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概要

このドキュメントでは、Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンス（旧 Cisco
Clean Access（CCA））の外部サーバにイベントを記録するための syslog 設定の設定方法につ
いて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントでは、Cisco Clean Access Manager（CAM）および Cisco Clean Access
Server（CAS）がインストールされ、正しく動作していることを想定しています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、ソフトウェア バージョン 4.0.x 以降を実行する Cisco NAC アプライ
アンスに基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。



表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

イベント ログの意味

管理コンソールで Syslog ベース イベント ログを表示するには、[Monitoring] モジュールの
[Event Logs] リンクをクリックします。 次の 3 つのイベント ログ タブがあります。

View Logs●

Logs Settings●

Syslog Settings●

ログの表示

図 1
[View Logs] タブには次の情報が含まれています。

Clean Access Server のシステム統計情報（デフォルトで 4 時間おきに生成されます）。●

ユーザ ログイン時刻、ログオフ時刻、ログイン失敗回数などを含む、ユーザ アクティビティ●

ネットワーク設定イベント：Media Access Control（MAC）や IP パススルー リストの変更
、Clean Access Server の追加や削除を含みます。

●

アウトオブバンド（OOB ）に関するスイッチ管理イベント：リンクダウン トラップが受信
された時点、および認証 VLAN やアクセス VLAN のポートが変更された時点を含みます。

●

Clean Access 検査、規則、およびサポートされるウイルス/スパイウェア対策製品リストの内
容の変更または更新。

●

Clean Access Server の Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）設定の変更。●

システム統計情報は、Clean Access Manager によって管理される CAS ごとに、デフォルトで 1
時間おきに生成されます。 システム検査を発生させる頻度を変更するには、『Syslog ロギングの
設定』を参照してください。

注: [Events] カラムには、最新のイベントが最初に表示されます。

表 1 は、[View Logs] のナビゲーション、検索機能、および実際に表示される syslog を示してい
ます。

表 1
カラム 説明

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

[First]/[P
revious]/
[Next]/[L
ast]

これらのナビゲーション リンクを使用す
ると、イベント ログのページが切り替わ
ります。 [Events] カラムには、最新のイ
ベントが最初に表示されます。 [Last] リ
ンクは、ログ内の最も古いイベントをい
くつか示します。 各ページには最大で
25 個のエントリが表示されます。

カラム
特定のカラムを基準としてイベント ログ
をソートするには、カラム見出し
（[Type] や [Category] など）をクリック
します。
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検
索
基
準

タイプ

次のように [Type] カラムで検索基準を指
定して、[View] をクリックします。

Any Type●

Failure●

情報●

Success●

[Categor
y]

次のように [Category] カラムで検索基準
を指定して、[View] をクリックします。

認証（Authentication）1
●

[管理（Administration）]●

クライアント●

Clean Access Server●

Clean Access●

SW_Management（OOB が有効の場
合）

●

その他●

DHCP●

時刻

次のように [Time] の検索基準を指定して
、[View] をクリックします。

Within one hour●

Within one day●

Within two days●

Within one week●

いつでも●

One hour ago●

One day ago●

Two days ago●

One week ago●

[Search
in log
text]

目的の検索テキストを入力し、[View] を
クリックします。

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

view 目的の検索基準を選択した後、結果を表
示するには [View] をクリックします。

[Reset
View]

[Reset View] をクリックするとデフォル
ト ビューに戻り、過去 1 日以内のログが
表示されます。

delete

[Delete] をクリックすると、検索基準を
使ってフィルタリングされたイベントが
、該当する複数のページにわたってすべ
て削除されます。 [Delete] により、フィ
ルタリング済みイベントが Clean Access
Manager ストレージから削除されます。
[Delete] を使用して削除しなかった場合
は、システムがシャットダウンしても、
イベント ログは維持されます。 削除対象
のフィルタリング済みイベントの総数を
表示するには、図 1 に示されているフィ
ルタリング済みイベント インジケータを
使用します。



