
  
このマニュアルについて

内容
このマニュアルでは、Cisco IPS 7.2 をサポートするアプライアンスとモジュールの設置方法について

説明します。略語および関連のある IPS 用語を記載した用語集も含めてあります。本書は Cisco 
Intrusion Prevention System（IPS）7.2 のマニュアル セットの一部です。このガイドは、「関連資料」

（P.xiv）に示す各ドキュメントとあわせて使用してください。

ここでは、次のトピックを扱います。

• 「対象読者」（P.xi）

• 「地域および国の電気工事規定遵守」（P.xi）

• 「マニュアルの構成」（P.xiii）

• 「表記法」（P.xiii）

• 「関連資料」（P.xiv）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xv）

対象読者
このマニュアルは、Cisco IPS センサーを設定および維持する経験豊富なネットワーク セキュリティ管

理者を対象としています。IPS には、サポートされている IPS アプライアンスおよびモジュールを含み

ます。

地域および国の電気工事規定遵守

Warning Installation of the equipment must comply with local and national electrical codes. Statement 1074

Waarschuwing Bij installatie van de apparatuur moet worden voldaan aan de lokale en nationale 
elektriciteitsvoorschriften. 

Varoitus Laitteisto tulee asentaa paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukaisesti.
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Attention L'équipement doit être installé conformément aux normes électriques nationales et locales.

Warnung Die Installation der Geräte muss den Sicherheitsstandards entsprechen.

Avvertenza L'installazione dell'impianto deve essere conforme ai codici elettrici locali e nazionali.

Advarsel Installasjon av utstyret må samsvare med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter.

Aviso A instalação do equipamento tem de estar em conformidade com os códigos eléctricos locais e 
nacionais. 

¡Advertencia! La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.

Varning! Installation av utrustningen måste ske i enlighet med gällande elinstallationsföreskrifter.
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マニュアルの構成
この文書は、次の項で構成されています。

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。

セクション タイトル 説明

1 「センサーの概要」 IPS アプライアンスおよびモジュールについて説

明します。

2 「アプライアンスの設置の準備」 アプライアンスの取り付けの準備方法について説

明します。

3 「IPS 4345 および IPS 4360 の設置」 IPS 4345 および IPS 4360 の取り付け方法につい

て説明します。

4 「IPS 4510 および IPS 4520 の設置」 IPS 4510 および IPS 4520 の取り付け方法につい

て説明します。

5 「ASA 5585-X IPS SSP の取り付けお

よび取り外し」

ASA 5585-X IPS SSPの取り付け方法について説

明します。

A 「センサーへのログイン」 さまざまなセンサーへのログイン方法について説

明します。

B 「センサーの初期化」 setup コマンドを使用して、センサーを初期化す

る方法について説明します。

C 「ソフトウェアの入手」 最新の IPS ソフトウェアを入手できる場所、およ

び命名規則について説明します。

D 「システム イメージのアップグレー

ド、ダウングレード、およびインス

トール」

センサーのアップグレード方法およびさまざまな

センターのイメージを再作成する方法を説明しま

す。

E 「トラブルシューティング」 IPS ハードウェアおよびソフトウェアのトラブル

シューティングのヒントが含まれます。

F 「ケーブルのピン割り当て」 アプライアンスのピン割り当てについて説明しま

す。

「Glossary」 IPS の略語と用語が記載されています。

表記法 説明

太字 コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載されま

す。
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（注） 「注釈」です。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。

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。

ワンポイント アドバイス 「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

警告 「警告」の意味です。人為ミスを予防するための注意事項が記述されています。

関連資料
Cisco IPS 7.2 のドキュメントと入手先に関する詳細な一覧については、次の URL を参照してくださ

い。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ips/7.2/roadmap/roadmap7_2.html

Cisco ASA 5500 シリーズのドキュメントと入手先に関する詳細な一覧については、次の URL を参照

してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html

イタリック体 文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数

は、イタリック体で示しています。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

{ x | y | z } 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲

み、縦棒で区切って示しています。

[ x | y | z ] いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で

区切って示しています。

string 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用

符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

courier フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示して

います。

<   > パスワードのように出力されない文字は、山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。

!、# コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント

行であることを示します。
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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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