
デバイスの表示

•ネットワークデバイスの表示（1ページ）

ネットワークデバイスの表示
[ネットワークデバイス（NetworkDevices）]ページ（[インベントリ（Inventory）]> [デバイス
管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）]）または（[モニ
タ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]）から、デバイスのインベントリおよびデバイス設定情報を表示できます。このペー
ジには、次の表で説明する一般的な管理機能と構成機能が含まれています。

表 1 :ネットワークデバイスのタスク

ネットワークデバイスページ内の場所説明タスク

これらの機能は、ページの上部にあるツールバーで

使用できます。詳細については、「手動によるデバ

イスの追加」、「デバイスのエクスポート」、およ

び「別のソースからのデバイスのインポート」を参

照してください。

デバイスの追加、編集、削除、同期、エクス

ポート、デバイスの管理状態の設定、グループ

やサイトに対するデバイスの追加または削除、

および一括インポートを実行できます。

デバイスの管理

VDCの詳細については、「手動によるデバイスの
追加」を参照してください。

デフォルトおよび子の VDCを追加、編集、削
除、同期、およびエクスポートできます。

デバイスの表示
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ネットワークデバイスページ内の場所説明タスク

[IPアドレス（IPAddress）]列から、[i]（情報）アイ
コンをクリックして、そのデバイスの 360度ビュー
を開きます（[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）。

[最新のインベントリ収集（Last InventoryCollection）]
列から、[i]（情報）アイコンの上にカーソルを置く
と、発生したインベントリ収集エラーがリストされ

たポップアップウィンドウが開きます。

情報（到達可能性ステータス、IPアドレス、デ
バイスタイプ、収集ステータスなど）が表示さ

れます。

さらに、[ネットワークデバイス
(Network devices)]画面で、デバイス
の IPアドレス/DNS、ソフトウェアタ
イプ、場所、作成タイムスタンプ、

デバイスロール、製品ファミリ、シ

リアル番号、およびモデル番号の詳

細を表示できます。右上隅の [設定
(settings)]アイコンをクリックし、[カ
ラム (Columns)]メニューを展開し
て、特定の情報が [ネットワークデバ
イス (NetworkDevices)]画面に表示さ
れるようにする必要があるオプショ

ンを選択します。

（注）

基本的なデバイ

ス情報と収集ス

テータスの表示

デバイスグループは、[デバイスグループ（Device
Groups）]ペインに表示されます。

デフォルトでは、Prime Infrastructureが動的デ
バイスグループを作成して、デバイスを適切な

[デバイスタイプ（DeviceType）]フォルダに割
り当てます。新しいデバイスグループを作成で

き、[ユーザ定義（User Defined）]フォルダに
格納されます。

デバイスグルー

プの管理

• [グループとサイト（Groups& Sites）]ドロップ
ダウンリストから、[グループに追加（Add to
Group）]を選択します。

• [デバイスの追加（Add Device）]ドロップダウ
ンリストから、[デバイスの追加（AddDevice）]
を選択し、[グループに追加（Add to Group）]
ドロップダウンリストから適切なグループを選

択します。。

•デバイスを選択した状態で、[デバイスの編集
（Edit Device）]をクリックし、[グループに追
加（Add toGroup）]ドロップダウンリストから
適切なグループを選択します。

• [デバイスの追加（Add Device）]ドロップダウ
ンリストから、[一括インポート（BulkImport）]
を選択して CSVファイルを使用してデバイス
をインポートします。

サイトグループを設定した後、[ネットワーク
デバイス（Network Devices）]ページからデバ
イスを追加できます。

サイトマップにデバイスを追加するには、[マッ
プ（Maps）] > [サイトマップ（Site Map）]を
選択します。

1つのデバイスは1つのサイトグルー
プ階層にのみ属することができます。

（注）

サイトグループ

へのデバイスの

追加

デバイスの表示
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ネットワークデバイスページ内の場所説明タスク

デバイスの [デバイスの詳細（Device Details）]ペー
ジを開くには、デバイス名のハイパーリンクをク

リックします。

メモリ、ポート、環境、シャーシビュー、イン

ターフェイス情報などのデバイス詳細が表示さ

れます。

デバイス詳細の

表示

[IPアドレス（IP Address）]列から、デバイスの [i]
（情報）アイコンをクリックして、360度ビューを
開きます。

デバイスの情報とステータス、および関連する

モジュール、アラーム、ネイバー、インター

フェイス、管理対象の VDC、VDCの詳細が表
示されます。

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、[設定
（Configuration）]タブをクリックします。

