
vii
Cisco Broadband Access Center for Cable インストレーション ガイド

OL-11759-01-J

はじめに

『Cisco Broadband Access Center for Cable インストレーション ガイド Release 2.7.1』では、Cisco

Broadband Access Center（以下、BAC）の一般的な要件およびインストール手順について説明します。

ここでは、このマニュアルの後続の章について概要を示し、この BAC リリースをサポートする関

連資料の詳細情報を提供します。また、このマニュアルで使用されているスタイルと表記法につい

ても説明します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• 対象読者（p.viii）

• マニュアルの構成（p.viii）

• 表記法（p.ix）

• 製品マニュアル（p.x）

• 関連資料（p.xi）

• マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.xii）
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対象読者
システム インテグレータ、ネットワーク管理者、およびネットワーク技術者は、このインストレー

ション ガイドを使用して、Solaris オペレーティング システムに BAC をインストールし、Device

Provisioning Engine（DPE）を設定します。

（注） このインストレーション ガイドには、BAC という記述が含まれています。2 つの例外を除き、これ

らの記述は BAC ソフトウェアを意味します。例外は、BAC の参照も含めて具体的なデータを入力

するように要求されている場合、および特定のファイル、ディレクトリ、またはパス名を意味して

いる場合です。このような場合は、このマニュアルで記述されているとおりに文字列を入力する必

要があります。

マニュアルの構成
このマニュアルの章は次のとおりです。

タイトル 説明

概要 BAC のインストールの一般的な要件について説明します。

BAC のインストール準備 BAC をインストールする前に考慮すべき点（たとえば、BAC の

各コンポーネント、データベースの要件、ソフトウェアをイン

ストールする操作の順序）について説明します。

BAC のインストール GUI または Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イン

ターフェイス）から BAC の各コンポーネントをインストールす

る方法について説明します。

ラボ環境へのインストール GUI または CLI から BAC のラボ バージョンをインストールす

る方法について説明します。

インストール後の作業 インストール後に実行する必要がある作業について説明しま

す。

BAC のアップグレード 各 BAC コンポーネントのアップグレード方法について説明し

ます。

DPE の設定 BAC コンポーネントである DPE の設定方法について説明しま

す。

BAC のアンインストール BAC のアンインストール方法について説明します。

Network Registrar コンフィギュ

レーション ファイルの例

データおよび音声テクノロジーを短時間で導入するための

Cisco Network Registrar（CNR; Cisco ネットワーク レジストラ）

の設定に使用するサンプル ファイルを示します。

インストール ワークシート インストール中に入力した値を記録するためのワークシートを

示します。
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表記法
このマニュアルは、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。

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。

項目 表記

コマンドおよびキーワード 太字

ユーザが値を指定する変数 イタリック体

セッション情報およびシステム情報の表示出力 screen フォント

ユーザが入力する情報 太字の screen フォント

ユーザが入力する変数 イタリック体の screen フォント

メニュー項目およびボタン名 太字のフォント

本文中のメニュー項目の選択 Option > Network Preferences

表中のメニュー項目の選択 Option > Network Preferences
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製品マニュアル

（注） 初版発行後、印刷物または電子マニュアルの更新を行う場合があります。マニュアルの更新につい

ては、Cisco.com で確認してください。

表 1 は、この BAC リリースに対応するマニュアルを示しています。

表 1 製品マニュアル

マニュアル タイトル ご利用形式

『Release Notes for Cisco Broadband Access Center,

Release 2.7.1』

• 製品 CD に収録されている PDF

• Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/
ps529/prod_release_notes_list.html

『Cisco Broadband Access Center for Cable インス

トレーション ガイド Release 2.7.1』

• 製品 CD に収録されている PDF

• Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/
ps529/prod_installation_guides_list.html

『Cisco Broadband Access Center Administrator 

Guide, Release 2.7.1』

• 製品 CD に収録されている PDF

• Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/
ps529/prod_maintenance_guides_list.html

『Cisco Broadband Access Center DPE CLI 

Reference, Release 2.7.1』

• 製品 CD に収録されている PDF

• Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/
ps529/prod_command_reference_list.html

アプライアンス DPE-2115 のサポート用：

• 『Device Provisioning Engine 2115 Recovery
CD-ROM Release Notes』

• 『Installation and Setup Guide for the Cisco 1102
VLAN Policy Server』

Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/

ps529/prod_release_notes_list.html

注意 VLAN ポリシー サーバのマニュアルは、ポートおよびコネクタを識別する場合、およ
びハードウェア インストレーションを実行する場合のみ、参照してください。このマ
ニュアルの設定手順は実行しないでください。

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_release_notes_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_release_notes_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_installation_guides_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_installation_guides_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_maintenance_guides_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_maintenance_guides_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_command_reference_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_command_reference_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps529/prod_release_notes_list.html
Cisco.com
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関連資料

（注） 初版発行後、印刷物または電子マニュアルの更新を行う場合があります。マニュアルの更新につい

ては、Cisco.com で確認してください。

表 2 は、この BAC リリースに対応する関連資料を示しています。

表 2 製品マニュアル

マニュアル タイトル ご利用形式

『Release Notes for Cisco Network Registrar 6.2.3』 Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/

ps1982/prod_release_notes_list.html

『Cisco Network Registrar User’s Guide, 6.2.1』 Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/

ps1982/products_user_guide_list.html

『Cisco Network Registrar CLI Reference Guide, 

6.2.1』

Cisco.com（次の URL を参照）

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/

ps1982/prod_command_reference_list.html

http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps1982/prod_release_notes_list.html
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps1982/products_user_guide_list.html
Cisco.com
http://cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps1982/prod_command_reference_list.html
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マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ
ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュ

リティ ガイドライン、および推奨エイリアスと一般的なシスコ マニュアルについては、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が示されています。次の URL から入手してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ

メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ

さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ

グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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