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C H A P T E R 33

ネットワーク トポロジ マップの使用

Cisco Prime Infrastructure には、ネットワーク デバイスとそれらを接続するリンクなど、ネット
ワークの物理トポロジのビジュアル マップが用意されています。トポロジ マップには、ネット
ワーク デバイスとリンクの現在のアラーム ステータスを示すインジケータがあります。これら
のネットワーク トポロジ マップを使用すると、デバイス間の相互接続に関連するアラームを確
認することにより、ネットワークを簡単にモニタできます。

• ネットワーク トポロジの概要

• アラームとリンクの詳細テーブルの表示

• トポロジ マップの表示内容の決定

• デバイスの詳細情報の取得

• リンクの詳細情報の取得

• デバイスおよびリンクの障害情報の表示

• トポロジ ダッシュレットの作成

• トポロジ マップ レイアウトの変更

• トポロジ マップ レイアウトの保存

• イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存

• トポロジ ダッシュレットの作成
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  ネットワーク トポロジの概要
ネットワーク トポロジの概要
Prime Infrastructure トポロジ マップは、ロケーション グループとユーザ定義グループに基づいて
います（関連項目「グループ タイプ」を参照）。トポロジ マップ上には、グループ内のデバイスに
加えて、デバイス間のリンクがすべて表示されます。

デバイス間のリンクは、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して検出されます。Prime 
Infrastructure が一部のリンクを検出できない場合（たとえばインターフェイスで CDP が無効に
なっている場合など）には、トポロジ マップに手動でリンクを追加し、該当する管理対象デバイ
スの特定のインターフェイスにリンクを関連付けることができます。

また、管理対象外デバイスや管理対象外ネットワークのアイコンをトポロジ マップに追加して、
管理対象外オブジェクトと管理対象デバイスの間にリンクを追加することも可能です（関連項
目「トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加」を参照）。

Prime Infrastructure のトポロジ マップに自律 AP を追加することはできますが、ユニファイド AP 
は追加できません。

[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウには、デバイスのトポロジ マップ 
ビュー、デバイス間のリンク、デバイスまたはリンクのアクティブ アラームが示されます。[ネッ
トワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウでは、デバイス グループ、アラーム、およびリ
ンクに関連する情報や機能にアクセスできます。また、ドリルダウンして、トポロジ マップに表
示されたデバイスの詳細情報を取得できます。

[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウには左側のサイド バーからアクセスで
き（[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）]）、次のペインで構成されてい
ます。

• [デバイスグループ（Device Groups）]：システム内に存在するデバイス グループを一覧表示し
ます。ロケーション ベースのグループとユーザ定義のカスタム デバイス グループが両方と
も表示されます。[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ（下記の図を参照）
内の他のペインのコンテンツは、[グループ（Groups）] ペインで選択されたグループによって
決まるため、グループ ペインは重要です。[グループ（Groups）] ペインでは、中央のデバイス 
グループ化機能にアクセスして、新しいグループを作成したり、グループにデバイスを追加
したりできます。詳細については、関連項目「デバイス グループの作成」および「ロケーショ
ン グループの作成」を参照してください。

• [アラーム サマリー（Alarm Summary）]：選択されたグループの現在の全アラームを重大度別
に分類して表示します。ペイン下部にある [アラームテーブルの表示（Show Alarms Table）] リ
ンクをクリックするか、アラーム重大度カテゴリをクリックすると、アラームの詳細情報に
アクセスできます。アラーム重大度カテゴリをクリックすると、選択した重大度に基づいて
アラーム テーブルがフィルタリングされます。

• [リンク（Links）]：[リンクテーブル（Link Table）] にアクセスして、選択したグループに関連す
るデバイス間のリンクをすべて表示したり、リンクの詳細情報を参照できます。テーブル内
のリンクを選択すると、トポロジ マップ内のリンクが強調表示されます。