選択したデバイスでデバイス機能を設定できま

す。また、デバイスに展開された適用済みおよ

びスケジュール済みの機能テンプレートのリス

トを表示できます。

[ネットワークデバイス（Network
Devices）]ページからいくつかのコン
トローラ機能を設定できない場合が

あります。この場合は、[機能および
テクノロジー（Features &
Technologies）]ページ（[設定
（Configuration）] > [テンプレート
（Templates）] > [機能およびテクノ
ロジー（Features&Technologies）]）
で新しいテンプレートを作成し、そ

れをデバイスに展開します。

（注）

コンフィギュ

レーションテン

プレートの作成

と展開

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、[設定
アーカイブ（Configuration Archive）]タブをクリッ
クします。

アーカイブしたコンフィギュレーションを表示

し、コンフィギュレーションのロールバックを

スケジュールし、アーカイブ収集をスケジュー

ルします。

デバイスコン

フィギュレー

ションの表示

1. デバイス名のハイパーリンクをクリックして、
[イメージ（Image）]タブをクリックします。

2. [推奨イメージ（Recommended Images）]エリア
を展開して、選択したデバイスに推奨されるイ

メージを表示します。Prime Infrastructureは
cisco.comとローカルリポジトリの両方から推奨
イメージを収集します。

推奨されるイメージをインポートするか、または配

布することができます。

1つのデバイスに対して推奨されるソフトウェ
アイメージを表示して、そのイメージをイン

ポートまたは配布できます。

ソフトウェアイ

メージの表示

デバイスの表示

3

デバイスの表示

ネットワークデバイスの表示



ネットワークデバイスページ内の場所説明タスク

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、[イン
ターフェイス（Interfaces）]タブをクリックします。
インターフェイスの360度ビューを開くには、[名前
（Name）]列の [i]（情報）アイコンをクリックしま
す。

インターフェイスの説明、管理ステータス、お

よび動作ステータスを表示できます。

インターフェイ

ス詳細の表示

1. デバイス名のハイパーリンクをクリックして、
[設定（Configuration）]タブをクリックします。

2. [セキュリティ（Security）] > [TrustSec] > [有線
802_1x（Wired 802_1x）]を選択します。

TrustSecベースのデバイスの Cisco TrustSec設
定を表示および変更できます。

TrustSec設定の
表示および変更

[シャーシビュー（Chassis View）]が表示されるデ
バイスの [デバイスの詳細（Device Details）]ページ
を開くには、デバイス名のハイパーリンクをクリッ

クします。

次のデバイスでは、シャーシビューをサ

ポートします。

（注）

•すべての AireOSワイヤレス LANコ
ントローラ

• Cisco 5760 LANコントローラ

• Catalyst 3850スイッチ

• Catalyst 3650 –28ポート、52ポートラ
インカードのみ

• Catalyst 4500 –48ポートラインカード
のみ

• Catalyst 9300

• Catalyst 9400

• Catalyst 9500

• Catalyst 4000スイッチ

Cat 9kデバイスでは、標準 PIDのみがサ
ポートされており、ポートモジュールの

組み合わせはサポートされていません。

（注）

デバイスの前面パネルまたは背面パネルをグラ

フィカルに表示できます。

シャーシビュー

デバイス名のハイパーリンクをクリックして、[VDC]
タブをクリックします。

VDCサマリ、VDCリソース、CPU使用率の上
位 3つの VDCと割り当てられた CPU、および
管理対象の VDCを表示できます。

VDCの詳細の表
示

デバイスの表示
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デュアルスタック Prime Infrastructureマシンの場合、IPv4アドレスはデフォルトで組み込まれ
ています。

（注）

関連トピック

コンピューティングデバイスの表示（5ページ）

コンピューティングデバイスの表示

[コンピューティングデバイス（ComputeDevices）]ページには、データセンター内で計算機能
を提供している全デバイスの統合ビューがあります。このページを開くには、次のいずれかを

実行します。

• [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [コンピューティ
ングデバイス（Compute Devices）]を選択します。

• [モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [コンピューティングデバ
イス（Compute Devices）]を選択します。

ここから、次の表に示す物理デバイス（データセンターの仮想化をサポートしているCiscoUCS
Bシリーズ、Cシリーズ、Eシリーズのデバイスなど）およびデータセンターコンポーネント
のデバイスインベントリ情報を表示できます。

デバイスの表示
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表 2 :コンピューティングデバイスのタスク

