Cisco FindIT ネットワーク管理のためのシステ
ム要件
目標
Cisco FindIT ネットワーク管理 アプリケーションは Webブラウザによってネットワークの
500 シリーズ デバイスに Cisco 100 を便利に監視し、管理するのを助けるツールを提供し
ます。 きちんと展開されたとき、それは自動的にネットワークを検出し、Ciscoスイッチ、
ネットワークにつながれるルータおよびワイヤレスアクセスポイントのようなデバイスを設
定し、監視することを可能にします。 それはまたファームウェア更新のあなた、またデバ
イス 保証およびサポート 契約 カバレッジ プロンプト表示します。
この技術情報は FindIT ネットワーク マネージャおよび FindIT ネットワーク プローブのた
めのシステム要件を示すことを向けます。

システム要件
FindIT ネットワーク マネージャおよび FindIT ネットワーク プローブは仮想マシン イメー
ジとして配られます。 これらのプラットフォームを実行するために、下記の必要条件を満
たして下さい。

FindIT ネットワーク マネージャ
●

Hypervisor:
- Microsoft 超V マネージャ バージョン 10.0 または それ 以上
- Oracle VM VirtualBox バージョン 5.0.2 または それ 以上
-の VMware 以下の製品。
ESXi バージョン 5.5 または それ 以上
融合バージョン 7 または それ 以上
ワークステーション バージョン 12 または それ 以上
中央処理装置 （CPU）: 1x 64 ビット Intel アーキテクチャ
メモリ： 2 GB
ディスク領域: 20 GB
ブラウザ— FindIT ネットワーク プローブは Web ユーザ ユーザー・インターフェースを通し
て管理されます。 このインターフェイスを使用するために、ブラウザは次のいずれかである
必要があります:
- Apple Safari バージョン 9
- Google Chrome バージョン 52
- Microsoft Edge バージョン 38
- Microsoft Internet Explorer バージョン 11
- Mozilla Firefox バージョン 48
FindIT ネットワーク プローブが FindIT ネットワーク マネージャにトランスミッション コン
トロール プロトコル（TCP） 接続を確立するように network — ネットワークは設定する必
要があります。
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FindIT ネットワーク プローブ

●

Hypervisor:
- Microsoft 超V マネージャ バージョン 10.0 または それ 以上
- Oracle VM VirtualBox バージョン 5.0.2 または それ 以上
-の VMware 以下の製品:
●
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ESXi バージョン 5.5 または それ 以上
融合バージョン 7 または それ 以上
ワークステーション バージョン 12 または それ 以上

中央処理装置 （CPU）: 1x 64 ビット Intel アーキテクチャ
メモリ： 512 MB
ディスク領域: 2 GB
ブラウザ– FindIT ネットワーク プローブは Web ユーザ ユーザー・インターフェースを通し
て管理されます。 このインターフェイスを使用するために、ブラウザは次のいずれかである
必要があります:
- Apple Safari バージョン 9
注: Safari ブラウザを使用した場合、FindIT ネットワーク プローブによって示される証明書
が常に信頼するために設定 されるようにして下さい。 さもなければ、セキュア websockets
の使用によって決まるダッシュボードおよびディスカバリのようなある特定の機能は失敗し
ます。 この制限は Safari Webブラウザにだけ適当です。
- Google Chrome バージョン 52
- Microsoft Edge 38
- Microsoft Internet Explorer バージョン 11
- Mozilla Firefox バージョン 48
ネットワーク デバイス-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 ディスカバリを行い、各デバイスと直接通信します。 モニタリ
ングおよびアクセス可能性に関しては、ネットワーク デバイスは次の必要条件を満たす必要
があります。
-デバイスは 500 シリーズ デバイスへ Cisco 100 であり、それらで有効に なる Bonjour サー
ビスを持たなければなりません。
-デバイスは FindIT ネットワーク プローブをある実行している、または TCP/IP によって到
達することができるマネージ デバイスに直接必要がありますコンピュータとして同じ サブネ
ットに接続する。

