイド』の目的、対象読者、表記法、および

マニュアルの構成について説明し、Cisco Prime NAM ソフトウェアのマニュアルに関する一般情報を

提供します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「章の概要」（P.xi）

• 「対象読者」（P.xii）

• 「表記法」（P.xii）

• 「通告」（P.xiii）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiii）

Prime NAM がサポートするプラットフォームのリストについては、『Cisco Prime Network Analysis 
At-a-Glance』を参照してください。

章の概要
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

表 1 マニュアルの構成

章 タイトル 説明

第 1 章 「概要」 Prime NAM がどのようにネットワークの可視性を高め、

迅速なトラブルシューティングや最適化決定に役立つかの

概要。

第 2 章 「Cisco NAM 導入の計

画」

パフォーマンス解決と最適化目標に応じた、ネットワーク

への NAM 導入計画についての情報。

第 3 章 「Cisco Prime NAM の
セットアップ」

高度な機能を使用するかどうか決定するときに確認できる

セットアップの詳細。

第 4 章 「トラフィックのモニタ

リングと分析」

各種データを表示およびモニタリングするためのオプショ

ン。

第 5 章 「パケットのキャプチャ

とデコード」

パケット データのキャプチャ、フィルタリング、復号化

に向けた複数セッションの設定方法、ファイル制御システ

ムのデータ管理方法、パケットの内容の表示方法。

第 6 章 「ユーザ管理とシステム

管理の実行」

ユーザとシステムの管理作業を実行する方法およびテクニ

カル サポートを受けるために診断情報を生成する方法。
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対象読者
このマニュアルは、主に Network Analysis Module（NAM）を設定して、ネットワーク セグメント上

のトラフィックをモニタリングし、新たに発生する問題を分析する必要があるネットワーク管理者を対

象としています。ネットワーク管理者として、次の項目について理解しておく必要があります。

• インターネットワーキングで使用される基本的な概念と用語。

• ネットワーク トポロジとプロトコル

• 基本的な UNIX コマンドまたは基本的な Windows 操作

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

第 7 章 「NAM の導入」 Prime NAM 導入のシナリオおよびそれらを理解するため

に必要な詳細。

付録 A 「ネットワークおよび 
NAM の問題のトラブル

シューティング」

NAM とそのネットワーク接続に一般的に見られる問題

と、推奨される対応方法。

付録 B 「参照」 Prime NAM の参照情報。

表 1 マニュアルの構成 （続き）

章 タイトル 説明

表記法 説明

boldface コマンドおよびキーワード。

italic ユーザによるコマンド入力

[ ] 角カッコ内の要素は、省略可能です。

{ x | x | x } 選択すべきキーワード（x の部分）は、波カッコで囲み、縦棒で区切って

表します。いずれか 1 つを必ず選択します。

^ または Ctrl Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl-D と表記されている場

合、Ctrl キーを押さえながら D キーを押します。

screen フォント 画面に表示される情報の例を表します。

太字の screen フォント 入力が必要な情報の例

italic screen font 入力が必要な変数の例

< > パスワードのように、出力されない文字は、かぎカッコ（<>）で囲んで

示しています。

[ ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示

しています。

[Option] > [Network 
Preferences]

 メニュー項目の選択
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注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま

す。

通告
『Cisco Prime Network Analysis Module Third Party and Open Source Copyright Notices』には、Prime 
NAM で使用されるオープン ソース ソフトウェアのライセンスおよび通知が含まれています。Prime 
NAM には、OpenSSL ツールキット（http://www.openssl.org）の使用に向けて OpenSSL プロジェク

トで開発されたソフトウェアが含まれています。このマニュアルは、Prime NAM 技術マニュアルと共

に www.cisco.com から入手できます。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー ア
プリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。

RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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