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ネットワークトポロジの概要
[ネットワークトポロジ（Network Topology）]ウィンドウには、デバイスのグラフ形式のトポ
ロジマップビュー、それらの間のリンク、およびマップ内の要素のアクティブなアラームが

表示されます。また、[ネットワークトポロジ（Network Topology）]ウィンドウでは、マップ
要素のツールと機能にアクセスでき、ドリルダウンしてマップ要素の詳細情報を取得できま

す。

[ネットワークトポロジ（Network Topology）]ウィンドウは、左側のサイドバーからアクセス
します（[マップ（Maps）] > [トポロジ（Topology）] > [ネットワークトポロジ（Network
Topology）]）。[ネットワークトポロジ（Network Topology）]ウィンドウの内容は、選択した
デバイスグループによって決まります。デバイスグループを選択するには、左側の [デバイス
グループ（Device Groups）]パネルを使用します。[デバイスグループ（Device Groups）]パネ
ルから、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、簡単な管理と設定のためのデバイ

スグループの作成を参照してください。
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各ネットワークトポロジマップは、アラーム情報とリンク情報を含む左ペインと、マップ自

体を表示する右ペインに分かれています。左ペインが展開されると、タブ内のテーブルに追加

の列が追加されることがあります。

• [アラームおよびリンク情報（AlarmandLink Information）]（左ペイン）：マップに表示さ
れているデバイスおよびトポロジに関連する情報が提供されます。

• [アラームのまとめ（Alarm Summary）]：選択したグループのすべての現在のアラー
ムが、アラーム重大度別に分類して表示されます。[アラームのまとめ（Alarm
Summary）]タブには、各アラーム重大度のアラーム数を示すテーブルの他に、アラー
ム重大度に基づいて色分けされた現在のアラームの円グラフが表示されます。これに

より、アラーム重大度の分布と各重大度のアラーム数を一目で確認することができま

す。テーブルと円グラフの両方でドリルダウンすると、その重大度の実際のアラーム

が一覧表示されたテーブルが表示されます。選択したデバイスグループのすべてのア

ラームを表示するには、[アラームのまとめ（AlarmSummary）]タブの下部にある [ア
ラームテーブル（Alarms Table）]リンクをクリックします。

• [リンク（Links）]：選択したデバイスグループに関連するリンクが一覧表示され、リ
ンク上で最も重大度の高いアラームが表示されます。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。タブの下部にある [リンクテー
ブル（LinksTable）]リンクをクリックすると、別のウィンドウが開き、リンクのテー
ブルが表示されます。

• [トポロジマップ（Topology map）]（右ペイン）：選択したデバイスグループのトポロジ
がグラフィカル形式で表示されます。グループのデバイスとサブグループ（存在する場

合）と、それらの間のリンク（物理、イーサネット、およびテクノロジー固有のリンク）

が表示されます。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

マップは、カスタマイズ、フィルタリング、および必要な情報を正確に表示するための操

作が可能です。
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[デバイスグループ（Device
Groups）]ペイン

2[トポロジ（Topology）]ツールバー1

[分離（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。

4[リンク（Links）]ペイン3

[トポロジマップ（Topology
Map）]ペイン

6[アラームサマリー（AlarmSummary）]ペイ
ン。アラームの詳細ウィンドウを表示するに

は、[アラームテーブル（Alarms Table）]を
クリックします。

5

データセンタートポロジ
データセンタートポロジにアイドルリンクは保持されません。次世代データセンターは、仮

想ポートチャネル（vPC）などのテクノロジーを活用して LANトポロジのすべてのリンクを
使用する機能を提供します。vPCは、LANスイッチ間およびサーバと LANスイッチ間全体に
おける横断的な帯域幅の使用を実現します。

ポートチャネルは、最大 8個のインターフェイスを 1つのグループにバンドルしたもので、帯
域幅を広げ冗長性を高めることができます。これらの集約された各物理インターフェイス間で

