
レポートの管理

•月次レポートのダウンロード（1ページ）
•月次レポートについて（1ページ）
•カスタマイズした詳細レポートの生成（4ページ）
•カスタムした詳細レポートについて（4ページ）

月次レポートのダウンロード

手順

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するか
を決定します。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを

管理します。

ステップ 2 メニューバーから [レポート（Reports）]を選択します。

[レポート（Reports）]ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 ダウンロードする月次レポートのリンクを選択します。

システムウィンドウに PDFが表示されます。月次 PDFサマリーレポート、CSVミーティング
レポート、CSV参加者レポート、またはこれら 3つのレポートを含むZIPファイルを表示また
は保存することができます。

月次レポートについて
リアルタイムのミーティングのステータスについては、ダッシュボードを参照してください。

ミーティング状況の詳細については、ミーティングリストの表示を参照してください。
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サマリーレポート

システムサマリレポート

システムの概要レポートには、次の情報が PDF形式で記載されます。

•サービスの採用：過去3ヵ月の間に、一意のホストと参加者の数を示すグラフが表示され
ます。

•ユーザライセンス：システムが使用している購入済みホストライセンスの割合と過去6ヶ
月間に使用されたホストライセンスの数。これらの数を使用して、今後のホストライセ

ンスのニーズを予測し、それに応じてライセンスの購入を調整します。

•システムサイズ：参加者のピークと、ピーク時の使用量が消費したシステムサイズの割
合。グラフには、過去 3ヵ月のミーティング参加者のピークと、今後 3ヵ月の予想増加率
が示されています。

•ストレージ：データアーカイブと録音のストレージ使用量（合計ストレージスペースの割
合と合計ギガバイト（GB））。グラフには、過去 3ヵ月の総ストレージと、今後 3ヵ月
の予想増加率が示されます。このレポートを使用して、ストレージ使用量を監視します。

ストレージスペースを追加するには、アクティブ化する前に、既存のストレージデータ

アーカイブと録音を新しいストレージサーバに手動でコピーします。

ストレージサーバを設定している場合は、このレポートが表示さ

れます。詳細については、NFSまたはSSHストレージサーバの追
加を参照してください。

（注）

• Network:

•ピーク時のネットワーク帯域幅使用量（Mbps）。

•過去3ヵ月のピーク時のネットワーク帯域幅と、今後3ヵ月の予想増加率（Mbps）。
（赤色のバーは、最大ネットワーク帯域幅を示します）。

•各システムリソースによって消費される帯域幅の割合を示す円グラフ。

レポートは、データベースからデータを描画します。帯域幅の消費量が 1 Mbps未満の場
合、モニタリングモジュールは、データベースに0と書き込みます。したがって、レポー
トに記載されている0は、その機能が大幅なネットワーク帯域幅を使用していないことを
意味します。

•システムの計画的ダウンタイム &計画外停止

•過去 3ヶ月間のシステムの平均稼働時間。

•過去 3ヵ月のシステムの計画外停止にかかる平均時間。

•過去 3ヵ月のシステム停止によって中断されたミーティングの平均数。

•過去 3ヵ月のダウンタイムと予定外停止および今後 3ヵ月の予定増加率。
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ダウンタイムが増えると、使用率が増加することがあります。ダ

ウンタイムの統計を他のレポートに記載されている利用状況統計

と比較するようにしてください。

（注）

ミーティング概要レポート

システムの概要レポートには、次の情報が CSV形式で記載されます。

•ミーティングのステータス：ミーティングのステータス、問題が発生したミーティングの
割合、および 1ヵ月の間に開催されたミーティングの合計数。

•ミーティングのサイズ：過去1ヵ月の間、システムで開催されたミーティングの規模、会
議サイズの内訳、およびその月に開催された最大規模の会議の詳細情報。

•ミーティング機能の使用

•機能が使用された合計時間（分単位）を含む、過去1ヵ月の間で最も使用されてた機
能。

•増加率を含む、過去 1ヵ月の間、システムで最も成長している機能です。

•システムの各機能の使用。

•システム上で最も急速に成長している機能の成長率。

•最上位のアクティブ参加者の電子メールドメイン

•最上位のアクティブ参加者の電子メールドメイン。

•参加者の電子メールドメインの内訳。

•ミーティングの参加者によって使用される上位 3つの電子メールドメインの一覧。

•ピークの曜日と時間：最初のグラフは、最もよく使用されている曜日を示しています。2
番目のグラフは、過去 1月の 1日の最も忙しい時間を示しています。

会議レポート

CSV形式の各ミーティングの統計。

参加者レポート

CSV形式の各ミーティング参加者の統計。

このレポートで参加者の電話番号を表示するには、[設定（Settings）]> [オーディオ（Audio）]>
[グローバル設定（Global Settings）] > [参加者レポートにある参加ユーザの電話番号を表示
（Show call-in user phone numbers in Participant Report）]の順に選択します。マルチデータセ
ンター環境にすべての電話番号を含めるには、このパラメータを各データセンターで設定する

