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FindIT ネットワーク プローブのネットワークの
検出 

目標
 

この技術情報の目標は Cisco FindIT ネットワーク プローブのディスカバリ ページを通して
Ciscoデバイスを表示し管理する方法を示すことです。 Cisco FindIT ネットワーク プローブ
のディスカバリ ページはネットワークを表示することを可能にし、いくつかの方法および
これらでそれの Ciscoデバイスは次によってあります:
 

トポロジービュー—ネットワークのすべての検出 された デバイスの論理的なトポロジーを表
示する。 各デバイスについての情報は表示する、それをクリックして『Cisco』 を選択 され
た 製品の操作を行うことができます。
コンポーネント ビュー—モデル ID、ファームウェアのバージョン、シリアル番号、IP アド
レスおよび MAC アドレスのようなネットワークの 500 シリーズ デバイスにすべての Cisco
100 リストする表をおよび情報を表示する。 このビューはまたトポロジービューで提供され
る同じ操作が実行されたようにします。
平面図ビュー—環境のネットワークデバイスの物理的な位置を文書化することを許可します
。
 

以下はディスカバリ ページで実行することすべてのタスクに公有地で提供される追加制御
です:
 

- Refresh ボタン—ネットワークを再発見し、トポロジーをアップデートします。
 
-操作ボタン—このボタンは指定操作がそのタスクをサポートするネットワークのすべて
のデバイスで、すべて同時に実行されたようにします。 たとえば、単一クリックのすべ
てのネットワーク デバイスの設定をバックアップすることができます。 このボタンはま
た Cisco Active Advisor にコンポーネントをアップロードすることを可能にします。
 

Cisco Active Advisor に関する詳細については、ここをクリックして下さい。
  

トポロジービュー
 

FindIT ネットワーク プローブはネットワークの Ciscoデバイスを検出し、次に収集したす
べてのデバイス情報に基づいてマップを作成します。 この情報は Cisco 100 から 500 シリ
ーズ スイッチ、ルータおよびワイヤレスアクセスポイントに Cisco Discovery
Protocol（CDP）およびリンク層（LLDP）ネイバ情報、メディア アクセス制御（MAC） ア
ドレス 表および関連するデバイステーブルが Discovery Protocol（CDP）含まれています。
 
それをクリックしてトポロジ マップで現われる Ciscoデバイスの何れかについての詳細をチ
ェックできます。 これは特定のデバイスの基本的な Info パネルを表示する。 またファーム
ウェアアップグレードのような特定のデバイスに異なるアクションを行うか、操作タブをク
リックして設定、再度ブートする、または保存実行コンフィギュレーションをバックアップ
するか、または復元することができます。
 
注: 場合によっては、抜けた簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）設定が原因ではな
かったようなネットワークに Ciscoデバイスがあります。 これが起これば、トポロジ マッ
プに現われるためにそれらのためのこれらのデバイスの SNMP を設定する必要があります
。 学ぶためこれをする方法をここをクリックするため。
 

https://www.ciscoactiveadvisor.com
https://help.ciscoactiveadvisor.com
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5280


トポロジ マップにアクセスする方法
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク プローブを起動させそしてナビゲーションペインからのデ
ィスカバリをクリックして下さい。
 

 
ネットワークのトポロジ マップは作業ペインでそれからそれが Discovery タブの DEFAULT
ウィンドウであるので、表示する。
 



 
トポロジー制御
 

 
Topology アイコン
 

ア
イ
コ
ン

アイコン名前 説明

急上昇させて下さ
い マップのビューを最大化します。

ズーム マップのビューを最小に します。

選択によるズーム 特定地域クリックし、トポロジ マップ内
の急上昇するために引張って下さい。

ステージに合って
下さい ネットワーク全体は急上昇します。

フル スクリーン
モードを開始して
下さい

フル スクリーンに FindIT 全ネットワー
ク GUI を設定 します。

ア
イ

ネットワー
ク要素 説明



 
デバイス情報の表示
 
デバイスの基本情報を表示するため:
 
ステップ 1.トポロジ マップの 2 つのデバイスを接続する特定のデバイスかリンクをクリッ
クして下さい。
 

 
デバイスについての基本情報かリンクはそれから表示する。 これにはデバイスの正確なモ
デル、説明、ファームウェアのバージョンおよび利用可能 な最新版ファームウェアが等含
まれています。
 

コ
ン

アクセス ポ
イント Ciscoワイヤレス アクセス ポイント（WAP）を表します。

クラウド FindIT ネットワーク プローブによって管理されないネットワークのネットワ
ークか一部を代表します。

リンク
デバイス間の接続行を表します。
薄いラインは 100 Mbps の接続の速度を表しますまたはそれ以下に厚いライ
ンは 1 Gbps をまたはそれ以上に表し。

ルータ Ciscoルータを表します。

スイッチ Ciscoスイッチを表します。

VOIPフォン Cisco VoIP 電話を表します。

Host ホストデバイスを表します。



 
（オプションの）デバイスの完全情報を表示するため:
 
