
Oracle VM VirtualBox マネージャの FindIT ネッ
トワーク マネージャおよび FindIT ネットワーク
プローブをインストールし、設定して下さい 

目標
 

Cisco FindIT ネットワーク管理はスイッチ、ルータおよび Webブラウザを使用してワイヤ
レスアクセスポイント（WAPs）のような 500 シリーズ ネットワークデバイスに容易に監
視し、管理し、設定する Cisco 100 を助けるツールを提供します。 それはまた新しいファ
ームウェア、装置状態、ネットワーク設定更新および保証の下にもはやないし、サポート
契約にカバーされていない接続装置のアベイラビリティのようなデバイスおよび Ciscoサポ
ート通知について知らせます。
 
FindIT ネットワーク管理は 2 つの個別のコンポーネントかインターフェイスで構成される
分散アプリケーションです: FindIT ネットワーク プローブと言われた 1つ以上のプローブお
よび単一管理官は FindIT ネットワーク マネージャを呼出しました。
 
ネットワークに各サイトでインストールされる FindIT ネットワーク プローブの例はネット
ワーク開発を行い、各 Ciscoデバイスと直接通信します。 単一 サイト ネットワークでは、
FindIT ネットワーク プローブのスタンドアロン例を実行することを選択することができま
す。 ただし、ネットワークが複数のサイトから成り立てば、便利な位置で FindIT ネットワ
ーク マネージャをインストールし、マネージャと各プローブを関連付けることができます
。 マネージャ インターフェイスから、そのサイトのための詳細な情報を表示したいとき特
定のサイトでインストールされるネットワークのすべてのサイトのステータスのハイレベル
ビューを得ることができプローブに接続します。
 
この技術情報は方法で手順を Oracle VM VirtualBox マネージャを使用して FindIT ネットワ
ーク マネージャおよび FindIT ネットワーク プローブをインストールし設定する提供します
。
  

Oracle VM VirtualBox マネージャで FindIT ネットワーク マネ
ージャをインストールして下さい
 
FindIT ネットワーク マネージャをインストールして下さい
 

Oracle VM VirtualBox マネージャに開いた仮想 な アプライアンス（OVUM） Virtual
Machine （VM） イメージを展開するために次の手順に従って下さい。
 
ステップ 1. Cisco スモール ビジネス サイトから FindIT ネットワーク マネージャ OVUM
VM イメージをダウンロードして下さい。
 
ステップ 2.サーバまたはコンピュータの Oracle VM VirtualBox マネージャを実行して下さ
い。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


 
注: この例では、CentOS 7 オペレーティング システムは使用されます。
 
ステップ 3. > インポート アプライアンス 『File』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4. Browse ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 5.ステップ 1 のダウンロードされた OVUM イメージをクリックし、そして『
Open』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 6.の隣で続きますクリックして下さい。
 



 
ステップ 7. （オプションの）ダブルクリック アプライアンス名前を変更する Name フィー
ルド。
 



 
注: この例では、FindIT ネットワーク マネージャは使用されます。
 
ステップ 8. 『Import』 をクリック して下さい。
 
注: FindIT ネットワーク マネージャは仮想マシンのリストで順調に展開されたら表示する。
 
ステップ 9： 左パネルで、配置された FindIT ネットワーク マネージャ アプライアンスを選
択するためにクリックして下さい。
 



 
ステップ 10. VM のコンソールにアクセスするために『Start』 をクリック して下さい。
  

展開された FindIT ネットワーク マネージャを設定して下さい
 

FindIT ネットワーク マネージャの配備が優先 する仮想マシンを使用して完了したら、VM
を設定するために下記のステップに従って下さい。
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク マネージャ VM のコンソールにアクセスして下さい。
 
