レポート
• 概要, 1 ページ
• レポートの生成, 2 ページ

概要
Cisco Jabber アプリケーションのアクティビティと使用状況を追跡および測定するためのレポート
を生成できます。レポートは13ヵ月前までの分のみ実行できます。レポートの生成は、生成する
レポート タイプの選択とレポートの生成から構成される 2 ステップのプロセスです。各レポート
には、タイム ゾーンとしてグリニッジ標準時（GMT）を使用しているタイム スタンプが表示さ
れます。
多くのレポートは 15、30、60 分間隔で実行できます。
Cisco WebEx Messenger の組織管理者は、以下のレポートを生成できます。
• Messenger ユーザ レポート, （2 ページ）
• Messenger ウィジェット レポート, （4 ページ）
• Messenger アクティビティ, （4 ページ）
• Messenger ユーザ アクティビティ, （5 ページ）
• 監査証跡レポート, （7 ページ）
一度に 1 つのレポートのみ実行できます。進捗状況インジケータにレポートの生成ステータ
スが表示されます。完了ステータスは、レポートが正常に生成されたことを示します。レ
ポートは直接表示することも、CSV ファイルとしてコンピュータに保存することもできま
す。レポートは生成日から 7 日間保存されます。
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レポート
レポートの生成

レポートの生成
手順
ステップ 1

レポートを編集するには、[レポート（Report）]タブを選択します。

ステップ 2

[レポート タイプ（Report Type）]ドロップダウン リストから、生成するレポートのタイプを選択
します。

ステップ 3

（任意）レポートの [期間（Interval）]を選択します。
[期間（Interval）] オプションは次のレポートに対してだけ使用できます。
• [Messenger アクティビティ（Messenger Activity）]：[期間（Interval）]、[月（Month）]、また
は [年（Year）] を選択します。
• [Messenger ユーザ アクティビティ（Messenger UserActivity）]：[月（Month）]、または [年
（Year）] を選択します。

ステップ 4

[レポートの生成（Generate Report）]を選択します。
[Status（ステータス）]列には、レポート生成の進捗を示す [実行中（Running）]ステータスが表示
されます。レポートが正常に生成されたら、[ステータス（Status）]列に [完了（Completed）]が表
示されます。さらに、レポートをダウンロードする手順を含む電子メールが送信されます。

ステップ 5

レポートを開くか、または保存するには、レポート リンクの名前を選択します。
（注）
[実行中（Running）]のステータスが表示されている間にレポートの生成をキャンセルす
るには、[進行をキャンセル（Cancel the Progress）]を選択します。[停止（Stopped）]ス
テータスは、レポート生成がキャンセルされたことを示します。

Messenger ユーザ レポート
Messenger ユーザ レポートには、以下のカラムが含まれます（レポートには次の表の表示順に左
から右に表示されます）。
カラム

説明

ユーザ名（User Name）

ユーザのサインイン名。

ユーザのステータスが「アクティブ化」または「非アクティブ化」と
ユーザ ステータス（User
して表示されます。非アクティブ化ユーザは Cisco Jabber アプリケー
Status）
ションにサインインできません。
使用済み合計ストレージ
（MB）（Total Storage
使用されているストレージの合計メガバイト数。
Used(MB)）
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レポート
Messenger ユーザ レポート

カラム

説明

割り当て済み合計スト
レージ（MB）（Total
Allocated Storage
（MB））

ユーザに割り当てられているストレージ制限の合計メガバイト数。

所有合計スペース数
（Total Number of Spaces ユーザが所有するスペースの合計数。
Owned）
メンバーとしてのスペー
スの合計数（Total
ユーザがメンバーのロールを持つスペースの合計数。
Number Of Spaces as
Member）
ログイン済みユーザ
（Logged User）

ユーザの IM が IM ログ記録およびアーカイブ経由でサインインされ
ているかどうかが表示されます。（True/False）。
ユーザの IM がアーカイブされているエンドポイント。