• [トポロジマップ（Topology Map）]：[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ
の中央にある最も大きいペインです。選択したデバイス グループのトポロジがグラフィカ
ルに表示されます。グループのデバイスやサブグループ（存在する場合）およびそれらの間の
リンクも表示されます。さらに、デバイスまたはリンクのアクティブ アラームも表示される
ため、ネットワークの問題を簡単に特定できます。問題をトラブルシューティングするには、
トポロジ マップからデバイスやリンクの詳細情報にドリルダウンできます。トポロジ マッ
プをカスタマイズ、フィルタリング、操作することにより、必要な情報を表示できます。
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  ネットワーク トポロジの概要
関連項目

• グループのタイプ

• トポロジ ダッシュレットの作成

• デバイス グループの作成 

• ロケーション グループの作成

• トポロジ マップの機能とアイコンについて

• トポロジ マップでの移動

• トポロジ マップ アイコン

• トポロジ マップを使用する前に

1 [トポロジ（Topology）] ツールバー 2 [デバイスグループ（Device Groups）] ペイン

3 [トポロジマップ（Topology Map）] ペイン 4 [切り離し（Detach）] アイコン。このアイコンをクリッ
クすると詳細ウィンドウが開きます。

5 [アラーム サマリー（Alarm Summary）] ペイン。[ア
ラームテーブルの表示（Show Alarms Table）] をク
リックすると、アラーム詳細ウィンドウが表示され
ます。
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  ネットワーク トポロジの概要
トポロジ マップの機能とアイコンについて
左側の [デバイスグループ（Device Group）] セレクタで、[ロケーション（Location）] または [ユーザ
定義（User Defined）] グループを展開してグループをクリックします。デフォルトで、[ロケーショ
ン（Location）] > [すべてのロケーション（All Locations）] > [未割り当て（Unassigned）] グループに
は、他のロケーション グループにまだ割り当てられていないネットワーク デバイスがすべて含
まれます。

ネットワーク デバイス グループを選択すると、デバイスを接続する検出済みリンクも含めて、
そのグループに含まれるデバイスに関するトポロジ マップが表示されます。マップ外部のデバ
イスへのリンクは表示されません。

トポロジ ペインの次のオプションは、追加の機能を提供します。

• [概要（Overview）]：トポロジ ウィンドウの右下隅に概要ウィンドウを表示します。そこには
マップ全体が表示され、ズームインすると現在表示可能なマップ部分が示されます。

• [検索（Search）]：ネットワーク トポロジ内の特定のデバイスを検索するには、トポロジの [検
索（Search）] フィールドにデバイスのホスト名か IP アドレス、または部分文字列を入力しま
す。デバイスが最初の展開位置から移動された場合でも、ネットワーク上にまだ存在してい
れば、ネットワーク トポロジ検索機能を使ってそのデバイスを検出できます。

• [レイアウト（Layout）]：レイアウト オプションを選択するか、次のオプションのいずれかを
指定します。

– [段階的レイアウト（Incremental Layout）]：手動またはカスタム レイアウトを作成する際
に、手動レイアウトとして保存する前にリンクを再描画して重なりを解消するには、こ
のオプションを選択します。

– [現在のレイアウトを保存する（Save Current Layout）]：選択したマップ レイアウトを保存
するには、このオプションを選択します。

– [保存済みレイアウトをロードする（Load Saved Layout）]：このマップに関する保存済み
レイアウトをロードするには、このオプションを選択します 

• [要素を作成する（Create Element）]：（汎用アイコンで表される）管理対象外デバイスまたは
（クラウド アイコンで表される）管理対象外ネットワークを作成できます。また、オブジェク
ト間のリンクも作成できます。

作成したリンクのインターフェイスとリンク ステータスを表示するには、もう 1 つの管理対象
デバイスを接続する作成済みリンクをクリックし、次に [インターフェイス割り当ての編集（Edit 
Interface Assignment）] をクリックして、管理対象デバイス上の適切なインターフェイスにリンク
を割り当てます。

関連項目

• トポロジ マップでの移動

• ネットワーク トポロジの概要
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  ネットワーク トポロジの概要
トポロジ マップでの移動
トポロジ マップでは、ネットワーク デバイスやデバイス グループがアイコンで示されます。グ
ループのアイコンをクリックすると、グループ名とアラームの概要を示す情報サマリーを表示
できます。次の 2 つの方法でグループのコンテンツを表示できます。

