
 

データ  シート
Cisco Network Assistant 3.0 
（Catalyst Express 500 シリーズ用機能）
製品概要

Cisco® Network Assistant は、 Cisco Smartports テク ノ ロジーを使用して、 小規模あるいは中規模ネッ ト ワークの集中管理を実現

し、 導入前および導入後のメンテナンスを簡素化します。 Cisco Network Assistant は PC ベースのネッ ト ワーク管理アプリ ケー

シ ョ ンであ り、 最大 250 ユーザのネッ ト ワーク用に最適化されています。

ユーザは使いやすい GUI を使用して、 構成管理、 インベン ト リ  レポート、 パスワード同期、 およびド ラ ッグ アンド  ド ロ ップ

による  Cisco IOS® ソフ ト ウェアのアップグレード といった共通サービスを、 中小規模ネッ ト ワーク向けスイ ッチ、 ルータ、 お

よびアクセス  ポイン トに対して適用できます。 Cisco Network Assistant は www.cisco.com から無料でダウンロードできます。

Cisco Network Assistant 3.0 の主要機能の 1 つと して、 新しい Cisco Catalyst® Express 500 シ リーズ スイ ッチへのサポートが挙げ

られます。 シスコシステムズの強固なテク ノ ロジーを装備した Catalyst Express 500 は、 中小規模ネッ ト ワークのニーズに合わ

せて構築されており、 ポート、 デバイス、 およびネッ ト ワーク  レベルの各機能に対して、 組み込みの Web ベースのデバイス

マネージャ と  Cisco Network Assistant 3.0 を使用できるよ うになっています。 Cisco Network Assistant 3.0 を使用する と、 Catalyst
Express 500 シ リーズの管理が迅速かつ容易になり ます。 また、 Cisco Network Assistant 3.0 は、ネッ ト ワーク管理をスマート、シ

ンプル、 かつセキュアに行うための独自の機能を提供します。

主な機能と利点

Smartports Advisor
Cisco Smartports テク ノ ロジーによ り、 共通の設定をまとめて行う こ とが可能となり、 シスコのネッ ト ワーク  デバイスに対する

ネッ ト ワーク  セキュ リティ と  Quality of Service （QoS; サービス品質） の正確な動作が支援されます。 Cisco Catalyst Express 500
シ リーズは Smartports Advisor を使用して、接続されているシスコ  デバイスを自動検出し、適切な Smartports ロールを提示しま

す。 Catalyst Express 500 シ リーズ固有の機能には、 サーバなどのサードパーティ  デバイスに対応した Smartports ロールの追加

および誤設定されたポートの検出があ り ます。

Troubleshooting Advisor
Cisco Network Assistant 3.0 は、 ネッ ト ワークの潜在的な問題を自動的に識別し、 グラフ ィカルな ト レンド  グラフを用いて問題

を文書化するこ とで、 ト ラブルシューティングの内容を理解しやすく高度なレベルで提供します。 その例と しては、 ケーブル

接続の問題、 設定エラー、 およびネッ ト ワークの潜在的な問題などが挙げられます。 問題に関する説明を読んだあとは、 マウ

スを 1 回ク リ ッ クするだけで修正を開始できます。

ネッ トワーク同期

この機能は、 VLAN の不一致、 集中した時間、 セキュ リ テ ィ  ポ リ シーなど、 ネッ ト ワークの矛盾した設定を検出し ます。

Troubleshooting Advisor と連携して、 これらの矛盾を容易に検出して修正します。

ド ラ ッグ アンド  ドロップによる Cisco IOS ソフ トウェアのアップグレード

ト ポロジー ビューの対象デバイスのアイコンに対して PC のデスク ト ップから  Cisco IOS ソフ ト ウェアをド ラ ッグ アンド  ド
ロ ップするだけで、 Catalyst Express 500 シ リーズ スイ ッチ、 ルータ、 またはアクセス  ポイン ト上の Cisco IOS ソフ ト ウェアを

簡単にアップグレードするこ とができます。 ユーザは、 Cisco IOS ソフ ト ウェアのファイル名を入力したり、 特定の Trivial File
Transfer Protocol （TFTP; 簡易ファイル転送プロ ト コル） サーバの IP アドレスを選択したりする必要があ り ません。
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イベン ト通知

新しいイベン ト通知システムでは、 Cisco Network Assistant の新しいバージ ョ ンがダウンロード可能になったと き、 ネッ ト ワー

クのデバイスに潜在的な問題が発生したと き、または設定の変更が必要な場合に、ユーザにそれらのイベン ト を通知します。時

間、 説明、 問題を解決するための提案 （該当する場合） など、 イベン トに関する必要な情報はすべて、 ダイアログ ボッ クスに

表示されます。

タスクベースのメニュー

Cisco Network Assistant では直感的なナビゲー ト が可能になっています。 メ イン  ツールバーは 4 つのカテゴ リ （Configure、
Monitor、 Troubleshoot、 および Maintenance） に分かれているため、 Catalyst Express 500 シ リーズ スイ ッチを管理するための重