トラフィックのロードバランシングも行います。ポートチャネルの物理インターフェイスが

少なくとも 1つ動作していれば、そのポートチャネルは動作しています。

仮想ポートチャネル（vPC）は、2つの異なるデバイスに物理的に接続されたリンクを、その
他のデバイスから単一のポートチャネルとして見えるようにします。3つ目のデバイスに他の
ネットワークデバイスを使用できます。vPCでは、帯域幅を大きくし、ノード間の複数のパラ
レルパスをイネーブルにし、存在する代替パスでトラフィックのロードバランシングを行う

ことによって、冗長性が確保されます。

vPC機能をイネーブルにしたら、ピアキープアライブリンクを作成します。このリンクは、2
つの vPCピアデバイス間でのハートビートメッセージの送信を行います。

仮想デバイスコンテキスト（VDC）では、1つ以上の論理デバイスで 1つの物理デバイスを仮
想化できます。プロビジョニングされた各論理デバイスは、個別の物理デバイスのように設定

および管理できます。

ネットワークトポロジマップでのアラームとリンクの詳

細なテーブルの表示
[ネットワークトポロジ（NetworkTopology）]ウィンドウでは、拡張テーブルにアクセスして、
選択したデバイスグループのアラームとリンクの詳細を一覧表示できます。
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拡張詳細テーブルを開くには、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]の右上隅にある [切断
（Detach）]アイコンをクリックします（または [アラームのまとめ（Alarm Summary）]また
は [リンク（Links）]の下部にあるハイパーリンクをクリックします）。開いたウィンドウに
は、[アラーム（Alarms）]タブと [リンク（Links）]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
ドウの左ペインが無効になります。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（NetworkTopology）]ウィンドウの左ペインにあるタブ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）]ウィンドウの左ペ
インにある情報は同期しています。たとえば、拡張リンクテーブルのリンクを選択する

と、そのリンクも [ネットワークトポロジ（Network Topology）]ウィンドウの左ペインで
選択され、回路/VCオーバーレイがトポロジマップに表示されます。逆に、[ネットワー
クトポロジ（NetworkTopology）]ウィンドウの左ペインでリンクを選択してから拡張テー
ブルを開くと、同じリンクが拡張テーブルで選択されます。

• [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両方のアラー
ムは、ユーザの設定に基づいて更新されます。アラームとイベントの表示設定のセット

アップおよびアラームサマリーのカスタマイズを参照してください。

•テーブルの右上にある [エクスポート（Export）]アイコンをクリックすると、テーブルの
データがファイル（PDFまたは CSV形式）にエクスポートされます。エクスポートは、
アラームで利用可能です。

詳細テーブルでのデータのフィルタ処理

[表示（Show）]ドロップダウンリストからクイックフィルタまたは高度なフィルタを使用し
て、特定のアラームまたはリンクを見つけるためにデータをフィルタ処理することもできま

す。クイックフィルタでは、列の上部に入力したテキストに従って、列に表示されるコンテン

ツが絞り込まれます。高度なフィルタを使用すると、「次を含まない（Does not contain）」、
「等しくない（Does not equal）」、「次で終わる（Endswith）」、「が空である（Is empty）」
などの複数の演算子を使用してフィルタを適用し、テーブル内のデータを絞り込むことができ

ます。また、ユーザ定義フィルタを作成することもできます。これを保存すると、[表示
（Show）]ドロップダウンメニューに追加されます。

ユーザ定義フィルタを作成して保存するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 アラームおよびリンクの拡張テーブルの上にある [表示（Show）]ドロップダウンリストから、
[高度なフィルタ（Advanced Filter）]を選択します。

ステップ 2 [高度なフィルタ（Advanced Filter）]データポップアップウィンドウで、高度なフィルタ条件
を入力し、[名前を付けて保存（Save As）]をクリックします。

ステップ 3 [フィルタの保存（Save Filter）]ダイアログボックスで、フィルタの名前を入力して [保存
（Save）]をクリックします。
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ユーザ定義フィルタを編集または削除するには、[表示（Show）]ドロップダウンリストから
[ユーザ定義フィルタの管理（Manage User Defined Filters）]を選択します。

