
 

はじめに

このマニュアルでは、Web ベースのユーザ インターフェイス（Web UI）を使用して Cisco Prime 
Network Registrar を設定する方法について説明します。ネットワーク アドレスの管理に使用できるよ

うに、Cisco Prime Network Registrar 機能の知識を習得する方法についても説明します。

対象読者
このマニュアルは、ネットワークのドメイン ネーム システム（DNS）、ダイナミック ホスト コンフィ

ギュレーション プロトコル（DHCP）、Trivial File Transfer Protocol（TFTP）、および簡易ネットワー

ク管理プロトコル（SMTP）サーバを管理するネットワーク マネージャを対象にしています。ネット

ワーク マネージャは、次の項目に精通している必要があります。

• インターネットワーキングで使用される基本概念と用語

• ネットワーク トポロジとプロトコル 

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

第 1 章 「セットアップ Web UI の概要」

第 2 章 「セットアップ Web UI の実行」
v
Cisco Prime Network Registrar クイック スタート ガイド 8.0

OL-24396-01-J



 

はじめに
表記法
このマニュアルでは、次の項で説明されている表記法を使用しています。

書式

このマニュアルでは、次の書式規則を使用しています。

• ユーザによる入力および制御は太字で表記します。たとえば、「1234 と入力」のように記載します。

• オブジェクトの属性は斜体で表記します。たとえば、「failover-safe-period 属性」のように記載し

ます。

• 章または章の項のクロスリファレンスは、青色で表記します。たとえば、「「表記法」（P.vi）を参

照」のように記載します。

ナビゲーションと画面

このガイドでは、ナビゲーションと画面について、次の表記法を使用しています。

• Windows システムでは、2 つボタン マウスを使用します。オブジェクトをドラッグ アンド ドロッ

プするには、オブジェクトにカーソルを合わせて左のマウス ボタンをクリックして押したまま、

オブジェクトを目的の位置までドラッグします。そして、ボタンを放します。

• Solaris システムでは、3 つボタン マウスを使用します。オブジェクトをドラッグ アンド ドロップ

するには、オブジェクトにカーソルを合わせて中央のマウス ボタンをクリックして押したまま、

オブジェクトを目的の位置までドラッグします。そして、ボタンを放します。

• 画面表示は、使用しているシステムやブラウザによって、このガイドで示す内容とは多少異なる場

合があります。

記号

本文中に出てくる記号の意味は次のとおりです。

注意 「要注意」の意味です。潜在的なデータの破損や損失を警告しています。

（注） 「注釈」です。特に注目すべきことを説明しています。

ワンポイント アドバイス 「時間を節約できる情報」です。時間の節約につながる方法を紹介しています。

ヒント 「役に立つ情報」です。最適な処置について説明しています。
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はじめに
製品マニュアル

（注） 元のドキュメントの発行後に、電子ドキュメントを更新することがあります。マニュアルのアップデー

トについては、Cisco.com で確認してください。

表 1 に、ご利用可能な製品マニュアルを示します。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/tsd_products_support_series_home.html にアクセスして、

Cisco Prime Network Registrar のマーケティング資料やユーザ マニュアルを参照できます。

表 1 製品マニュアル

参照先 利用できる形式

『Cisco Prime Network Registrar 8.0 
クイック スタート ガイド』（このマ

ニュアル）

• PDF が製品 CD に収録されています。

• Cisco.com：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/prod_insta
llation_guides_list.html

『Documentation Guide for Cisco 
Prime Network Registrar 8.0』

• PDF が製品 CD に収録されています。

• Cisco.com：
http://www.cisco.com/en/US/products/
ps11808/products_documentation_overview.html

『User Guide for Cisco Prime 
Network Registrar 8.0』

• PDF が製品 CD に収録されています。

• Cisco.com の 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/products_
user_guide_list.html 

『Installation Guide for Cisco Prime 
Network Registrar 8.0』

• PDF が製品 CD に収録されています。

• Cisco.com の 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/prod_insta
llation_guides_list.html

『CLI Reference Guide for Cisco 
Prime Network Registrar 8.0』

• PDF が製品 CD に収録されています。

• ソフトウェアのインストール時に、Web ブラウザで表示で

きる HTML ドキュメント。このドキュメントは、[All 
Programs] > [Network Registrar 8.0] > [Network Registrar 8.0 
CLI Reference Guide] で参照できます。

• Cisco.com の 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/prod_com
mand_reference_list.html

『Cisco Prime Network Registrar 8.0 
Third Party and Open Source 
Licenses and Notices』

• PDF が製品 CD に収録されています。

• Cisco.com の 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/prod_relea
se_notes_list.html
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はじめに
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。

『Release Notes for Cisco Prime 
Network Registrar 8.0』

• PDF が製品 CD に収録されています。

• Cisco.com：
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11808/prod_relea
se_notes_list.html

オンライン ヘルプ • ヘルプ コンテンツ全体を表示するには、メイン メニュー

で [Help] > [Help Contents] を選択します

表 1 製品マニュアル （続き）

参照先 利用できる形式
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