• デバイス グループ アイコンをクリックし、表示されたサマリー パネルで [グループのドリ
ルダウン（Drill Down Group）] をクリックします。

• [デバイスグループ（Device Group）] ナビゲーション ペインで、階層内のグループを見つけ
て、グループ名をクリックします。

サマリー情報に加えて、デバイスやグループのアイコン、またはリンクをクリックすると [デバ
イス 360 度ビュー（Device 360° View）] などのツールも使用できます。

関連項目

• トポロジ マップの機能とアイコンについて

• ネットワーク トポロジの概要

トポロジ マップ アイコン
トポロジ マップのデバイス アイコンは、デバイスのアラーム ステータスを反映しており、デバ
イスで現在アクティブな最も重大なアラーム（マイナー、メジャー、およびクリティカル）に対応
しています。同様に、グループ アイコンは、グループ内のデバイスにアクティブなアラームがあ
るかどうかを示します。

デバイスやグループのアイコン、またはリンクをクリックすると、サマリー情報と追加のツール
（[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] など）が表示されます。

トポロジ マップのアイコンは、次のようなネットワーク障害情報を示します。

• デバイスに障害が発生したり到達不能になったりした場合、デバイス アイコンはグレー表
示されます。

• デバイスに関連するアラームがある場合は、トポロジ マップのデバイス アイコンにアラー
ム バッジが表示されます。アラーム バッジの色はアラームの重大度に対応してマイナー（黄
色）、メジャー（オレンジ）、クリティカル（赤）で表示され、[アラームブラウザ（Alarm Browser）
] に表示されるアラームと一致しています。

• リンク ダウン アラームは、トポロジ マップ内の関連するリンク上にアラーム バッジを生成
させます。リンク アップ アラームが受信されると、アラームおよび対応するバッジがクリア
されます。

• グループ アイコンのアラーム バッジは、グループ内のオブジェクトに関する現在アクティ
ブな最も重大なアラームを表しています。

関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• デバイスおよびリンクの障害情報の表示
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  アラームとリンクの詳細テーブルの表示
トポロジ マップを使用する前に
トポロジ マップを作成したり表示する前には、

1. 「デバイスが正常に追加されたことの確認」の項の説明に従って、デバイスが正常に Prime 
Infrastructure に追加されていることを確認します。

2. 1 つ以上のデバイス グループまたはロケーション グループを作成しておきます。グループ
にまだ割り当てられていないデバイスは [未割り当て（Unassigned）] デバイス グループに表
示されます。

関連項目

• デバイスが正常に追加されたことの確認

• グループのタイプ

• デバイス グループの作成 

• ロケーション グループの作成

• ネットワーク トポロジの概要

アラームとリンクの詳細テーブルの表示
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウでは、拡張テーブルにアクセスしてア
ラームとリンクの詳細を一覧表示できます。これらの拡張テーブルは、別個のブラウザ ウィンド
ウで開きます。

拡張詳細テーブルを開くには、[グループ（Groups）] ペインの下にある [切り離し（Detach）] アイ
コンをクリックするか、特定のペインで [テーブルの表示（Show Table）] をクリックします。

拡張テーブルを表示するウィンドウには、[アラーム（Alarms）] と [リンク（Links）] の 2 つのタブ
があります。

拡張テーブルを使用する場合は、次の点に注意してください。

• 拡張テーブル ウィンドウを開くと、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ
の [アラーム（Alarms）] ペインと [リンク（Links）] ペインが無効になります。無効なペインを
クリックすると、拡張テーブル ウィンドウが前面に表示されます。拡張テーブル ウィンドウ
を閉じると、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウのペインが再び有効に
なります。

• 拡張テーブルのデータと [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウの対応す
るペインのデータは同期しています。

• [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウと拡張テーブルのアラームは、どち
らもユーザ プリファレンスの内容に基づいて更新されます（関連項目「アラーム表示方法の
変更」および「アラーム サマリーのカスタマイズ」を参照）。

関連項目

• アラーム表示動作の変更

• アラームの概要のカスタマイズ

• ネットワーク トポロジの概要
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  トポロジ マップの表示内容の決定
トポロジ マップの表示内容の決定
下記の関連項目で説明するように、ネットワーク トポロジ マップに表示する要素を制御して、
必要な情報のみを表示するようにマップをカスタマイズできます。