ログイン済みユーザ（Logged User）が True に設定されている場合、
アーカイブのエンドポイ この値はデフォルトに設定されています。
ント（Archiving
ユーザの IM が、デフォルトのアーカイブ エンドポイントとして指定
Endpoint）
されているエンドポイントにアーカイブされている場合、この値は
[デフォルト（Default）] と表示されます。詳細については、IM アーカ
イブの設定を参照してください。
名簿内のユーザの数
（ディレクトリグループ ユーザの連絡先リストにある連絡先の数が表示されます。ディレクト
を除く）（Number of
リ グループ内の連絡先は含まれません。詳細については、ディレクト
Users in roster（excluding リ統合を参照してください。
Directory Groups））
名簿内の個人グループの ユーザの連絡先リストにある連絡先の数が表示されます。この数に
数（Number of Personal
は、ディレクトリ グループに属している連絡先は含まれません。詳細
Groups in roster）
については、ディレクトリ統合を参照してください。
名簿内のディレクトリグ
ループの数（Number of
Directory Groups in
roster）

ディレクトリ グループはメンバーシップが事前に決まっているグルー
プです。ユーザは自分の連絡先リストにグループを追加できますが、
グループ内のメンバーを変更することはできません。この機能は、お
客様がディレクトリ統合機能を使用している場合のみ使用できます。
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Messenger ウィジェット レポート
Messenger ウィジェット レポートには、Cisco WebEx Messenger 組織で作成されたウィジェットに
関する詳細が表示されます。このレポートは、組織が Cisco WebEx Messenger のスペース機能を使
用している場合のみ役立ちます。Messenger ウィジェット レポートには、以下のカラムが含まれ
ます（レポートには次の表の表示順に左から右に表示されます）。
カラム

説明

ウィジェット名（Widget
Name）

ウィジェットの名前。

会社名（Company Name）

ウィジェットが作成されている会社の名前。

作成者名（Creator Name）

ウィジェットを作成した人（ユーザ）の名前。

バージョン番号（Version
Number）

ウィジェットのバージョン番号。

使用スペース数（Used in
Spaces）

このウィジェットが使用されているスペースの数。

Messenger アクティビティ
Messenger アクティビティ レポートには、特定の月に Cisco WebEx Messenger 組織で行われたさま
ざまなアクティビティの詳細が表示されます。このレポートには、レポートを生成した月におけ
る以下のデータが表示されます。
カラム

説明

日付（Date）

日付データが YYYY/MM/DD の形式で表示されます。これはデータ収
集の開始日です。

時刻（Time）

時刻データが表示されます。これはデータ収集が開始された時刻です。
データの収集および集約は、指定した集約間隔（15、30、および 60
分）で実行されています。

同時ユーザの数
（Number of Concurrent
Users）

Cisco Jabber アプリケーションに同時にサインインしたユーザの数が表
示されます。

（注）
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メトリックは次のように計算されます。同時ユーザの数 = サ
インインしたユーザの数（時間間隔の最初）+ サインインし
たユーザの数（時間間隔の最中）- サインアウトしたユーザ
の数（時間間隔の最中）。負の数も可能です。

レポート
Messenger ユーザ アクティビティ

カラム

説明

ログイン/ログアウトの
サインインとサインアウトの数が表示されます。
集約数（Aggregate
これは、同時ユーザの数（現在の間隔）–同時ユーザの数（前
Number of
（注）
の間隔）で求められます。
Logins/Logouts）
IM の数（Number of
IM's）

発信インスタント メッセージの数が表示されます。

ホストした会議の数
（Number of Meetings
Hosted）

Cisco Jabber アプリケーションからホストした会議の数が表示されま
す。

参加した会議の数
（Number of Meetings
Joined）

Cisco Jabber アプリケーションから参加した会議の数が表示されます。

デスクトップ共有セッ
Cisco Jabber アプリケーションから開始されたデスクトップ共有セッ
ションの数（Number of
ションの数が表示されます。
Desktop Share Sessions）
テレフォニー コールの
Cisco Jabber アプリケーションから開始された会議コールの数が表示さ
数（Number Telephony
れます。
of Calls）
クリックツーコールの
数（Number of
Click-to-Call Calls）

Cisco Unified Communication Integration を使用して Cisco Jabber アプリ
ケーションから開始されたコールの数が表示されます。

