レポートの管理
Cisco Secure ACS リリース 5.7 のレポートは、
さらにシンプルで使いやすい新たなルック アンド フィールを備えています。レポート
は、認証、セッション トラフィック、デバイス管理、ACS サーバ設定と管理、およびトラブルシューティングに関する情報の論理カテ
ゴリにグループ化されます。拡張ダイナミック エクスポート オプションでは、選択したレポートをカンマ区切り（.csv）ファイルとし
て Excel スプレッドシートにエクスポートできます。拡張スケジューリング サービスでは、レポートが使用可能な場合に、レポートを
キューに入れて通知を受け取ることができます。
ACS 5.7 では、レポートを表示するのに Flex ベースの Web インターフェイスを使用します。
ACS 5.7 の新しい Reports Web インター
フェイスは、RADIUS および TACACS+ レポートを ACS 5.5 レポートの 3 ～ 4 倍（平均）速く生成します。レポート名およびフィルタが
左側に表示され、レポートは、Reports Web インターフェイスの右側に表示されます。
拡張 Web インターフェイスにより、右側のペイ
ンから選択するよりもさらに簡単に左側のペインからレポート上を移動し、
さまざまな種類のレポートコントロールすることがで
きます。ACS 5.7 では、全体として Interactive Viewer 機能はサポートしていませんが、
「列の表示/非表示」および「列の固定」
（Interactive
Viewer 機能の要素）はサポートしています。Microsoft Excel スプレッドシートまたは他のサポート ツールを使用してレポートをカン
マ区切りファイルにエクスポートし、そのファイルを開き、
また Excel のさまざまなオプションを使用して操作を実行できます。
[Monitoring and Reports] ドロワが ACS Web インターフェイスに表示されます。このドロワには、[Launch Monitoring and Report Viewer]
オプションが含まれています。Monitoring and Reports Viewer を新しいウィンドウで開くには、
[Launch Monitoring and Report Viewer] を
クリックします。そこには、次のドロワが含まれています。


Monitoring and Reports



Monitoring Configuration
（Monitoring and Report Viewer でのシステムの動作と設定の管理（1 ページ）を参照）。

Web インターフェイスの [Monitoring and Reports] ドロアには、
[Reports] オプションが含まれています。新しいウィンドウで Reports
Viewer を開くには、[Reports] をクリックします。
レポートは、次のいずれかのページの Reports Web インターフェイスから実行できます。


[Favorites]：[Reports] > [Favorites]



[ACS Reports]：[Reports] > [ACS Reports] > <report_type>



[Saved and Scheduled Reports]：[Reports] > [Saved and Scheduled Reports]

これらのページには、次のタイプのレポートがあります。


システム レポート：ACS ソフトウェアに事前に定義されているレポート。システム レポートのリストは、[Reports] > [ACS
Reports] 下のページで表示できます。



カスタマイズされたレポート：設定して保存したシステム レポート。

簡単にアクセスするために、レポートを [Favorites] ページに追加できます。このページから、レポートをカスタマイズしたり、実
行したりできます。レポートをカスタマイズして保存することにより、そのカスタマイズされたレポートに頻繁にアクセスして
実行することができます。保存済みレポートは、[Saved and Scheduled Reports] ドロワの下に表示されます。[ACS Reports] には、展
開された ACS サーバから取得されたログ、診断、およびトラブルシューティング データについてのさまざまなレポートが用意さ
れています。これらのレポートは、表、グラフ、または図として表示され、さらに詳細なデータにドリルダウンすることもできま
す。
さらに、ACS では、
次の操作を行うこともできます。


各自の要件に基づいた、レポートのデータのフィルタリング



レポートを定期的にまたはオンデマンドでカンマ区切りファイルに追加し、印刷します。
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レポートをお気に入りリストへ追加し、そのリストからレポートへ簡単にアクセスできます。