トポロジマップの表示内容の決定
•ネットワークトポロジマップに表示するデバイスグループの選択（5ページ）
•トポロジマップにサブグループのコンテンツを表示する（6ページ）
•トポロジマップへのリンクの手動による追加（8ページ）
•ネットワーク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（8ページ）
•トポロジマップでのアラームとラベルの表示/非表示（9ページ）
•大規模なトポロジマップの特定のセクションを隔離する（10ページ）

ネットワークトポロジマップに表示するデバイスグループの選択

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。トポロジマップに何を表示するかを決定するには、左側に

ある [デバイスグループ（Device Groups）]ペインのデバイスグループをクリックします。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、そのサブグループを

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すると、サブグルー

プ内のデバイスを表示できます。

必要なグループをトポロジマップに表示させた後、任意のデバイスまたはリンクに関する追加

情報にアクセスできます。「デバイスの詳細情報の取得」を参照してください。

トポロジマップには、ユーザに割り当てられている仮想ドメインに基づき、ログインしている

ユーザがアクセス特権を持つデバイスのみが表示されます。詳細については、『Cisco Prime
Infrastructure Administrator Guide』の「Create Virtual Domains to Control User Access to Devices in
the chapter User Permissions and Device Access」の項を参照してください。http://www.cisco.com/
c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-maintenance-guides-list.html.

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。

（注）

トポロジマップにネットワーク要素を表示するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology 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 [デバイスグループ（Device Groups）]ペインでデバイスグループをクリックします。
選択したデバイスグループがトポロジマップの上に表示されます。

ステップ 3 必要に応じて特定のデバイス/リンクタイプを表示し、手動リンクを追加するなどを行って、
トポロジマップをカスタマイズします。詳細については、次のトピックを参照してください。

•ネットワーク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（8ページ）

•トポロジマップへのリンクの手動による追加（8ページ）

•ネットワークトポロジマップのレイアウトの変更（12ページ）

トポロジマップにサブグループのコンテンツを表示する

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。

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、[デバイスグループ（DeviceGroups）]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。

（注）

サブグループの内容を表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 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 2 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 [デバイスグループ（Device Groups）]ペインで選択さ
れることに注意してください。
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• [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。

下の図では、ILグループが展開されています。

トポロジマップへのデバイスとネットワークの手動による追加

システムで管理されていないデバイスやネットワークは、それらを手動で追加することでトポ

ロジマップや Geoマップに表示できます。

手順

ステップ 1 トポロジツールバーで、[作成（Create）] > [管理対象外デバイスの作成（Create Unmanaged
Device）]か、または [作成（Create）] > [管理対象外ネットワークの作成（Create Unmanaged
Network）]を選択します。

ステップ 2 マップをクリックし、デバイスまたはネットワークをマップに追加します。

ステップ 3 マップに新たに追加したデバイスまたはネットワークをクリックします。表示されたパネルか
ら、デバイスまたはネットワークをグループに追加する、デバイスまたはネットワークの名前

を変更する、あるいはデバイスまたはネットワークを削除することができます。

デバイスまたはネットワークをトポロジマップに追加した後は、Geoマップでも使用できるよ
うになります。管理対象外デバイスがマップされていないデバイスのリストに表示され、その

位置を設定することができます。
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トポロジマップへのリンクの手動による追加

2台のデバイスが接続されていることがわかっているものの、Prime Infrastructure Prime
Infrastructureがリンクを検出できず、それをマップに表示している場合は、そのリンクを手動
で追加できます。このリンクを追加した後は、関連するグループがマップに表示される場合は

常にデフォルトで表示されます。次のタイプの手動リンクを追加できます。

•管理対象外のリンク：視覚化する場合に限ります。2台のデバイスが接続されていること
がわかっているものの、それらのデバイス間のリンクを完全に管理する必要がない場合