ビデオ コールの数
（Number of Video
Calls）

発信ビデオ コールの数が表示されます。

PC 間コールの数
（Number of PC-to-PC
Calls）

発信 VoIP コールの数が表示されます。

Messenger ユーザ アクティビティ
Messenger ユーザ アクティビティ レポートには、特定の月に Cisco WebEx Messenger 組織のユーザ
が実行したアクティビティの詳細が表示されます。このレポートには、レポートを生成した月に
おける以下のデータが表示されます。
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レポート
Messenger ユーザ アクティビティ

カラム

説明

ユーザ名（User
Name）

ユーザの名前（サインイン名）が表示されます。

ログイン回数
（Number of
Logins）

Cisco Jabber アプリケーションにユーザがサインインした回数が表示されま
す。

新たに所有したス
ペースの数
（Number of New
Spaces Owned）

その月に新たに作成されたスペースの数が表示されます。この数には、ユー
ザが初めてサインインするときに自動的に作成される 2 つのスペース
（MyWebex と Developer Sandbox）が含まれます。

新たに参加したス
ペースの数
（Number of New
Spaces Joined）

その月にユーザがメンバー ロールで参加した新しいスペースの数が表示さ
れます。この数には、ユーザが作成したスペースの数は含まれません。

ホストした会議の
数（Number of
Meetings Hosted）

Cisco Jabber アプリケーションからホストした会議の数が表示されます。

参加した会議の数
（Number of
Meetings Joined）

Cisco Jabber アプリケーションから参加した会議の数が表示されます。

IM 数（Number of
IMs）

発信 IM の数が表示されます。

テレフォニー コー
Cisco Jabber アプリケーションからユーザによって開始された会議コールの
ルの数（Number of
数が表示されます。
Telephony Calls）
クリックツーコー Cisco Unified Communication Integration を使用して Cisco Jabber アプリケー
ルの数（Number of ションからユーザによって開始されたクリックツーコールの数が表示され
Click-to-Call Calls） ます。
デスクトップ共有
セッションの数
（Number of
Desktop Share
Sessions）

Cisco Jabber アプリケーションからユーザによって開始されたデスクトップ
共有セッションの数が表示されます。
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レポート
監査証跡レポート

カラム

説明

追加の使用スト
レージ（MB）
（Additional Storage
Used（MB））

使用されている追加ストレージの量（MB 単位）が表示されます。
このメトリックは、次のように計算されます。
追加の使用ストレージ = 使用ストレージ – 解放されたストレージ。これは
負の数になることがあります。

最終ログイン（Last ユーザが最後にサインインした時刻と使用しているタイプまたはバージョ
Login）
ンが表示されます。
ビデオ コールの数
（Number of Video ユーザが行ったビデオ コール（発信コール）の数が表示されます。
Calls）
PC 間コールの数
（Number of
PC-to-PC Calls）

Cisco Jabber アプリケーションから開始された VoIP コールの数が表示され
ます。

監査証跡レポート
監査証跡レポートには、Cisco WebEx Messenger の組織管理者によって実行されたすべての操作の
リストが表示されます。組織管理者が Cisco WebEx Messenger 管理ツール内で実行するすべての操
作はツールによってログに記録され、監査証跡レポートに表示されます。操作には、Cisco WebEx
Messenger 管理ツールへのサインイン、インターフェイス上のさまざまなタブのクリック、構成時
の設定の変更、監査証跡レポート自体の生成などが含まれます。
監査証跡レポートは CSV ファイルとして利用でき、次の詳細情報が含まれています。
カラム

説明

管理者
操作がログに記録され、このレポートでキャプチャされている組織管理者のサ
（Administrator） インイン ID。
Timestamp

組織管理者によって実行された各操作のタイムスタンプ。

カテゴリ
（Category）

操作が属しているカテゴリ。一般的なカテゴリには、サインイン、構成、ポリ
シー管理、およびレポート管理があります。

サブ カテゴリ 操作が属しているサブ カテゴリ。一般的なサブ カテゴリには、会議、XMPP IM
（Sub
クライアント、ポリシー アクションの追加と削除、自動アップグレード、およ
Category）
びユニファイド コミュニケーションがあります。
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レポート
監査証跡レポート

カラム

説明

詳細
（Details）

操作の詳細。たとえば、組織管理者がユニファイド コミュニケーションの設定
を変更すると、対応する詳細には、「すべてのクラスタの組織レベルの設定を
変更（Changed the Org-Level settings for all clusters）」という表現が含まれます。
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