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Netformx Collector 経由の Smart Net Total Care
へのデータの提供 
本書では、インベントリ データとデバイス データを検出および収集してから、Netformx
DesignXpert アプリケーション経由で Cisco Smart Net Total Care™ Portal にアップロードする方
法について説明します。
 
Netformx DesignXpert は、Smart Net Total Care Portal でサポートされる収集オプションの 1 つ
です。 利用可能なその他の収集オプションの詳細については、『Device Data Collection
Options（デバイス データ収集オプション）』 を参照してください。
  

ヒント： 本書で説明するプロセスをデジタル形式でご覧になりたい場合は、『Pairing
Cisco Smart Net Total Care with Netformx DesignXpert（Cisco Smart Net Total Care と
Netformx DesignXpert のペアリング）』ビデオをご覧ください。
  

前提条件 
本書に記載された情報は、Netformx アプリケーション（DesignXpert または Netformx
Discovery）がすでにマシンにインストールされ、アプリケーションにシスコ ID が正しく定義さ
れていることを前提としています。 これらの前提条件が満たされていない場合は、検出アクショ
ンをエンドユーザ アカウントに関連付けることはできません。また検出出力結果をシスコに正常
にアップロードすることもできません。
 
本書で説明されているプロセスの準備として、必要に応じて上記のアクションを実施してくださ
い。
 

シスコ ID の取得と登録を行っていない場合は、Cisco Registration ページに移動して、説明
されているプロセスを完了してください。
Netformx コレクタの基本的なインストール方法の詳細については、『Netformx DesignXpert
User Guide（Netformx DesignXpert ユーザ ガイド）』 を参照してください。
  

データの検出、収集、シスコへのアップロード 
ネットワーク検出をセットアップしてインベントリを収集し、そのデータをシスコにアップロー
ドするには、次の手順を完了してください。
 

DesignXpert を起動し、[ネットワークの検出（Discover Network）] をクリック後、[空白
のプロジェクト（Blank Project）] をクリックします。
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プロジェクトの名前を入力し、[OK] をクリックします。 デフォルトの [Netformx
Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] インターフェイスが表示されます。

2.

一部の項目にはデフォルト設定が適用されている場合があります。 ネットワーク設定に適
合するように、必要に応じてデフォルト設定を変更します。

3.



[Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] 画面で [設定（Configure）] を
クリックすると、[Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Configuration）] ウィン
ドウの [ネットワーク（Network）] タブが表示されます。 このタブでは、検出操作の開始
点、範囲、およびスコープを指定できます。

注: これらの設定を行うには、検出対象の環境に関する十分な知識が必要です。仮定や推量
に基づいて設定を行うと、検出の処理時間が長くなったり、検出操作に失敗したりする可
能性があります。

4.

アプリケーションに環境を示すには、次の 2 つのいずれかの方法を選択してください。

シード ルータを指定します。 シード ルータは、名前が示すように、ネットワーク検出自
体の開始点を意味します。 シード ルータは、検出操作において最初のルータ ポイントと
なる接続先です。 ホップの数は、検出操作が対象とする、シード ルータからのサブネット
ホップの数です。 つまり、シード ルータとホップ数によって、検出操作の開始点と、対象
となる範囲全体が確定します。 検出では、シード ルータのルーティング情報やその他のテ
ーブル情報に基づいて、その後の検出プロセスを進めます。その際、シード ルータからの
ホップ数によって設定された範囲内で検出を行います。 ホップ数が多くなるほど、検出の
対象範囲が広くなり、発見対象のデバイスの合計範囲が増加するので、検出プロセスにか
かる時間が全体的に長くなります。

検出操作のスコープを定義して範囲を特定します。 2 番目の方法では、開始 IP アドレス

5.



と終了 IP アドレスを明示的に設定して定義範囲を確定します。 検出プロセスは、設定さ
れている開始点と終了点の範囲全体を対象にして実行します。 繰り返しますが、全体的な
範囲が広くなるほど、検出プロセスにかかる時間も長くなります。 大規模ネットワークの
場合、特定の IP 範囲を設定するか、または [除外（Exclude）] オプションを使用して、メ
イン アクションをより小さなチャンクに分割することが推奨されます。 [除外
（Exclude）] オプションは検出操作自体のサイズとスコープを小さくするのにも役立ちま
すが、IT 部門で確立済みのネットワークのアドレス体系に関する情報が必要となります。

[SNMP] をクリックし、Simple Network Management Protocol（SNMP）クレデンシャル
を入力します。

注: ネットワーク内で使用されている SNMP 設定について、十分な知識が必要になります
。 機器がサポートする SNMP のタイプと、関連付けられている read コミュニティ ストリ
ングを把握している必要があります。 検出プロセスでは、SNMP を使用してデバイス レ
ベルの情報が収集されます。 SNMPv3 に関しては、認証と暗号化の詳細、および IT 部門
により実装されている場合はセキュリティ フレーズを定義することが必要な場合がありま
す。

6.

[Telnet/SSH] をクリックし、ネットワーク デバイスの Telnet とセキュア シェル
（SSH）のクレデンシャルを入力します。

7.



注: 検出プロセスでは、CLI コールが行われ、すべてのデバイスから CLI 情報が収集される
ので、環境で定義されている Telnet および SSH の適切なユーザ名とパスワードを把握し
ておく必要があります。
[シスコ固有（Cisco Specific）] をクリックし、[設定（Settings）] 領域の [Cisco
SmartAdvisor（CSA）を有効にする（Enable Cisco SmartAdvisor (CSA)）] チェックボッ
クスをオンにします。

8.