ステップ 1.トポロジ マップの 2 つのデバイスを接続する特定のデバイスかリンクをクリッ
クして下さい。
 

 
呼び出します。 基本的な Info パネルが現われるとき、右上隅で 3 ドット アイコンをクリッ
クして下さい。
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概要タブの下で、選択されたデバイスについての詳細な情報はそれから表示する（以下を参
照）:
 

型番—デバイスの正確なモデル番号。
description — デバイスの完全な記述およびタイプ。
ファームウェアのバージョン—ファームウェアのバージョン デバイス。
PID VID —発注することができるデバイスのプロダクト ID およびバージョン ID。
MAC アドレス—デバイスのユニークなメディア アクセス制御アドレス。
シリアル番号—デバイスのシリアル番号。
ip address — デバイスの IP アドレス。
 



 
デバイス 処理の実行
 
ステップ 1.トポロジ マップの特定のデバイスをクリックして下さい。
 

 
呼び出します。 基本的な Info パネルが現われるとき、アクションをクリックして下さい。
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デバイス操作を行うことができるページはそれから提示されます。
 
ステップ 3.の次のオプション クリックして下さい。
 

アップグレードして下さい最も遅くにファームウェアを–デバイスで最新版ファームウェアを
インストールすることを許可します。 プローブは自動的にアップデートが完了したら最新の
アップデートをダウンロードし、デバイスにそれを適用し、次にリブートします。
ローカルからのアップグレード—手動で ローカルドライブからデバイスで最新版ファームウ
ェアをインストールすることを許可します。 デバイスはアップデートが完了した後リブート
します。
バックアップコンフィギュレーション— FindIT ネットワーク プローブで現在のデバイスコン
フィギュレーションのコピーを保存することを許可します。
復元 設定—デバイスに保存された 設定を以前にリロードすることを許可します。
reboot — デバイスを再起動します。
保存実行コンフィギュレーション—別々のランニングおよびスタートアップ コンフィギュレ
ーションをサポートするデバイスに関しては、この操作はスタートアップ コンフィギュレー
ションに現在の実行コンフィギュレーションをコピーします。 これは次のデバイスがリブー
トするとき保たれるコンフィギュレーション変更を確認します。
 



 
トポロジービューによって今正常にネットワークおよびデバイスを表示する必要があります
。
  

コンポーネント ビュー
 

Inventory ウィンドウは表のビューのネットワークデバイスおよび詳細の完全なリストを表
示する。 さらに、それはまたコンフィギュレーション タスクを行い、デバイスのための最
新のファームウェアアップデートを加えるために Action ボタンを提供します。
 
コンポーネント ビューにアクセスする方法
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク プローブを起動させそしてナビゲーションペインからのデ
ィスカバリをクリックして下さい。
 



 
メイン ページは Topology タブの下でデフォルトで開きます。
 
ステップ 2. Inventory タブをクリックして下さい。
 

 
デバイスのあらゆるコンフィギュレーション タスクのためのネットワーク、また Action ア
イコンのデバイスについての完全情報は表形式でそれから表示する。
 

 
コンポーネント 詳細
 

項目 説明



 
コンポーネント ビューによって今正常にネットワークおよびデバイスを表示する必要があ
ります。
  

平面図ビュー
 

平面図ビューはネットワーク設備の物理的な位置を把握することを可能にします。 ビルデ
ィングの各フロアのための計画をアップロードし、計画でネットワークデバイスのそれぞれ
を置くことができます。 これはメンテナンスが必要となる場合デバイスを取付けるのを容
易に助けます。 平面図はトポロジ マップへ同じような作動中であり、平面図で配置される
デバイスはトポロジ マップのデバイスと同様に操作されるかもしれません。
 
注: 学ぶためにネットワークの平面図およびデバイスを作成し管理する方法をここをクリッ
クして下さい。
 

 
下記の例では、WAP150 Device アイコンはクリックされ、対応した 基本情報はそれの側で
表示する。
 

[hostname] デバイス ホスト名を表示する。
タイプ デバイスの種類。
モデル デバイスの型番か SKU。
バージョン デバイスのファームウェアのバージョン。
SN デバイスのシリアル番号。

MAC
デバイスのメディア アクセス制御（MAC） アドレス。 このアドレスがに必要な
標準化されたデータリンク層アドレスある特定のネットワーク インターフェイス
型で、各デバイスにユニークです。

IP デバイスのインターネット プロトコル（IP） アドレス。

[アクション
（Actions）]

のデバイスの次の操作行うことを許可します:
最新版ファームウェアをダウンロードして下さい●

ローカルからファームウェアアップグレードを適用して下さい●

設定をバックアップして下さい●

設定を復元する●

デバイスをリブートして下さい●

実行コンフィギュレーションを保存して下さい●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5358
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5358


 
平面図ビューによって今正常にネットワークおよびデバイスを表示する必要があります。
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