詳細ビューリストビュータスク

詳細ビューを開くには、デー

タセンター名のハイパーリン

クをクリックします。この

ビューには 4つのタブが表示
されます。

• [クラスタ（Clusters）]タ
ブ：データセンターで使

用可能なクラスタの数が

表示されます。

• [全般（General）]タブ：
選択したデータセンター

のプロパティが表示され

ます。

• [ホスト（Host）]タブ：選
択したデータセンターで

使用可能なホストの詳細

およびインストールされ

ているオペレーティング

システムの追加情報が表

示されます。

• [仮想マシン（Virtual
Machines）]タブ：選択し
たデータセンターで利用

可能な仮想マシンの詳

細、および付与されてい

るメモリ量とディスク

レートに関する追加情報

が表示されます。

クラスタ、ホスト、およびVM
の数、VMステータス、ディ
スカバリソース、およびデー

タセンターのモニタリングス

テータスが表示されます。

データセンターの表示

デバイスの表示
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詳細ビューリストビュータスク

詳細ビューを開くには、クラ

スタ名のハイパーリンクをク

リックします。このビューに

は 4つのタブが表示されま
す。

• [全般（General）]タブ：
選択したクラスタのプロ

パティが表示されます。

• [アラーム（Alarms）]タ
ブ：クラスタに生成され

たアラームが表示されま

す。

• [ホスト（Hosts）]と [仮想
マシン（Virtual
Machines）]タブ：クラス
タに関連付けられている

ホストと VMの動作ス
テータス、CPU使用率、
メモリ使用率が表示され

ます。

ホスト数、VM数、VM電源の
状態、VMの電源オン/オフス
テータスおよびディスカバリ

ソースが表示されます。

クラスタの表示

デバイスの表示
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詳細ビューリストビュータスク

詳細ビューを開くには、ホス

ト名のハイパーリンクをク

リックします。ここから、ホ

ストとその親クラスタのパ

フォーマンスメトリックを表

示できます。パフォーマンス

メトリックでは、CPU使用
率、メモリ使用率、ネット

ワークパフォーマンスがグラ

フ表示されます。

詳細ビューには、次の 4つの
タブも表示されます。

• [全般（General）]タブ：
選択したホストのプロパ

ティが表示されます。

• [仮想マシン（Virtual
Machine）]タブ：ホスト
に属している VMの動作
ステータス、CPU使用
率、メモリ使用率が表示

されます。

• [アラーム（Alarms）]タ
ブ：ホストに生成された

アラームが表示されま

す。

• [ユーザ定義フィールド
（User Defined Fields）]タ
ブ：ここから、ホスト用

に設定されたユーザ定義

の値を更新できます。

ホストの名前、ステータス、

IPアドレス、ハイパーバイザ
タイプ、VMの総数、VMス
テータス、およびモニタリン

グステータスが表示されま

す。

このページを設定して、ホス

トのディスカバリソースやア

ラーム数などの追加情報を表

示することができます。これ

を行うには、[設定（Settings）]
アイコンをクリックし、[列
（Columns）]リストから追加
する列を選択します。

ホストが Prime
Infrastructureで管理
されている Cisco
UCSブレードサーバ
にインストールされ

ている場合、[物理
サーバ（Physical
Server）]列にはブ
レードサーバの名前

が表示され、[物理デ
バイス名（Physical
Device Name）]列に
はブレードサーバが

配置されている

Cisco UCSシャーシ
の名前が表示されま

す。

（注）

ホストの表示

デバイスの表示
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詳細ビューリストビュータスク

詳細ビューを開くには、VM
名のハイパーリンクをクリッ

クします。ここから、VMと
その親ホストおよびクラスタ

のパフォーマンスメトリック

を表示できます。VMメトリッ
クでは、CPU、メモリ、ディ
スク、およびネットワークの

使用率がグラフ表示されま

す。親ホストメトリックで

は、CPU、メモリ、およびネッ
トワークの使用率がグラフ表

示されます。親クラスタメト

リックでは、CPUおよびメモ
リの使用率がグラフ表示され

ます。

詳細ビューには、次の 4つの
タブも表示されます。

• [仮想マシン全般（Virtual
MachineGeneral）]タブ：
選択した VMのプロパ
ティが表示されます。

• [ホスト全般（Host
General）]タブ：ホストが
Cisco UCSブレードサー
バにインストールされて

いる場合、物理サーバの

プロパティが表示されま

す。

• [アラーム（Alarms）]タ
ブ：VMに生成されたア
ラームが表示されます。

• [ユーザ定義フィールド
（User Defined Fields）]タ
ブ：ここから、デバイス

に関する追加情報が格納

されているユーザ定義属

性（デバイスの場所属性

など）を更新できます。

選択した VMの名前、動作ス
テータス、IPアドレス、ホス
ト名、オペレーティングシス

テム、およびモニタリングス

テータスが表示されます。

VMのディスカバリソースや
アラーム数などの追加情報を

表示するように、このページ

を設定できます。これを行う

には、[設定（Settings）]アイ