は、管理対象外リンクをマップに追加できます。このリンクは、グレーの破線で表示され

ます。

•管理対象リンク：管理対象リンクを追加すると、そのリンクはデータベースに保存され、
リンクのテーブルすべてに組み込まれます。マップには他のすべての管理対象リンクと同

じように実線で表示されます。Prime Infrastructure Prime Infrastructureは、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します。手動で追加した管理

対象リンクの検出ステータスは [事前プロビジョニング済み（Pre-provisioned）]になりま
す。これは、システムで検出されなかったことを示します。

2台のデバイス間にリンクを手動で追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 トポロジツールバーで、[作成（Create）] > [管理対処外リンクの作成（Create Unmanaged
Link）]、または [作成（Create）] > [管理対象リンクの作成（Create Managed Link）]を選択
します。

ステップ 2 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。

ステップ 3 [インターフェイスの詳細（Interface Details）]ダイアログで、使用可能なインターフェイスの
ドロップダウンリストから最初のデバイスの送信元インターフェイスと、2番目のデバイスの
ターゲットインターフェイスを選択し、[OK]をクリックします。

選択した 2台のデバイス間のリンクがマップに表示されます。

ネットワーク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ネットワークトポロジマップに表示すること

ができます。[表示（Show）]ボタンをクリックして [リンク（Links）]または [デバイスファ
ミリ（Device Families）]を選択し、リンクとデバイスタイプの完全なリストを表示し、表示
するものを選択します。

ネットワークトポロジの視覚化
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手順

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネット
ワークトポロジ（Network Topology）]の順に選択します。

ステップ 2 左側の [デバイスグループ（Device Groups）]パネルから、必要な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で [表示（Show）]をクリックし、[リンク（Links）]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（Links）]ダイアログで、次の手順を実行します。

•トポロジマップに表示するリンクのタイプ（たとえば、物理層リンク、イーサネット層リ
ンクなど）を選択します。[リンク（Links）]ダイアログには、ネットワーク内に存在する
リンクタイプのみが表示されます。ネットワーク内にリンクタイプが存在していても、

選択したデバイスグループにない場合、そのリンクタイプは無効になります。

•単一のリンクから集約リンクを差別化する場合は、チェックボックスとして [集約リンク
の表示（Display Aggregated Links）]を選択します。

• [OK]をクリックします。トポロジマップに選択内容が反映されます。選択したリンクタ
イプのみが表示されます。

ステップ 5 [デバイス（Devices）]ダイアログで次の手順を実行します。

•トポロジマップに表示するデバイスタイプ（たとえば、ルータ、スイッチおよびハブ、
オプティカルネットワーキングなど）を選択します。[デバイス（Device）]ダイアログに
は、ネットワーク内に存在するデバイスタイプのみが表示されます。ネットワーク内にデ

バイスタイプが存在していても、選択したデバイスグループにない場合、そのデバイス

タイプは無効になります。

• [OK]をクリックします。トポロジマップに選択内容が反映されます。選択したデバイス
タイプのみが表示されます。

マップ上にオプティカルネットワークを表示する場合、デフォルトでは、光回線増幅

器として機能するデバイスがある場合は、それらが表示されます。これらの光回線増

幅器デバイスをマップに表示しない場合は、[デバイス機能（Device Functions）]の下
にある [光回線増幅器の表示（Display Optical Line Amplifier）]チェックボックスをオ
フにします。

（注）

トポロジマップでのアラームとラベルの表示/非表示
デバイス名のラベルを非表示にする、アラームすべてを非表示にする、あるいは特定の重要度

のアラームのみを表示することができます。
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手順

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネット
ワークトポロジ（Network Topology）]の順に選択します。

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。
• [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。

• [デバイスファミリ（Device Families）]：トポロジマップに表示されるデバイス（ルータ
やワイヤレスコントローラなど）。

• [障害（Faults）]：チェックボックスをオフにして、障害情報すべてを非表示にします。す
べてのアラームを表示するにはチェックボックスをオンにします。または、特定の重大度