レポートをカスタマイズして、保存します。

この章では、次のトピックについて取り上げます。


ACS レポート（2 ページ）



レポートの実行（2 ページ）



レポートのナビゲーション（3 ページ）



レポートのエクスポート（7 ページ）



レポートの保存およびスケジューリング（8 ページ）



お気に入りレポート（12 ページ）



使用可能なレポート（14 ページ）



使用可能なフィルタ（18 ページ）



RADIUS Active Sessions の動的な認可変更（20 ページ）



グラフについて（23 ページ）

ACS レポート
Monitoring and Reports Viewer には、展開されたすべての ACS サーバの健全性を監視するために使用できる強力なダッシュボードが
用意されています。ダッシュボードでは、ネットワークを効率的に管理するために使用できる、ネットワーク アクセス パターンおよ
びトラフィックの傾向についての情報も提供されます。Monitoring and Report Viewer によって、リアルタイムのデータや重要な統計情
報が提供されます。これらは、ネットワークを予防的に管理して、攻撃を防ぐために役立ちます。
Cisco Secure ACS の Monitoring and Report Viewer コンポーネントでは、展開されたさまざまな ACS サーバからログおよび設定データ
が収集され、それらが集約されて、データの分析に役立つインタラクティブなレポートが提供されます。
また、ネットワークを効率的
に管理し、ネットワーク関連の問題のトラブルシューティングを行うための、
統合された監視、レポート、およびトラブルシューティ
ング機能が備えられています。
ACS には、事前に定義済みのレポートがいくつか用意されています。これらのレポートを実行することによって、ACS サーバから取
得されたログおよび設定データに含まれている重要な情報を入手できます。表 2 頁 14 に、ACS で使用可能なさまざまなカテゴリの
レポートを示します。レポート名およびそのフィルタが左ペインに表示されます。フィルタを追加または削除し、レポートを実行で
きます。生成されたレポートが右側のペインに表示されます。
関連項目


レポートの実行（2 ページ）



レポートのナビゲーション（3 ページ）



使用可能なレポート（14 ページ）



使用可能なフィルタ（18 ページ）



レポートの保存およびスケジューリング（8 ページ）

レポートの実行
ここでは、Reports View を使用してレポートを実行する方法について説明します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [ACS Reports] を選択します。
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2. 使用可能なレポート カテゴリからレポートをクリックします。
3. レポートを実行する 1 つ以上のフィルタを選択します。
各レポートに、異なるフィルタを使用できます。フィルタの大文字と小文
字は区別されます。フィルタの一部は必須で一部は任意選択です。使用可能なフィルタの一覧については、表 3 頁 18 を参照して
ください。
[Filters] ドロップダウン リストからフィルタを追加または削除することができます。


フィルタを追加するには、[Filters] ドロップダウン リストから必要なフィルタを選択します。これを選択すると、
緑色のチェック
マークがフィルタ名の近くに表示されます。



フィルタを削除するには、[Filters] ドロップダウン リストからフィルタを選択解除します。フィルタ名を選択解除すると、緑色の
チェック マークが消去されます。
4. [OK] をクリックします。
5. フィルタに適切な値を入力します。
6. [Run] をクリックします。
ACS は、右側のペインに生成されたレポートを表示します。

注：ACS は、
ページごとに 100 個のレコードが含まれている RADIUS レポートおよび TACACS+ AAA レポートを最大で 250 ページ表
示します。その他のレポートについては、ACS では、ページごとに 100 個のレコードが含まれているレポートを最大で 50 ページ表示
します。
注：Reports Web インターフェイスでレポートのリンクをクリックすると、
ACS はそのリンクを新しいウィンドウで開きます。
ACS では、
毎日 00:05 に集約が開始され、
ACS レポートの詳細ページから起動されたクロスには、
集約時間前に集約されたレポートだけが表示され
ます。
集約後に生成されたログは、
次の集約が完了するまで表示されません。
この制限は、
Reports Web インターフェイスの詳細ページでの
クロス起動のみに適用されます。
ただし、
Reports Web インターフェイスは集約時間に関係なくすべてのレポートを表示します。
関連項目