関連項目

• トポロジ マップでのネットワーク要素の表示

• トポロジ マップでのサブグループのコンテンツの表示

• 手動によるトポロジ マップへのリンクの追加

• トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加

• トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

• トポロジ マップでのアラーム、リンク、ラベルの表示または非表示

• 大規模なトポロジ マップからの特定セクションの分離

トポロジ マップでのネットワーク要素の表示
トポロジ マップを使用すると、選択したデバイス グループのトポロジを可視化できます。これ
により、特定のネットワーク セグメント、カスタマー ネットワーク、任意のネットワーク要素の
組み合わせを表示できます。トポロジ マップの表示内容を決定するには、トポロジ マップの左
側にある [グループ（Groups）] ペインでグループを 1 つ選択する必要があります。グループ化は
階層的に行われるため、グループが「親グループ」となってサブグループを含む場合もあります。
選択したグループにサブグループが含まれている場合は、サブグループを表すアイコンがトポ
ロジ マップに表示されます。これらのアイコンを展開して、その中のデバイスを表示できます。

トポロジ マップには、ユーザに割り当てられた仮想ドメインに基づき、ログイン済みユーザがア
クセス権限を持つデバイスのみが表示されます。

トポロジ コンポーネントが適切に描画されない、あるいはコンポーネント データがマップに表
示されないなど、トポロジに関する問題が発生した場合は、ブラウザ キャッシュをクリアして再
試行することをお勧めします。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ペインで、トポロジ マップに表示するグループをクリックします。

ステップ 3 トポロジ マップをカスタマイズして特定のデバイス/リンク タイプを表示したり、手動でリンク
を追加したりします。以下の関連項目「トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの
変更」、「手動によるトポロジ マップへのリンクの追加」、「トポロジ マップ レイアウトの変更」の
説明を参照してください。

該当するグループがトポロジ マップに表示されたら、デバイスやリンクに関する追加情報に
アクセスできます（関連項目「デバイスの詳細情報の取得」および「リンクの詳細情報の取得」を
参照）。

関連項目

• トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

• 手動によるトポロジ マップへのリンクの追加

• トポロジ マップ レイアウトの変更
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  トポロジ マップの表示内容の決定
• デバイスの詳細情報の取得

• リンクの詳細情報の取得

• トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップでのサブグループのコンテンツの表示
サブグループを展開すると現在のコンテキストでそのコンテンツを表示できます。またはドリル
ダウンすると、現在のマップ コンテキストとは別にサブグループのコンテンツを表示できます。

下記の図では、IL グループが展開されています。

あるデバイスが複数のグループに属している場合、サブグループを展開すると、展開されたグ
ループの 1 つにのみ、そのデバイスが表示されることに注意してください。デバイスは、属して
いるすべてのグループに表示されるわけではありません。複数のグループに属するデバイスが
設定に含まれる場合は、この方法ではなく、[グループ（Groups）] ペインでそれらのグループを選
択して、トポロジ マップで個々にグループを表示してください。これにより、特定のグループに
属するすべてのデバイスが常に表示されます。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ペインで、トポロジ マップに表示するグループをクリックします。

ステップ 3 トポロジ マップのサブグループをクリックします。

ステップ 4 表示されたポップアップで、次のいずれかをクリックします。

• [グループのドリルダウン（Drill down group）]：トポロジ マップにサブグループがそのまま表
示されます。つまり、現在表示されているグループが、選択したサブグループに置き換えられ
ます。サブグループ名が [グループ（Groups）] ペインで選択されることに注意してください。

• [グループの展開（Expand group）]：現在のトポロジ マップ表示にサブグループのコンテンツ
が追加されます。
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  トポロジ マップの表示内容の決定
関連項目

• トポロジ マップの表示内容の決定

手動によるトポロジ マップへのリンクの追加
Prime Infrastructurer よって検出できないリンクがネットワーク内に存在する場合は、手動でトポ
ロジ マップにリンクを追加できます。手動で作成したリンクは管理対象リンクと見なされます。
これは、Prime Infrastructurer が、接続先の管理対象デバイス インターフェイスからリンク ステー
タスを取得するためです。