注: 標準の Cisco Discovery でのアップロードおよび分析処理では、[シスコ設定ファイルの
ダウンロード（Download Cisco configuration files）] オプションまたは [IP フォン設定の
取得（Retrieve IP phones configuration）] オプションを有効にする必要はありません。 こ
れらのオプションを有効にすると、すべてのネットワーク デバイスの設定ファイルが、検
出操作を実行するローカル マシンにダウンロードされます。 この操作はバックアップ目的
で設定ファイルを収集するために行うこともできますが、その場合は検出プロセスが長く
なります。
[スキャン オプション（Scan Options）] をクリックして、必要に応じてオプションを調整
します。

9.



注: このタブのオプションは Netformx 専用であるため、行った調整は Netformx のレポー
ト機能のみに影響します。 この設定は、シスコへの検出データのアップロードには影響し
ません。
ヒント： シスコのみのアップロード アクションを考慮して、最適化して総検出時間を短縮
したい場合は、[物理リンクの検出（Discover physical links）]、[VLAN の検出（Discover
VLANs）]、または [ポート レベル詳細設定の検出（Discover advanced port level
settings）] オプションをオンにしないでください。 また、[名前の解決（Resolve
names）] および [WMI 検出を使用（Use WMI Discovery）] オプションも使用しないでく
ださい。

[インポート（Import）] をクリックし、必要に応じてオプションを調整します。10.



注: このタブのオプションは Netformx 固有のもので、正常な検出操作後に Netformx が独
自のレポート用にデータを処理する方法を、より詳細に制御できます。 この設定は、シ
スコへの検出データのアップロードには影響しません。
[OK] をクリックして [Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] インター
フェイスに戻ります。

注: [Netformx Discovery 設定（Netformx Discovery Settings）] ウィンドウで、設定したオ
プションを最終的に確認します。

11.

上部のリボン（[設定（Configure）] の上）にある緑色の小さな [run（実行ボタン）] をク
リックして、検出を実行します。

12.



ヒント： 上部のリボンの右側にある [ログ（Log）] をクリックすると、検出プロセスを
モニタできます。
検出操作が完了したら、[OK] をクリックして出力を確認します。

確認が完了すると、ネットワーク トポロジ図が表示されます。これには、検出操作で収
集されたデータが描画されます。

13.



ここで [設計（Design）] タブに戻って、情報をシスコにアップロードできます。14.

[分析（Analysis）] > [Cisco Smart Advisor] > [ネットワーク評価要求を送信（Submit
Network Assessment Request）] に移動します。

15.



[評価要求プロジェクト スコープ（Assessment Request Project Scope）] ダイアログボ
ックスが表示されます。

[プロジェクト（Project）] をクリックして、[次へ（Next）] をクリックします。 [送信
（Submission）] ウィンドウが表示されます。

16.



注: [要求の詳細（Request Details）] セクション（A）のオプションで、シスコに転送す
る情報を指定できます。 [カスタマーの詳細（Customer Details）] セクション（B）のオ
プションでは、検出操作をシスコに関連付けることができます。 必要に応じて、前の図
のように [IP アドレスのアップロード（Upload IP Addresses）] オプションをオフのまま
にすることができます。
[カスタマーの詳細（Customer Details）] セクションの虫眼鏡アイコンをクリックして、
[検索（Search）] ダイアログボックスを開きます。ここでは、検出の実行を自社に関連付
け、詳細をシスコにアップロードできます。

17.



3 つの情報を入力して [検索（Search）] をクリックすると、入力した情報に適合するす
べての結果を示すリストがシスコから送信されます。

18.



正確なアドレスを特定し、[OK] をクリックします。

選択した情報が [カスタマーの詳細（Customer Details）] セクションに表示され、ダイア
ログボックスの下半分にユーザの情報が表示されます。

19.

[電子メール通知の有効化（Enable email notification）] チェックボックスをオンにして
（オンになっていない場合）、シスコから更新を受け取れるようにします。

20.

シスコ パートナーであるか Cisco Enterprise カスタマーである場合は、[ユーザ タイプ
（User Type）] セクションの [シスコ パートナー（Cisco Partner）] オプション ボタンを
オンにします。

さらに、シスコの従業員は [Cisco SE] オプション ボタンを選択して自身を特定し、必要
に応じてシスコ関連の詳細を入力します。

21.



注: デフォルトでは、プライマリ CCOID（最初の行）には、Netformx アプリケーション
の [オプション（Options）] セクションで入力された CCO ID の情報がそのまま表示され
ます。 ただし、CCO ID 情報を手動で追加することもできます。
必要なすべての情報を追加して [送信（Submit）] をクリックすると、データのアップロ
ードのステータスを示すウィンドウが表示されます。

注: アップロード時間は、検出結果ファイルのサイズ、ユーザのインターネット接続、処
理能力、シスコ データセンターにその時点で送信されているトラフィック量によって異
なります。

22.

アップロードのステータスをモニタし、アップロードが完了してステータス フラグが変
わるのを待ちます。

23.

Smart Net Total Care Portal にインベントリがアップロードされたら、ポータルに新しい24.



インベントリが「Netformx_Default」という名前で表示されることを確認します。

注: このツールで検出されてアップロードされたすべてのデバイスは、以後のアップロー
ドでこのインベントリに配置されます。
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