
FindIT ネットワーク プローブの静的なインター
ネット プロトコル（IP） アドレス コンフィギュ
レーションの設定を解決して下さい 

目標
 

最近のエラーはところでオクテットの少なくとも 1 つの単一ゼロ値の静的IP アドレスがあ
るために FindIT ネットワーク プローブは設定した上で見つけられました（による 
192.168.0.123 のようなまたは 10.0.0.3）仮想マシン コンソール、入力される正しい値!!!!!! 
」というエラー メッセージが表示されます。
 
シナリオ：
 
IP アドレス オクテットのゼロ値で静的IP アドレスを設定することを試みる場合のシナリオ
下記の強調表示する エラー。 FindIT ネットワーク プローブの静的IP アドレスを設定する
のに config_vm コマンドを使用した上でエラーメッセージが現れます。
 

 
解決策 1：
 

FindIT ネットワーク プローブ バージョン 1.0.0 の仮想計算機コンソールはオクテットが 0 のとき
静的IP アドレスを受け入れません。 これを解決するために、ダウンロードし、FindIT ネットワ
ーク マネージャをアップグレードし、最新バージョンに厳密に調べて下さい。



 

解決策 2：
 
また、管理上の GUI によってプローブの静的な IP を代りに割り当てることができます。
この技術情報は方法で手順を FindIT ネットワーク プローブの静的な IP コンフィギュレー
ションの設定を解決し、行い、確認する与えます。
  

FindIT ネットワーク プローブの静的な IP コンフィギュレーシ
ョンの設定を解決して下さい
 
プローブの静的IP アドレスを設定して下さい
 

ステップ 1. FindIT ネットワーク プローブ Virtual Machine （VM）のコンソールにアクセス
して下さい。
 
ステップ 2. VM コンソールへのログインはそれからユーザ名 および パスワードを入力しま
す。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは次のとおりです: cisco/cisco。 
 

 
注: パスワードを変更する場合、新しいパスワードを代りに入力して下さい。
 
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、使用される FindIT プローブ バージョンは 1.0.1.18.717 です。



 
注: この例では、FindIT ネットワーク プローブの IP アドレスは 10.0.0.102 であり、管理
GUI アドレスは https://10.0.0.102 です。
 
ステップ 3 Webブラウザで、プローブの管理 GUI アドレスを入力しそして『Enter』 を押
して下さい。
 

 
注: この例では、Google Chrome は使用されます。
 
ステップ 4.ユーザ名 および パスワードを使用して管理 GUI へのログイン。 デフォルトの
ユーザ名およびパスワードは cisco/cisco です。
 



 
注: 既にパスワードを変更するか、または新しいアカウントを作成している場合、資格情報
を代りに入力して下さい。
 
ステップ 5. > プラットフォーム設定『管理』 を選択 して下さい。
 



 
プローブのホスト名を変更したいと思う場合ステップ 6. （オプションの）は Hostname
Field で新しいホスト名を入力します。 Bonjour アドバタイズメントを生成し、メールを送
信 するときホスト名がプローブを識別するのに使用されています。
 

 
注: この例では、FindITNetworkProbe は使用されます。
 
ステップ 7 IP 設定エリアで、静的な IP Radio ボタンをクリックして下さい。
 



●

●

 
オプションは次のとおりです:
 

DHCP — プローブはルータから自動的に IP アドレスを得ます。 これがデフォルト設定
です。
静的な IP — IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイおよび DNSサ
ーバを手動で設定することができます。
 

ステップ 8. IPv4 Address フィールドで FindIT ネットワーク プローブのための静的IP アド
レスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、10.0.03 は使用されます。
 
ステップ 9. IPv4 ネットマスク フィールドでネットワークのサブネット マスクを入力して
下さい。
 

 
注: この例では、255.255.255.0 は使用されます。
 
ステップ 10. IPv4 Default Gateway フィールドでデフォルトゲートウェイアドレスを入力し
て下さい。
 



●

●

 
注: この例では、10.0.0.1 は使用されます。
 
ステップ 11.スタティック DNS 1 フィールドで静的な DNS アドレスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、10.0.0.1 は使用されます。
 
ステップ 12： （オプションの）スタティック DNS 2 フィールドで別の静的な DNS アドレ
スを入力して下さい。
 
ステップ 13： （オプションの） IPv6 Address フィールドで静的な IPv6 アドレスを入力し
て下さい。 プローブの IPv6 設定を行いたくない場合ステップ 18 にスキップして下さい。
 
ステップ 14： （オプションの） IPv6 プレフィクス長 フィールドで IPv6 プレフィクス長を
入力して下さい。 範囲は 0 から 128 です。
 
ステップ 15： （オプションの） IPv6 Default Gateway フィールドで IPv6 デフォルトゲー
トウェイアドレスを入力して下さい。
 
ステップ 16： プローブの時間設定を行いたいと思う場合（オプションの）時刻源を選択し
て下さい。 オプションは次のとおりです:
 

Network Time Protocol（NTP） —プローブは仕様 NTP サーバかサーバによって日時を
同期します。 これがデフォルト設定です。
ローカルクロック—プローブは基づいて日時を設定 されるものがにコンピュータで同
期します。
 

ステップ 17： （オプションの） NTP サーバ 1 および NTP サーバ 2 フィールドで NTP サ
ーバを入力して下さい。
 
注: プローブのプラットフォーム設定を管理する方法を手順のためにここをクリックすれば
理解したいと思えば。
 
ステップ 18： [Save] をクリックします。
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361


 
ステップ 19： （オプションの）前の設定を復元するために Reset ボタンをクリックして下
さい。
 
ステップ 20： 下記のポップアップ メッセージによってプロンプト表示されたら『OK』 を
クリック して下さい。
 



 
今 FindIT ネットワーク プローブの静的IP アドレス設定を行う必要があります。
  

プローブの設定された静的IP アドレスを確認して下さい
 

方法に 2 つの方法がうまくプローブの静的IP アドレスを設定したことを確認するあります
。
 
ステップ 1： Webブラウザで、プローブの新しい管理 GUI アドレスを入力しそして『
Enter』 を押して下さい。 FindIT ネットワーク プローブの管理 GUI にアクセスできるはず
です。
 

 
ステップ 2. FindIT ネットワーク プローブ Virtual Machine （VM）のコンソールへのアクセ
スおよびログイン。 新しい IP アドレスおよび管理 GUI アドレスは表示する。
 

 
今プローブの新しい静的IP アドレスを確認する必要があります。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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