トポロジ マップに手動でリンクを追加した後には、該当するグループを選択するたびに、デフォ
ルトでそのリンクが表示されます。リンク タイプ フィルタを使用して手動リンクを非表示にす
ることはできません。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 トポロジ ツールバーで [作成（Create）] をクリックし、[リンクの作成（Create Link）] を選択し
ます。

ステップ 3 トポロジ マップ内で最初のデバイスをクリックし、マウス ボタンを押したまま 2 番目のデバイ
スまでドラッグします。2 つのデバイス間に手動リンクを示す点線が描画されます。

関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

• トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加

• トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加
ネットワークをすべて表示するために、トポロジ マップに管理対象外デバイスとリンクを追加
できます。たとえば、Prime Infrastructure によって管理されていないが、管理対象デバイスに接続
しているネットワーク デバイスを示すために、トポロジ マップに「管理対象外デバイス」のアイ
コンを追加した後、手動でネットワーク トポロジにリンクを作成できます。その後、手動で作成
したリンクを管理対象デバイスの特定のインターフェイスに割り当てると、トポロジ マップ内
でインターフェイスのアラーム ステータスを表示できます。

関連項目

• 手動によるトポロジ マップへのリンクの追加

• トポロジ マップの表示内容の決定
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  トポロジ マップの表示内容の決定
トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更
特定タイプのリンクやデバイスのみを選択してトポロジ マップに表示することができます。
[フィルタ（Filter）] アイコンをクリックすると、すべてのリンク タイプとデバイス タイプの
リストが表示され、表示するリンクやデバイスを選択でます。リンク、アラーム、ラベルを一
時的に表示または非表示にするには、関連項目を参照してください。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ペインで、該当するデバイス グループを選択します。

ステップ 3 トポロジ ツールバーの [フィルタ（Filter）] アイコンをクリックし、[リンクタイプ（Link Types）] 
または [デバイスファミリ（Device Families）] を選択します。

ステップ 4 [リンクタイプの表示（Show Link Types）] または [デバイスファミリの表示（Show Device 
Families）] ダイアログで、トポロジ マップに表示させるリンク/デバイスのタイプ（物理レイヤ リ
ンク、イーサネット レイヤ リンク、ルータなど）を選択します。

• デバイスまたはリンクのタイプがネットワークに存在している場合は、それがダイアログに
表示されます。ただし、現在選択されているグループに関連しない場合は、無効になります。

• デバイスまたはリンク タイプがネットワークに存在しない場合は、ダイアログに表示され
ません。

ステップ 5 [OK] をクリックします。設定が保存され、選択したリンク/デバイス タイプのみが表示されます。

関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• トポロジ マップでのアラーム、リンク、ラベルの表示または非表示

• トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップでのアラーム、リンク、ラベルの表示または非表示
マップでラベル、リンク、アラーム情報を一時的に追加または削除するには、[表示（Show）] また
は [非表示（Hide）] 設定を使用します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 トポロジ ツールバーの [表示（Show）] ボタンをクリックします。

ステップ 3 トポロジ マップに表示させる項目を選択します。

• [ラベル（Labels）]：デバイスに関連するラベル（デバイス名など）。

• [リンク（Links）]：デバイス間のそれぞれのリンク。
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  トポロジ マップの表示内容の決定
• [集約リンク（Aggregated Links）]：複数の基本的リンクを表すリンク。これらは点線で示され
ます。

• [障害（Faults）]：このスライダ ウィジェットを使用すると、障害情報をすべて非表示にする
か、障害情報をすべて表示するか、特定の重大度以上の障害のみを表示するかを選択でき
ます。