以上の障害のみを表示するには、スライダーを使用します。

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。

大規模なトポロジマップの特定のセクションを隔離する

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。

手順

ステップ 1 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：ネットワークの任意の要素を示します。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。

•実線：リンクを示します。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 2 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。

ネットワークトポロジの視覚化
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ステップ 3 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。

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。

手順

ステップ 1 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 2 [360度表示（View 360）]をクリックすると、[デバイス 360（Device 360）]ビューにアクセス
してデバイスの詳細情報を表示できます。

詳細については、[デバイス360度ビュー（Device 360° View）]からのデバイス詳細の取得を参
照してください。

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。
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デバイスおよびリンクの障害情報の表示
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。

詳細については、アラーム重大度アイコンを参照してください。

ネットワークトポロジマップのレイアウトの変更
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。
• [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。将来のWeb GUIセッション用にネットワークトポロジマップのレ
イアウトを保存する（13ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネット
ワークトポロジ（Network Topology）]の順に選択します。

ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）]ボタンをクリックし、対象のデバイスグループを選択
します。
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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。

将来のWeb GUIセッション用にネットワークトポロジ
マップのレイアウトを保存する

Prime InfrastructurePrime Infrastructure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。

レイアウトは、選択したデバイスグループに対してのみ保存されます。（注）

[トポロジ（Topology）]ツールバーで [レイアウト（Layout）]> [手動レイアウトを保存（Save
Manual Layout）]を選択します。[レイアウト（Layout）] > [手動レイアウトのロード（Load
Manual 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。

手動レイアウトを保存した後にデフォルトのシステムレイアウトに戻す場合は、手動レイアウ

トを削除する必要があります。[レイアウト（Layout）]> [手動レイアウトを削除（DeleteManual
Layout）]を選択します。

ネットワークトポロジマップでのクロック同期ネット

ワークの表示
同期イーサネット（Sync-E）または Precision Time Protocol（PTP）によるクロック同期がネッ
トワーク内のデバイスに設定されている場合、クロック同期ネットワークをトポロジマップ上

に表示できます。

• Sync-Eオーバーレイには、プライマリクロックと、各デバイスのプライマリおよびセカ
ンダリクロック入力を含め、Sync-Eネットワークのトポロジと階層が表示されます。こ
れにより、任意の Sync-E対応デバイスからプライマリクロックまでのクロック信号また
はプライマリクロックからSync-E対応デバイスまでのクロック信号をトレースできます。

• PTPオーバーレイには、クロック同期ツリートポロジ、PTP階層、ツリー上の各デバイス
のクロックロール（マスター、境界、スレーブ、またはトランスペアレント）が表示され

ます。
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手順

ステップ 1 左側のサイドバーから、[マップ（Maps）] > [トポロジマップ（Topology Maps）] > [ネット
ワークトポロジ（Network Topology）]の順に選択します。

ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）]ボタンをクリックし、対象のデバイスグループを選択
します。

ステップ 3 トポロジルーツバーで [表示（Show）]をクリックし、[テクノロジー（Technology）]を選択
します。各テクノロジーでマップに表示される内容についての説明を表示するには、疑問符ア

イコンをクリックします。

ステップ 4 対象のテクノロジーを選択し、[OK]をクリックします。

クロック同期ネットワークが、マップ内の既存のネットワークの上にオーバーレイとして表示

されます。右下の凡例に、選択したテクノロジーのマップで使用されている表記が説明されま

す。

別のデバイスグループを選択すると、テクノロジーオーバーレイが削除されます。（注）

イメージファイルとしてトポロジマップを保存する
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。

イメージファイルとしてトポロジマップを保存するには、次の手順を実行します。

手順

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

ステップ 2 [デバイスグループ（Device Groups）]ボタンをクリックし、対象の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（SaveAs 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。
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ステップ 8 [OK]をクリックします。ローカルの Tempフォルダにイメージが保存されます。
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