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FindIT ネットワーク プローブのデバイス クレデ
ンシャルを設定して下さい 

概要
 

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知らせましたり
またはサポート 契約によってカバーしました接続された Ciscoデバイス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。
 
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で構成されれば、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。
 
十分にネットワークを検出し、管理する FindIT ネットワークに関しては FindIT ネットワー
ク プローブはネットワークデバイスによって認証するべき資格情報がなければなりません
。 デバイスが最初に検出される場合、プローブはおよび Simple Network Management
Protocol（SNMP） デフォルトのユーザ名およびパスワードを使用してデバイスによって認
証するように試みます（SNMPコミュニティ。 デバイス クレデンシャルがデフォルトから
変更される場合、あなたが FindIT に正しい資格情報を供給することは必要です。 この試み
が失敗する場合、通知 メッセージは生成され、有効な資格情報はユーザによって供給する
必要があります。
  

目標
 

この資料の目標は Ciscoネットワーク プローブのデバイス クレデンシャルを設定する方法
を示すことです。
  

適当なデバイス
 

FindIT プローブ
  

[Software Version]
 

~1.1
  

デバイス クレデンシャルを設定して下さい



新しい資格情報を追加して下さい
 

下記のフィールドで資格情報の 1つ以上のセットを入力して下さい。 加えられたとき、各
資格情報ははたらく資格情報が利用できない適切な型のあらゆるデバイスに対してテストさ
れます。 一組の資格情報はユーザネーム/パスワードコンビネーション、SNMPv2 コミュニ
ティまたは SNMPv3 資格情報であるかもしれません。
 
ステップ 1. FindIT ネットワーク プローブ 管理者 GUI へのログインは > デバイス クレデン
シャル 『管理』 を選択 し。
 

 
呼び出します。 追加新しい資格情報 エリアでは、Username フィールドのネットワークの
デバイスに適用されるべきユーザネームを入力して下さい。 デフォルトのユーザ名および
パスワードは cisco です。
 
注: この例では、cisco は使用されます。



 
ステップ 3 Password フィールドでは、パスワードを入力して下さい。
 

 
ステップ 4 SNMP Community フィールドでは、コミュニティ名を入力して下さい。 それは
SNMP Get コマンドを認証する read only コミュニティ ストリングです。 コミュニティ名
が SNMP デバイスから情報を検索するのに使用されています。 デフォルト SNMPコミュニ
ティ名前は公共です。
 
注: この例では、パブリックは使用されます。
 

 
ステップ 5 SNMPv3 User Name フィールドでは、SNMPv3 で使用されるべきユーザネーム
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を入力して下さい
 
注: この例では、パブリックは使用されます。
 

 
ステップ 6 認証ドロップダウン メニューから、SNMPv3 が使用する認証種別を選択して下
さい。 次のオプションがあります。
 

なし—ユーザ認証は使用されません。 これはデフォルトです。 このオプションを選択
する場合、ステップ 11.にスキップして下さい。
MD5 — 128 ビット 暗号化の方法を使用します。 MD5 アルゴリズムは公共暗号システ
ムをデータを暗号化するのに使用します。 これが選択される場合、認証 パスフレーズ
を入力するために必要となります。
SHA — Secure Hash Algorithm（SHA）は 160 ビット ダイジェストを生成 する一方向
ハッシュアルゴリズムです。 SHA は MD5 より遅い計算しますが、MD5 よりセキュア
です。 これが選択される場合、認証 パスフレーズを入力し、暗号化 プロトコルを選択
するために必要となります。
 

注: この例では、SHA は使用されます。
 

 
ステップ 7 認証 パスフレーズ フィールドでは、SNMPv3 が使用されるパスワードを入力し
て下さい。
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ステップ 8 暗号化タイプ ドロップダウン メニューから、SNMPv3 要求を暗号化するために
暗号化の方法を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

なし— No encryption 方式が必要となります。
DES — データ暗号化規格（DES）は 64 ビット共有秘密 キーを使用する対称 ブロック
暗号です。
AES128 — Advanced Encryption Standard（AES）その 128 bit 鍵を使用します。
 

注: この例では、AES は選択されます。
 

 
ステップ 9： 暗号化 パスフレーズ フィールドでは、暗号化のために SNMP が使用される
128 bit 鍵を入力して下さい。
 



 

ステップ 10. （オプションの）はユーザ名 およびタイトルのための New エントリを
作成するためにボタンをクリックします。 信用証明書の種別によって 1-2 の追加 エントリ
に、集計できます。
 
ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ウィンドウは時間ガラス アイコンの下で必要なコンフィギュレーションが適用されたこと
知らせるようです。
 

 
今うまく FindIT ネットワーク プローブのデバイス クレデンシャルを設定する必要がありま
す。
  

ネットワークのデバイスを表示して下さい
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下記の表は Cisco FindIT ネットワーク プローブによって検出されるデバイスを表示する。
 

 
デバイス—ネットワークで検出されるデバイスの名前。 デバイス名は修理可能な信用
証明書の種別によって複数回を現われるかもしれません。
資格情報は type —これ Admin USERID/パスワードまたは SNMP であるかもしれませ
ん。 これがデバイスからの情報を引っ張るのに使用されています。
資格情報 Ok か。 資格情報が適切なデバイスにフィールド上の応用で入ったかどうか判
別する—チェックかレッド X はようであるかもしれません。 デバイス リストのレッド
X のクリックは始動 デバイス クレデンシャルのための設定。
失敗原因—失敗の原因はカラムにデバイスがプローブと交信を行わない場合現われます
。 可能性のある メッセージは「無効 な」が無効に なる 資格情報」か「SNMP 含まれ
ています。
 

注: より正確なネットワーク トポロジがあることをデバイスの SNMP が可能にすることを
推奨します。
 
今正常にネットワークおよび対応した資格情報の種類のデバイスの識別を表示する必要があ
ります。
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