コンをクリックし、[列
（Columns）]リストから追加
する列を選択します。

仮想マシンの表示

デバイスの表示
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詳細ビューリストビュータスク

[サーバID（Server ID）]列か
ら、サーバの IDハイパーリン
クをクリックすると、その詳

細ビューと、CPU、メモリ、
アダプタなどのサーバコン

ポーネントに関する情報を提

供するアクセスタブが開きま

す。

ID、デバイス名、IPアドレ
ス、動作ステータス、コア、

メモリなど、CiscoUCSブレー
ドサーバの情報が表示されま

す。このページには、サーバ

に関連付けられているホスト

の IPアドレス、名前、および
OSも表示されます。

物理サーバの表示

追加予定コンピューティングサービス

の名前、その動作ステータ

ス、IPアドレス、タイプ、
サービスに生成された最新の

アラーム、および合計アラー

ム数が表示されます。

コンピューティングサービス

の表示

[デバイス名（Device Name）]
列で、サーバ名のハイパーリ

ンクをクリックすると、Cisco
UCSシャーシとブレードサー
バ間の相互接続とその動作ス

テータスを示す図が開きま

す。

名前、タイプ、IPアドレス、
到達可能性ステータス、ア

ラームの数など、基本的なデ

バイス情報が表示されます。

ここから、サーバを選択して

グループに追加したり、グ

ループから削除することがで

きます。

Cisco UCSサーバの表示

追加予定ディスカバリソースの名前、

到達可能性ステータス、ディ

スカバリジョブステータス、

および仮想インベントリ収集

ステータスが表示されます。

ここから、新しいデバイスを

追加したり、既存のデバイス

を編集または削除したり、選

択したデバイスを同期するこ

とができます。

ディスカバリソースの表示

デバイスの表示
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詳細ビューリストビュータスク

追加予定Prime Infrastructureでは、指定
した条件を満たすデバイスに

自動的に読み込まれるグルー

プを作成できます。CiscoUCS
サーバグループを作成するに

は、次の手順に従います。

1. [コンピューティングリ
ソース（Compute
Resources）]ペインから、
[i]（情報）アイコンの上に
カーソルを置き、ポップ

アップウィンドウを開き

ます。

2. [アクション（Actions）]
領域から、[サブグループ
の追加（Add Subgroup）]
をクリックします。

3. 「ユーザ定義のデバイス
グループの作成」で説明

されている手順のステッ

プ 3～ 6を実行します。

ユーザ定義UCSサーバの表示

デバイスの表示
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詳細ビューリストビュータスク

追加予定Prime Infrastructureでは、指定
した条件を満たすデバイスお

よび VMに自動的に読み込ま
れるグループを作成できま

す。ホストおよび VMグルー
プを作成するには、次の手順

に従います。

1. [コンピューティングリ
ソース（Compute
Resources）]ペインから、
[i]（情報）アイコンの上に
カーソルを置き、ポップ

アップウィンドウを開き

ます。

2. [アクション（Actions）]
領域から、[サブグループ
の追加（Add Subgroup）]
をクリックします。

3. 「ユーザ定義のデバイス
グループの作成」で説明

されている手順のステッ

プ 3～ 6を実行します。

ユーザ定義のホストと VMの
表示

関連トピック

ユーザ定義の UCSグループの作成（12ページ）
ユーザ定義のホストと VMの作成（13ページ）

ユーザ定義の UCSグループの作成

コンピューティングデバイスの詳細を表示することに加えて、ユーザ定義の UCSサブグルー
プを作成できます。[User Defined UCS]の横にある展開アイコンにマウスを移動し、[Add
SubGroup]をクリックします。関連項目の「デバイスグループの作成」を参照してください。
ただし、これらの [ユーザ定義のUCS（UserDefinedUCS）]グループは [モニタ（Monitor）]>
[モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）]
に反映されません。

関連トピック

ユーザ定義のホストと VMの作成（13ページ）
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ユーザ定義のホストと VMの作成

デバイスグループに類似したユーザ定義ホストグループと VMサブグループを作成できま
す。[ユーザ定義のホストとVM（User Defined Hosts and VMs）]の横にある展開アイコンにマ
ウスを移動し、[サブグループの追加（AddSubGroup）]をクリックします。ただし、この [ユー
ザ定義のホストとVM（User Defined Hosts and VMs）]グループは [モニタ（Monitor）] > [モニ
タリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）]に反
映され、このグループのあらゆるメンバがアラームやイベントをモニタできます。

関連トピック

ユーザ定義の UCSグループの作成（12ページ）

デバイスの表示
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