ステップ 4 [表示（Show）] ダイアログを閉じます。選択内容がトポロジ マップに適用されます。

関連項目

• トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

• トポロジ マップの表示内容の決定

大規模なトポロジ マップからの特定セクションの分離
トポロジ マップに何千ものデバイスが表示される場合は、特定のデバイスまたはデバイス セッ
トのみを重点的に扱うことができます。[概要（Overview）] ペインにはトポロジ マップ全体が縮
小サイズで表示されるので、そこから大きなトポロジ マップ内の表示させたい領域を選択でき
ます。また、トポロジ マップ内の要素のアラーム ステータスも見やすく表示されます。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 トポロジ ツールバーで [概要（Overview）] アイコンをクリックします。トポロジ マップの右下に 
[概要（Overview）] ペインが表示され、次の項目が表示されます。

• ドット：ネットワーク要素を表します。ドットの色は、ネットワーク要素に関連するアラーム
の重大度を示します。

• 線：リンクを表します。線の色は、関連するアラームの重大度を示します。

• 青い四角：選択された領域を表します。四角内の領域がマップ ペインに表示されます。四隅
のハンドルを使用して、選択領域のサイズを変更できます。

• パン モード カーソル：選択領域内に表示されるカーソル。このカーソルを使って選択領域を
移動すると、マップ ペインのさまざまな要素を参照できます。

• ズーム モード カーソル：選択領域の外に表示されます。このカーソルを使用して、新しい選
択領域を定義したり、既存の選択領域を拡大します。

ステップ 3 トポロジ マップに表示させたい領域上でマウスをドラッグし、四角形を描きます。

ステップ 4 右上隅にある [x] をクリックして [概要（Overview）] ペインを閉じます。

関連項目

• トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

• トポロジ マップの表示内容の決定
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  デバイスの詳細情報の取得
デバイスの詳細情報の取得
トポロジ マップでドリルダウンすると、デバイスに関する詳細を得ることができます。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 トポロジ マップで該当するデバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情
報とアラーム情報が表示されます。

ステップ 3 [360 表示（View 360）] をクリックすると、デバイス 360 ビューにアクセスしてデバイスの詳細情
報を確認できます。

関連項目

• リンクの詳細情報の取得

• デバイスおよびリンクの障害情報の表示

リンクの詳細情報の取得
トポロジ マップでのリンクの表示方法により、次のようなリンク情報が示されます。

• 実線は、トポロジ マップ内の 2 つの要素間で検出されたリンク タイプを表します。

• 点線は、トポロジ マップで手動で描画された管理対象外リンクを表します。

• 鎖線は、集約リンクを表します（[表示（Show）] ポップアップで [集約リンク（Aggregated 
Links）] を選択した場合）。

• アラーム重大度バッジは、現在リンクに影響を及ぼしている重大度が最も高いアラームを示
します。

トポロジ マップで該当するリンクをクリックすると、ドリルダウンしてリンクに関する詳細情
報を取得できます。

• 単純なリンクの場合、ポップアップにはリンク タイプおよびリンクの起点（A 側）と終点（Z 
側）が表示されます。

• 集約リンクの場合、すべての基本的リンクを含むテーブルがポップアップに表示されます。

関連項目

• デバイスの詳細情報の取得

• デバイスおよびリンクの障害情報の表示

デバイスおよびリンクの障害情報の表示
ネットワーク トポロジ マップを使用して、ネットワークにおけるデバイスとリンクの障害を確
認できます。物理トポロジを表示することにより、ネットワークの他の部分に対する潜在的影響
を把握したり、問題のトラブルシューティングや修復を行うことができます。また、ネットワー
ク トポロジ マップを使用して、ネットワーク デバイス間の相互接続の確認したり、リンク速度
やリンク タイプなどの相互接続に関する詳細を表示することもできます。
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  デバイス 360 度ビューによるデバイスのネットワーク トポロジの表示
デバイスまたはリンクにアラームが関連付けられいる場合は、トポロジ マップのデバイス アイ
コンまたはリンクにアラーム バッジが表示されます。アラーム バッジの色はアラームの重大度
に対応してマイナー（黄色）、メジャー（オレンジ）、クリティカル（赤）で表示され、[アラームブラ
ウザ（Alarm Browser）] に表示されるアラームと一致しています。

グループの場合、アラーム バッジは、グループ メンバーに関する現在アクティブな最も重大度
の高いアラームを表します。

リンク ダウンなどのリンク関連のアラームは、トポロジ マップの関連リンク上にアラーム バッ
ジを生成させます。リンク アップ アラームが受信されると、リンク アラームおよび対応する
バッジがクリアされます。