必要があります。詳細は、「オーディオ設定の変更」を参照してください。
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すべてのレポート

すべてのレポートを含む Zipファイル。

カスタマイズした詳細レポートの生成

手順

ステップ 1 Webex Site Administrationにサインインします。

マルチデータ Centerシステムでは、DNSはどのデータセンターダッシュボードを表示するか
を決定します。このダッシュボードを使用して、このシステム内のすべてのデータセンターを

管理します。

ステップ 2 [レポート（Reports）] > [レポートをカスタマイズ（Customize your report）]を選択します。

ステップ 3 表示するレポートの日付範囲を選択して、[送信（Submit）]を選択します。

デフォルトは前月です。6ヵ月前までの日付範囲を選択できます。

[提出済みカスタムレポート要求（CustomizedReportRequest Submitted）]ページが表示され、
カスタマイズしたレポートの日付が表示されます。CSV形式のカスタマイズしたレポートへの
リンクが記載された電子メールが送信されます。

ステップ 4 [完了（Done）]を選択します。

カスタムした詳細レポートについて
カスタマイズされた詳細レポートを生成すると、次のレポートのアーカイブを含む電子メール

が CSV形式で届きます。

•不正アクセスレポート：個人の会議を開始または参加するときに、発信者が間違ったホス
トまたは参加者のアクセスコードの入力や、ホスト暗証番号を3回間違えて入力したこと
による、失敗したテレフォニーアクセスの試みに関するレポートが表示されます。

•ダイヤルしたアクセス番号：パーソナル会議を開始または参加するためにダイヤルさ
れた Cisco Webexのコールイン番号。

•発信者番号：コールの発信に使用された電話機のディレクトリ番号。

•通話の開始時間：通話の日付と時刻。

• 1番目に試行したアクセスコード：発信者によって最初に入力された無効なアクセス
コード。
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• 1番目のアクセスコードの所有者の電子メール（ある場合）：アクセスコードが、有
効な Cisco Webex Meetings Serverアカウントに関連付けられている場合の、最初の無
効なアクセスコードに関連付けられているユーザの電子メールアドレス。

• 2番目に試行したアクセスコード：発信者によって 2番目に入力された無効なアクセ
スコード。

• 2番目のアクセスコードの所有者の電子メール（ある場合）：アクセスコードが、有
効な Cisco Webex Meetings Serverアカウントに関連付けられている場合の、2番目の
無効なアクセスコードに関連付けられているユーザの電子メールアドレス。

• 3番目に試行したアクセスコード：発信者によって 3番目に入力された無効なアクセ
スコード。

• 3番目のアクセスコードの所有者の電子メール（ある場合）：アクセスコードが、有
効な Cisco Webex Meetings Serverアカウントに関連付けられている場合の、3番目の
無効なアクセスコードに関連付けられているユーザの電子メールアドレス。

•ミーティングレポート：指定された期間中に行われたすべてのミーティングに関する情報
が含まれています。

•ミーティング ID：ミーティングがスケジュールされた際にシステムが生成する固有
の会議 ID。

•ミーティング番号：Cisco Webexミーティング番号。

•情報カテゴリ：ホストが設定したミーティングの名前。

•ホスト名：ミーティングホストの氏名。

•ホストの電子メール：ミーティングホストの電子メールアドレス。

•開始時刻：ミーティングの開始日時。

•期間：ミーティングの分単位の長さ。

•参加者数：ホストを含む参加者の人数。

ゲストまたはホストがミーティングに 2回参加する場合、システ
ムはゲストを重複して数えますが、ホストは参加者の人数として

重複して数えられません。

（注）

•各ミーティングのステータス

•コールイン音声通話分数

•コールバック音声通話分数

• VoIP時間（分）

•ビデオ時間（分）

レポートの管理

5

レポートの管理

カスタムした詳細レポートについて



•録画時間（分）

•録音間隔：ミーティング中に作成された各録音の開始時間と停止時間。

• Web共有の数（分単位）：すべての参加者がWebミーティングに費やした合計分数
（3人の参加者が、10分のミーティングのWebミーティングに部分的に参加した場
合、Web共有の分数は、30となります）。

•参加者：ミーティング参加者のリスト。

•ホストプラットフォーム/ブラウザ：ホストがCiscoWebexミーティングを開始したと
きに使用していたオペレーティング システムおよびブラウザのバージョン。

•ホスト IPアドレス：ホストが Cisco Webexミーティングを開始したときに使用する
IPアドレス。

• TrackingCodes：トラッキングコードの設定を変更した後、真夜中（GMT）になって
変更が有効になるまで待機する必要があります。それまでの間、古い追跡コードは有