ス
テ
ー
タ
ス
表
示

タイプ

赤いフラグ（ ）= 障害：エラーまた
は他の予期しないイベントを示しま
す。

●

緑色のフラグ（ ）= 成功：ログイン
や設定アクティビティの成功など、
成功したイベントあるいは標準使用
イベントを示します。

●

黄色いフラグ（ ）= 情報：負荷情報
やメモリ使用率など、システム パフ
ォーマンス情報を示します。

●

[Categor
y]

ログ イベントを開始したモジュールまた
はシステム コンポーネントを示します 検
索基準セクションの「カテゴリ」にある
リストを参照してください。 デフォルト
では、Clean Access Manager によって管
理される各 Clean Access Server に関す
るシステム統計情報が一時間ごとに生成
されます。

時刻
イベントの日時（hh: mm: ss）を示しま
す。最も新しいイベントが最初にリスト
されます。

[Event]

モジュールのイベントを、最新のイベン
トから順に表示します。 「表 2：Event
カラムのフィールド」で、Clean Access
Server イベントの例を参照してください
。

脚注：表 1

1. 認証タイプ エントリに、「Provider: <プロバイダー タイプ>, Access point: N/A, Network: N/A」という項目が含まれ
ることがあります。End-of-Life（EOL：サポート終了）レガシー無線クライアントが存在し Manager で事前設定されて
いる場合に、それをサポートし続けるには、「Access point: N/A, Network: N/A」フィールドで、アクセスポイント
（AP）MAC およびサービス セット識別子（SSID）情報をレガシー クライアント用にそれぞれ提供します。

イベント ログの例

表 2 は、一般的な Clean Access Server ヘルス イベントの例を示しています。

CleanAccessServer 2006-04-03 15:07:53 192.168.151.55 System Stats:

 Load factor 0 (max since reboot: 9) Mem Total: 261095424 bytes Used: 246120448

 bytes Free: 14974976 bytes Shared: 212992 bytes Buffers: 53051392 bytes Cached:

 106442752 bytes CPU User: 0% Nice: 0% System: 97% Idle: 1%

表 2：Event カラムのフィールド
値 説明
CleanAcc

essServe

r

Clean Access Server がイベントを報告してい
ます

2006-04-

03

15:07:53
開催日時

192.168.



151.55 報告元 Clean Access Server の IP アドレス

Load

factor 0

負荷係数（Load factor）は、Clean Access
Server で処理されるのを待機しているパケッ
ト数（つまり CAS での現在の負荷）を示しま
す。 負荷係数が高い場合、処理待ちのパケッ
トがキューになっていることを示しています。
一定時間（たとえば 5 分間）にわたって負荷
係数が 500 を超える場合、着信トラフィック
/パケットによる大量の負荷が Clean Access
Server で継続的に発生していることを示して
います。 この数値が増えて 500 以上になった
ら、注意が必要です。

((max

since

reboot:

<n>)

任意の時点におけるキュー内のパケット最大数
。 つまり、Clean Access Server での最大負荷
。

Mem

Total:

26109542

4 bytes

メモリ使用率に関する統計情報。 次に示す 6
つの数値があります。

合計メモリ●

使用メモリ●

空きメモリ●

共有メモリ●

バッファ メモリ●

キャッシュされたメモリ●

Used:

24612044

8 bytes

Free:

14974976

bytes

Shared:

212992

bytes

Buffers:

53051392

bytes

Cached:

10644275

2 bytes

CPU

User: 0%
これらの数値は、ハードウェアの CPU プロセ
ッサ負荷をパーセントで示します。 4 つの数
値は、ユーザ プロセス、正常なプロセス、シ
ステム プロセス、およびアイドル プロセスの
システム消費時間です。
注: Clean Access Server では通常、システム
プロセスで CPU によって費やされる時間が
90% を超えます。 この値はシステムが正常な
ことを示します。