レポートのエクスポート（7 ページ）



レポートの保存（8 ページ）



お気に入りレポート（12 ページ）



レポートのスケジューリング（11 ページ）

レポートのナビゲーション
レポート出力から詳細情報を取得できます。たとえば、5 ヵ月の期間に 1 つのレポートを生成した場合、グラフと表には月単位の目盛
りでレポートの集約データが表示されます。
表内の特定の値をクリックすると、この特定のフィールドに関連する別のレポートを表示できます。たとえば、認証概要レポートに
は、
ユーザまたはユーザ グループの失敗したカウントが表示されます。
失敗したカウントをクリックすると、その特定の失敗したカ
ウントについての認証概要レポートが開きます。
Reports Viewer でレポートを実行すると、データの先頭ページが表示されます。データを表示または操作する場合は、レポート内の移
動を支援するツールを使用します。
Reports Viewer では、図 1 頁 4 に示すページ移動ツールを使用して、
レポート内を移動できます。このツールでは、矢印をクリックし
て、レポートの次および前のページを表示することができます。
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図 1

ページ移動ツール

また、Viewer では、図 2 頁 4 に示すように [Go To] にページ番号を入力して、このフィールドの [Go] をクリックすると、特定のページ
に移動することもできます。

図 2

特定のページへの移動

Viewer では、図 3 頁 4 に示すように、ページの総数および現在のページを表示します。そのフィールドの [Go] をクリックします。

図 3

合計ページ

Reports Viewer に表示されるすべてのレポートでは、図 4 頁 4 で示すようにレポート ヘッダーの右側上部にある列の設定オプション
を使用して、リストから列を追加、削除、または修正できます。

図 4

レポートの設定

レポート テーブルのレポート ヘッダーが表示される順序を変更します。レポート ヘッダーの表示順序を変更するには、列をドラッ
グして、必要な場所でドロップする必要があります。
関連項目


レポート テーブルの列の表示または非表示（5 ページ）
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レポート テーブルの列の固定（6 ページ）

レポート テーブルの列の表示または非表示
Reports Viewer は、列の設定機能を使用して、
使用可能なリストから列を表示するか、
またはレポート テーブルで既存の列を非表示に
するオプションがあります。使用可能な列名のリストを表示するには、列設定アイコンをクリックします。図 5 頁 5 に示されるよう
に、列名の近くに緑色のチェック マークが表示されたら、
列名が選択され、その選択された列名がレポート テーブルに表示されるこ
とを意味します。チェック マークが表示されない列名は、選択されていません。したがって、レポート テーブルに表示されません。複
数の列をまとめて表示または非表示にすることができます。
レポート テーブルの列を表示または非表示にします。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [ACS Reports] > report_type を選択します。
2. レポートの実行（2 ページ）に説明されるように、レポートを実行します。
3. 設定アイコンの矢印をクリックします。
4. [Columns] をクリックします。
5. 次のいずれかを実行します。


列を表示するには、ドロップダウン リストから列の名前を選択します。
緑色のチェック マークは、列名を選択するとその近くに
表示されます。



列を非表示にするには、ドロップダウン リストから列の名前を選択解除します。緑色のチェック マークは、列名を選択解除後に
消去されます。
6. [Close] をクリックします。

注：デフォルト設定に変更するには、[Reset] をクリックします。

図 5

列の表示または非表示
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レポート テーブルの列の固定
Reports Viewer では、図 6 頁 6 に示されるように、
レポート ヘッダーを固定してテーブル内の列を動かすことができないようにする
ためのオプションがあります。レポート テーブルの列を固定するには、次の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [ACS Reports] > report_type を選択します。
2. レポートの実行（2 ページ）に説明されるように、レポートを実行します。
3. 設定アイコンの矢印をクリックします。
4. [Fix Columns] をクリックします。
5. 次のいずれかを実行します。


列を固定するには、ドロップダウン リストから列の名前を選択します。緑色のチェック マークは、列名を選択するとその近くに
表示されます。



固定された列を削除するには、ドロップダウン リストから列の名前を選択解除します。緑色のチェック マークは、列名を選択解
除後に消去されます。
6. [Close] をクリックします。