効です。

•ネットワーク帯域幅利用状況レポート：次の各機能について、指定された期間における各
日のネットワーク帯域幅の消費。

•音声の最大消費帯域幅（mbps）

•音声 VoIPの最大消費帯域幅（mbps）

•ビデオの最大消費帯域幅（mbps）

•ウェブ共有の最大消費帯域幅（mbps）

0（ゼロ）消費は、その日に機能が使用されなかったことを示します。指定された日付に
1 Mbps未満の消費が使用されている場合、1未満の消費が表示されます。

ビデオのネットワーク帯域幅消費には、Webミーティングからのカメラおよびビデオファ
イル共有に関するビデオが含まれています。サイトで、ビデオが無効になっている場合

は、ビデオのカメラをオンにすることはできませんが、ビデオファイルを共有することは

できます。このため、レポートに含まれているビデオのネットワーク帯域幅が消費される

場合があります。これは、サイトでビデオが無効になっているときにビデオのネットワー

ク帯域幅消費を発生させる唯一の状況です。

•ストレージキャパシティ使用率レポート：表示された日付との合計のディスク容量と、各
日付に発生したミーティングの録音の数を表示します。

このレポートは、ストレージサーバが設定されている場合にのみ

含まれます。詳細については、NFSまたはSSHストレージサーバ
の追加を参照してください。

（注）
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•参加者レポート：会議の履歴、各会議の開始時間、および各ミーティングに適用されるト
ラッキングコード。

•ミーティング ID：ミーティングがスケジュールされた際にシステムが生成する固有
の会議 ID。

•会議名：ミーティングの名前。ミーティングのスケジュール時に [内容（What）]
フィールドに入力されたホスト。

•ユーザ名：ホストのユーザ名。

•参加時間：ユーザが Cisco Webexミーティングに参加した時間と日付。

•退出時間：ユーザが Cisco Webexミーティングを退出した時間と日付。

•期間：ユーザが Cisco Webexミーティングに参加した分単位の期間。

•プラットフォーム/ブラウザ：ホストがCiscoWebexミーティングを開始したときに使
用した、オペレーティングシステムとブラウザのバージョン。

•クライアント IPアドレス：Cisco Webexミーティングを開始または参加するためにホ
ストまたは参加者が使用するWebexクライアントの IPアドレス。

•データセンター：ミーティングが開催されたDataCenterの名前。このフィールドは、
マルチデータセンター（MDC）のシステムでのみ生成されます。

•セッション開始時間：セッションが開始した時間。

•セッション終了時間：セッションが終了した時間。

•セッションのタイプ：セッションのタイプにはビデオ（Web共有）、VoIP（テレフォ
ニー接続）、コールイン、またはコールバックがあります。

•セッション期間：セッションが持続した時間。

•ディレクトリ番号：Webexミーティングへのコールの発信に使用される電話機のディ
レクトリ番号。

• Tel.サーバ：電話サーバ。

•システムダウンタイムレポート：指定された期間のシステムダウンタイム情報。次の
フィールドが含まれています。

•カテゴリ：サービス停止中またはメンテナンス中。サービス停止中は、停止を示して
います。メンテナンスは、計画的なメンテナンス期間であることを示しています。

•機能：影響を受ける機能。

•ダウンタイムの開始：ダウンタイムが開始された日付と時間。

•ダウンタイムの終了：ダウンタイムが終了した日付と時間。
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•中断したミーティングの数：中断したミーティングの数。メンテナンスの場合、計画
されているものなので、このフィールドは空欄となります。サービス停止中にスケ

ジュールされたミーティングがない場合は、0となります。

•ユーザライセンス利用状況レポート：このレポートには2つのバージョンがあります。一
方のバージョンは過去 30日間のライセンス使用状況を表示し、
UserLicenseUtilizationReportForLastMonth.csvという名前が付けられ、もう一方のバージョ
ンは現在の月の（当月の最初の日から現在の日まで）のライセンス使用状況を表示し、

UserLicenseUtilizationForThisMonth.csvという名前が付けられます。これらレポートには、
次のフィールドが含まれます。

• [ユーザ名（User name）]：ミーティングホストのユーザ名。

• [電子メールアドレス（E-mail address）]：ミーティングホストの電子メールアドレ
ス。

•ミーティング ID：ミーティングがスケジュールされた際にシステムが生成する固有
の会議 ID。

•ミーティング番号 (Meeting Number)：Cisco Webexミーティング番号。

• [開始時刻（Start Time）]：ミーティングの開始日時。

• [同時ミーティング（Simultaneous Meeting）]：同じユーザによってスケジュールされ
ている同時ミーティングの数。録音された各同時ミーティングは、同時ミーティング

をスケジュールしたユーザ向けに、このレポートに追加回線が追加されます。
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