ステップ 2.デフォルトのユーザ名およびパスワードを使用してコンソールへのログイン:
cisco/cisco。 
 

 
ステップ 3 cisco アカウントのためのパスワードを変更するためにプロンプト表示されたら
現在のパスワードを入力して下さい。
 



 
ステップ 4. cisco アカウントのための新しいパスワードを入力し、再びタイプして下さい。
 

 
DHCP IP アドレスおよび管理 GUI アドレスは表示する。
 

 
注: この例では、FindIT ネットワーク マネージャの IP アドレスは 192.168.1.101 であり、
管理 GUI アドレスは https://192.168.1.101 です。
 



ステップ 5.初期セットアップ ウィザードを開始するために sudoconfig_vm コマンドを入力
して下さい。
 

 
ステップ 6. sudo のためのパスワードを入力して下さい。 デフォルトのパスワードは cisco 
です。 それを変更した場合、新しいパスワードを入力して下さい。
 

 
ステップ 7.ホスト名、ネットワーク、NTP サーバおよび時間帯を設定するために Setup ウ
ィザードで YES のための y か n をのためのいいえ入力しないで下さい。
 

 
ネットワークを設定した場合 DHCP が規定 されたり、割り当てられた IP アドレスをチェ
ックし、それを覚える ifconfig コマンドを入力すればステップ 8. （オプションの）。 静的
な IP はまた設定することができます。
 

 
今 VM の FindIT ネットワーク マネージャ インストールを完了する必要があります。
 
学ぶために FindIT ネットワーク マネージャの最初の設定にアクセスし行う方法を手順のた
めにここをクリックして下さい。
  

Oracle VM VirtualBox マネージャで FindIT ネットワーク プロ
ーブをインストールして下さい
 
FindIT ネットワーク プローブをインストールして下さい
 

Oracle VM VirtualBox マネージャに OVUM VM イメージを展開するために次の手順に従っ
て下さい。
 
ステップ 1. Cisco スモール ビジネス サイトから FindIT ネットワーク プローブ OVUM VM
イメージをダウンロードして下さい。
 
ステップ 2.サーバまたはコンピュータの VirtualBox マネージャを実行して下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


 
注: この例では、CentOS 7 オペレーティング システムは使用されます。
 
ステップ 3. > インポート アプライアンス 『File』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4. Browse ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 5.ステップ 1 のダウンロードされた OVUM イメージをクリックし、そして『
Open』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 6.の隣で続きますクリックして下さい。
 



 
ステップ 7. （オプションの）ダブルクリック アプライアンス名前を変更する Name フィー
ルド。
 



 
注: この例では、FindIT ネットワーク プローブは使用されます。
 
ステップ 8. 『Import』 をクリック して下さい。
 
注: FindIT ネットワーク プローブは仮想マシンのリストで順調に展開されたら表示する。
 
ステップ 9： 左パネルで、配置された FindIT ネットワーク プローブ アプライアンスを選択
するためにクリックして下さい。
 



 
ステップ 10. VM のコンソールにアクセスするために『Start』 をクリック して下さい。
 
展開された FindIT ネットワーク プローブを設定して下さい
 
配備が終了したら、VM を設定するために下記のステップに従って下さい。
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク プローブ VM のコンソールにアクセスして下さい。
 
ステップ 2.デフォルトのユーザ名およびパスワードを使用してコンソールへのログイン:
cisco/cisco。
 

 
cisco アカウントのためのパスワードを変更するためにプロンプト表示されます。 DHCP IP
アドレスおよび管理 GUI アドレスは表示する。
 



 
注: この例では、FindIT ネットワーク プローブの IP アドレスは 192.168.1.102 です。
 
ステップ 3. cisco アカウントのための新しいパスワードを入力し、再びタイプして下さい。
 

 
ステップ 4. （オプションの）は FindIT ネットワーク プローブの IP アドレスを見つける 
ifconfig コマンドを入力します。
 

 
今マシンの FindIT ネットワーク プローブを設定する必要があります。
 



学ぶために FindIT ネットワーク プローブの最初の設定にアクセスし行う方法を手順のため
にここをクリックして下さい。 学ぶために FindIT ネットワーク マネージャに FindIT ネッ
トワーク プローブを関連付ける方法を手順のためにここをクリックして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348
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