アイコンによって示されるアラーム情報の詳細については、「トポロジ マップ アイコン」を参照
してください。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 [ロケーション（Locations）] フォルダまたは [カスタム（Custom）] フォルダで、ネットワーク トポ
ロジを表示させるデバイス グループを選択します。デバイス グループをまだ作成していない場
合は、[ロケーション（Locations）] > [未割り当て（Unassigned）] フォルダにすべてのデバイスが表
示されます。

デバイスまたはリンクに関連付けられている重大度を示すアイコン（クリティカル、メジャー、
マイナー）が、デバイスとリンクの上に表示されます。

ステップ 3 デバイスをクリックすると、デバイス サマリー情報（ホスト名、IP アドレス、アラーム サマリー
など）が表示されます。また、デバイス 360 度ビューを起動して追加のデバイス情報を表示する
こともできます。

ステップ 4 リンクをクリックして、リンクに関するサマリー情報を表示します。リンクが接続しているデバ
イスやポートまたはインターフェイスが示されます。

関連項目

• デバイスの詳細情報の取得

• リンクの詳細情報の取得

• トポロジ マップ アイコン

デバイス 360 度ビューによるデバイスのネットワーク ト
ポロジの表示

デバイス 360 度ビューを使用すると、デバイスのローカル（N-Hop）トポロジを表示できます。
ネットワーク内のデバイスの場所が可視化されるので、ネットワーク全体でのデバイスのコン
テキストを確認できます。これは、[アラームブラウザ（Alarm Browser）] を表示しているときに、
アラームに関連する特定デバイスの詳細情報を確認したい場合に役立ちます。デバイス 360 度
ビューを起動すると、選択したデバイスのローカル トポロジを表示できます。
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  トポロジ マップ レイアウトの変更
ステップ 1 デバイス 360 度ビューで [トポロジ（Topology）] アイコンをクリックします。

デフォルトでは、デバイスの 2 ホップ内の全デバイスと、表示されているすべてのデバイス/リン
クのアラーム ステータスが Prime Infrastructure に表示されます。

ステップ 2 ホップ カウントを変更するには、[編集（Edit）] アイコンをクリックし、[ホップ（Hops）] プルダウ
ン メニューから新しい値を選択します。

関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• トポロジ マップの表示内容の決定

• デバイスの詳細情報の取得

• リンクの詳細情報の取得

• デバイスおよびリンクの障害情報の表示

トポロジ マップ レイアウトの変更
デバイスおよび他のネットワーク要素（ラベル、ノード、それらの接続など）をどのようにトポロ
ジ マップ内に配置するかを次のように指定できます。

• [対称（Symmetrical）]（デフォルト）：トポロジ固有の対称性を維持します。これによって隣接
ノードがさらに接近するので、ノードが重なるのを防ぐことができます。

• [円形（Circular）]：ネットワーク要素を円形に配置し、ネットワーク トポロジ固有のクラスタ
を強調表示します。

• [階層（Hierarchical）]：依存関係および要素間のフローが維持されるようにします。

• [直交（Orthogonal）]：横線と縦線を使用してエッジ ルーティング要素とリンクを表し、簡潔な
トポロジ ビューを作成します。この形式では、エッジ ルートの長さが最小限に抑えられ、ラ
ベルが重ならないように配置されるので、エッジの通過を明確に表示できます。

• [増分（Incremental）]：特定要素の相対的な位置を維持し、新たに追加された要素の位置を調整
します。ノード/リンクを再描画して重なりを解消するには、このレイアウトを使用します。

マップ レイアウトを選択すると、要素が適切に整列されます。また、要素をドラッグ アンド ド
ロップしてレイアウトを手動で変更することもできます。レイアウトを変更した後、それを保存
すると、次回に [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウを開くときにレイアウト
が保持されます。トポロジ マップ レイアウトの保存を参照してください。