要なタスク と機能を簡単に見つけるこ とができます。Cisco Network Assistant 3.0 は、アプ リ ケーシ ョ ン内を簡単にナビゲートで

きるよ うに、 シ ョート カッ ト  キーをサポート しています。 マウスまたはキーボードのどちらを使ってもナビゲートするこ とが

できます。

トポロジー ビューと前面パネル ビュー

ユーザは、物理トポロジー ビューと前面パネル ビューの 2 つの画面を用いてネッ ト ワークをモニタするこ とができます。 ト ポ

ロジーは、 ネッ ト ワーク内のデバイス  タイプだけでなく、 デバイスの状態、 物理接続、 および各種モニタ リ ング機能に関する

詳細情報をすべて、 1 つのビューでグラフ ィカルに表示します。 前面パネル ビューには、 ネッ ト ワーク内の複数のスイ ッチが

同時に表示され、 各ポートのスイ ッチ ポートの状態、 全二重/半二重モード、 速度が表示されます。 ユーザは、 複数のスイ ッチ

間の複数のポート をま とめて選択でき、 VLAN などのパラ メータ設定時間を短縮するこ とが可能です。

Security Slider
ネッ ト ワーク  セキュ リティ と  Catalyst Express 500 シ リーズ スイ ッチへのアクセスは、 Cisco Network Assistant の Security Slider
で目的のレベル （低、 中、 または高） を選択するこ とで設定できます。 「低」 （デフォルト ） は、 ポート  セキュ リティを提供し、

ブロードキャス ト  ス トームに対する防御を行います。 「中」 では、 MAC アドレス認証機能が追加されます。 「高」 では、 メディ

ア レベルのアクセス制御に対応した IEEE 802.1X 認証が加わり、 ネッ ト ワーク接続を許可または拒否する機能を提供し、 ユー

ザまたはマシンの識別情報に基づいて VLAN アクセスを制御します。

安全な無線接続

WLAN が普及するにつれて、小規模ネッ ト ワークのなかにも  WLAN セキュ リティの強化が必要になっています。Catalyst Express
500 シ リーズに組み込まれたインテ リジェンスを利用するこ とで、Cisco Network Assistant では、Cisco Aironet® 無線アクセス  ポ
イン トの Service Set Identifier （SSID） および Wired Equivalent Privacy （WEP） の設定が可能になっています。

Guest Port
Guest Port は、 ゲス ト をインターネッ トのみに接続できるよ うにします。内部ネッ ト ワーク  ト ラフ ィ ッ クから  Guest Port ユーザ

を隔離するこ とによ り、 「イン ト ラネッ ト  アクセス専用」 の機密情報とサービスは、 未認証のゲス ト  ユーザから保護されます。

サポート される Cisco Catalyst Express スイッチ

表 1 に、 Cisco Network Assistant 3.0 でサポート される各種 Cisco Catalyst Express 500 シ リーズ スイ ッチを示します。
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表 1 サポート される Cisco Catalyst Express スイッチ

その他のプラッ ト フォームのサポート

Cisco Network Assistant では、 モジュラ型および固定型 Cisco Catalyst スイ ッチのほか、 サービス統合型ルータ と  EtherSwitch®

ネッ ト ワーク  モジュール、 Cisco Aironet 無線アクセス  ポイン ト、 および Cisco IP Phone といったシスコ  プラ ッ ト フォームもサ

ポート しています。 詳細については、 以下のリ ンクを参照してください。

サービス統合型ルータ

http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/

無線アクセス ポイン ト

http://www.cisco.com/jp/product/hs/wireless/

Cisco IP Phone
http://www.cisco.com/jp/product/hs/iptel/ipp/

システム要件

表 2 に、 Cisco Network Assistant 3.0 のシステム要件を示します。

表 2 システム要件

ダウンロード

Cisco Network Assistant 3.0 は、 http://www.cisco.com/jp/product/hs/netmgt/cna/ から無料でダウンロードできます。

製品名 SKU 構成

Catalyst Express 500-24TT • デスク ト ップ接続用の 10/100 ポート× 24

• アップリンクまたはサーバ接続用の 10/100/1000BASE-T ポート× 2

Catalyst Express 500-24LC • デスク ト ップ接続用の 10/100 ポート× 20

• デスク ト ップ、無線アクセス ポイン ト、IP テレフォニー、または有線 TV カ メラ接続用の 10/100 Power
over Ethernet （PoE） ポート× 4

• アップリンクまたはサーバ接続用の 10/100/1000BASE-T または Small Form-Factor Pluggable （SFP）
ポート× 2

Catalyst Express 500-24PC • デスク ト ップ、 無線、 IP テレフォニー、 または有線 TV カメ ラ接続用の 10/100 PoE ポート× 24

• アップリンクまたはサーバ接続用の 10/100/1000BASE-T または SFP ポート× 2

Catalyst Express 500G-12TC • サーバ集約またはサーバ接続用の 10/100/1000BASE-T ポート× 8 と  10/100/1000BASE-T または

SFP ポート× 4

項目 要件

OS（オペレーテ ィング システム） Windows NT 4.0 （Service Pack 6 以上）、 Windows 2000 （Service Pack 3 以上）、Windows XP （Service
Pack 1 以上）

ディスク容量 50 MB の空きディスク容量

ハードウェア 233 MHz の PC

メモリ 128 MB
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