Nice: 0%

: 97%

Idle: 1%

ログに記録されるイベント数の制限

イベント ログしきい値は、Clean Access Manager データベースに格納されるイベント数です。
CAM に保持されるログ イベントの最大数は、デフォルトでは 100,000 です。 CAM データベー
スに一度に格納されるイベント ログのしきい値には、最大で 200,000 エントリを指定できます。
イベント ログは循環ログです。 ログ数がイベント ログしきい値を超えたときには、最も古いエ
ントリが上書きされます。

最大イベント数を変更するには、以下のようにします



[Monitoring] > [Event Logs] ページの [Logs Setting] タブをクリックします。1.
[Maximum Event Logs] フィールドに、新しい数値を入力します。2.
[Update] をクリックします。3.

Syslog ロギングの設定

デフォルトでは、Clean Access Manager によって管理される各 Clean Access Server のシステム
統計情報が一時間ごとに生成されます。 デフォルトでは、イベント ログは CAM に書き込まれま
す。 別のサーバ（独自の syslog サーバなど）に CAM イベント ログをリダイレクトすることも
できます。

さらに、システム ステータス情報を CAM で記録する頻度を設定することもできます。 これを行
うには、[Syslog Health Log Interval] フィールドの値を設定します。 デフォルトは 60 分です。

Syslog ロギングを設定するには、以下のようにします。

[Monitoring] > [Event Logs] > [Syslog Settings] を選択します。1.
syslog サーバの IP アドレスを [Syslog Server Address] フィールドに入力します。 デフォル
トは 127.0.0.1 です。

2.

syslog サーバのポートを [Syslog Server Port] フィールドに入力します。 デフォルト値は
514 です。

3.

システム ステータス情報を CAM で記録する頻度を、[System Health Log Interval] フィール
ドに入力します。 デフォルトは 60 分です。 この設定により、CAS 統計情報がイベント ロ
グに記録される頻度が決まります。

4.

変更内容を保存するには [Update] をクリックします。注: CAM で syslog サーバを設定した
後、設定をテストできます。 これを行うには、CAM 管理コンソールからログオフして再び
ログインします。 この操作により syslog イベントが生成されます。 CAM イベントが
syslog サーバに表示されない場合は、syslog サーバがユーザ データグラム プロトコル
（UDP）514 パケットを受信すること、およびネットワーク上の他の場所でそれらがブロッ
クされないことを確認してください。注: 複数の syslog サーバを設定することはできず、こ
の操作はサポートされていません。 1 つの Syslog サーバだけに転送できます。

5.

ログ ファイル

イベント ログは Clean Access Manager データベース テーブルに格納され、log_info テーブルと
いう名前が付いています。 Clean Access Manager での他のログをリストしています。

表 3
File 説明
//var/log/messages 新興企業

//var/log/dhcplog
DHCP リレー、DHCP ロ
グ

//tmp/perfigo-log0.log.*
3.5(4) 以前の Perfigo サー
ビス ログ 1

//perfigo/logs/perfigo-

log0.log.*

3.5(5) 以降の Perfigo サー
ビス ログ 1,2

//perfigo/logs/perfigo-

redirect-log0.log.0

証明書関連の CAM/CAS
接続エラー



   

//var/nessus/logs/nessusd.mes

sages

Nessus プラグイン テス
ト ログ

//perfigo/control/apache/logs

/*

セキュア ソケット レイヤ
（SSL）証明書、Apache
エラー ログ

/perfigo/control/tomcat/logs/

localhost*.

Tomcat,、リダイレクト、
JavaServer ページ
（JSP）のログ

//var/log/ha-log

CAM および CAS に関す
るハイ アベイラビリティ
ログ

脚注 - 表 3

1. * ではなく 0 が最新のログを示しています。

2. CAM でスイッチから受信される通知のスイッチ管理イベントは、ファイル システム上のログにのみ書き込まれます
（/perfigo/logs/perfigo-log0.log.0）。 さらに、ログ レベルが INFO 以上の詳細レベルに設定されている場合にのみ、こ
れらのイベントがディスクに書き込まれます。

関連情報

Cisco NAC アプライアンスに関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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