ステップ 1 左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択し
ます。

ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ペインで、該当するデバイス グループを選択します。

ステップ 3 トポロジ ツールバーの [レイアウト（Layout）] アイコンをクリックし、該当するレイアウトを選
択します。トポロジ マップの表示が適切に調整されます。
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  トポロジ マップ レイアウトの保存
関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• トポロジ マップの表示内容の決定

• トポロジ マップ レイアウトの保存

トポロジ マップ レイアウトの保存
Prime Infrastructurer では、現在のブラウザ セッションのレイアウト変更や選択内容のみが保持
されます。したがって、必要に応じてトポロジ マップのレイアウトを変更した後には、トポロジ 
マップを毎回手動で再配置しなくても済むように、レイアウトを保存することを強くお勧めし
ます。

トポロジ ツールバーで [レイアウト（Layout）] > [現在のレイアウトを保存（Save Current Layout）] 
を選択します。[レイアウト（Layout）] > [保存済みレイアウトのロード（Load Saved Layout）] を選
択することにより、いつでもレイアウトをリロードできます。

関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存

イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存
トポロジ マップ全体、またはトポロジ マップから選択したオブジェクトをイメージ ファイルと
して保存できます。これにより、特定の状態にあるトポロジ マップのコピーを保存できるので、
将来、トポロジに対して複数の変更を行う際にそれを基準として使用できます。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2 左側の [グループ（Groups）] ペインで、該当するデバイス グループを選択します。

ステップ 3 必要に応じて、トポロジ マップの内容やレイアウトを変更します。

ステップ 4 トポロジ ツールバーの [イメージの保存（Save Image）] アイコンをクリックします。

ステップ 5 [画像として保存（Save As Image）] ダイアログボックスで、保存するイメージのファイル タイプ
を選択します。

ステップ 6 トポロジ全体を保存するか、トポロジ マップで現在選択されている項目のみを保存するかを選
択します。

ステップ 7 イメージ ファイルのサイズ設定を選択します。

ステップ 8 [保存（Save）] をクリックします。イメージがローカル Temp フォルダに保存され、[ネットワーク
トポロジ（Network Topology）] 画面に戻ります。
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第 33 章      ネットワーク トポロジ マップの使用
  トポロジ ダッシュレットの作成
関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• トポロジ マップの表示内容の決定

• トポロジ マップ レイアウトの変更

• トポロジ マップ レイアウトの保存

トポロジ ダッシュレットの作成
[概要（Overview）] ダッシュボードにトポロジ ダッシュレットを追加して、物理ネットワークを
見やすくすることができます。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] を選択し、トポロジ ダッシュレットを追加するダッシュボードを
選択します。

ステップ 2 [設定（Settings）] アイコンをクリックし、[ダッシュレットの追加（Add Dashlet(s)）] を選択します。

ステップ 3 [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ダッシュレットの横にある [追加（Add）] をクリッ
クします。ダッシュボード内の適切な位置にトポロジ ダッシュレットをドラッグ アンド ドロッ
プできます。

ステップ 4 ダッシュレットを編集してタイトルを入力し、トポロジを表示させるデバイス グループを選択
します。

関連項目

• ネットワーク トポロジの概要

• トポロジ マップ レイアウトの変更

• トポロジ マップ レイアウトの保存
33-16
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J


	ネットワーク トポロジ マップの使用
	ネットワーク トポロジの概要
	トポロジ マップの機能とアイコンについて
	トポロジ マップでの移動
	トポロジ マップ アイコン
	トポロジ マップを使用する前に

	アラームとリンクの詳細テーブルの表示
	トポロジ マップの表示内容の決定
	トポロジ マップでのネットワーク要素の表示
	トポロジ マップでのサブグループのコンテンツの表示
	手動によるトポロジ マップへのリンクの追加
	トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加
	トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更
	トポロジ マップでのアラーム、リンク、ラベルの表示または非表示
	大規模なトポロジ マップからの特定セクションの分離

	デバイスの詳細情報の取得
	リンクの詳細情報の取得
	デバイスおよびリンクの障害情報の表示
	デバイス 360 度ビューによるデバイスのネットワーク ト ポロジの表示
	トポロジ マップ レイアウトの変更
	トポロジ マップ レイアウトの保存
	イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存
	トポロジ ダッシュレットの作成