注：デフォルト設定に変更するには、[Reset] をクリックします。

図 6

列の固定

レポート テーブルのデータのソート
ACS 5.7 においてユーザは、昇順または降順で列のエントリに基づいてレポート テーブルのデータをソートすることができます。選
択した列のエントリに基づいて完全なレポート テーブルを昇順でソートするには、列のタイトルをクリックします。列のエントリが
昇順でソートされていることを示す上矢印が、列のタイトルの右側に表示されます。選択した列のエントリに基づいてテーブルを降
順でソートするには、列のタイトルを再びクリックします。列のエントリが降順でソートされていることを示す下矢印が、列のタイ
トルの右側に表示されます。
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レポート テーブルのデータのフィルタリング
ACS 5.7 においてユーザは、列ごとにレポート テーブルのデータ エントリをフィルタリングすることができます。ACS 5.7 では、デー
タをフィルタリングするために「contains」パラメータを使用します。レポート テーブルには、フィルタリングが適用されない一部の
列以外の各列の見出しに、ドロップダウン リストまたはテキストボックスがあります。
使用可能なフィルタリング オプションを表示
するには、ドロップダウン リストをクリックします。テーブル エントリをフィルタリングするには、ドロップダウン リストからエン
トリまたは複数のエントリを選択するか、またはテキストボックスにテキストを入力する必要があります。
列のエントリに基づいてレポート テーブルをフィルタリングするには、
次の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [ACS Reports] > report_type を選択します。
2. レポートの実行（2 ページ）に説明されるように、レポートを実行します。
3. 次のいずれかの操作を実行します。


各値の左側にチェックボックスがある使用可能なフィルタ値のリストを表示するには、列の見出しの近くにあるドロップダウ
ン矢印をクリックします。フィルタの近くにあるチェックボックスをオンにします。複数のチェックボックスをオンにすること
ができます。



列にテキストボックスがある場合は、そのテキストボックスにフィルタ テキストを入力します。
4. [OK] をクリックします。
レポート テーブルは、選択した列のエントリに基づいてフィルタリングされました。

レポートのエクスポート
ACS 5.7 では、レポート データをカンマ区切り（.csv）
ファイルとして Excel スプレッドシートにエクスポートできます。ACS の以前の
リリースでは、レポートをエクスポートしてローカル ファイル システムにカンマ区切り（.csv）ファイルをコピーできました。copy コ
マンドを使用して、エクスポートされたファイルをコピーする必要がありました。
しかし、ACS 5.7 には、エクスポートされたレポー
トが保存されたリモート リポジトリを設定するオプションがあります。データをエクスポートすると、レポートの場所を詳細に示し
た電子メールを受信します。スケジューラ ページのレコードの状態を追跡できます。
注：エクスポートしたレポートに対する電子メール通知を受信するには、[Email Settings] ページで電子メール サーバの詳細を設定す
る必要があります。電子メール サーバの詳細を設定するには、電子メール設定の指定（14 ページ）を参照してください。[Email Settings]
ページの電子メール サーバの詳細を設定していない場合は、
電子メールを受信しません。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [ACS Reports] > report_type > を選択します。
report_type は、レポートのタイプです。
選択したレポート タイプで使用可能なレポートが表示されます。
2. レポートの実行（2 ページ）に説明されるように、レポートを実行します。
3. [Export] をクリックします。
4. ドロップダウン リストからリポジトリを選択します。

次のレポートはエクスポートできません。


認証概要



健全性の概要



RBACL Drop Summary レポートを除くすべての Security Group Access レポート



エンドポイント レポート



ネットワーク デバイスのセッション ステータス
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注：リモート リポジトリに ACS Administrator Entitlement の概要レポートをエクスポートすると、ACS 5.6 は、
「管理者」および｢ロール｣
の 2 つの列をレポート テーブルからカンマ区切りファイル（CSV）へエクスポートします。
しかし、ACS 5.7 では、管理者およびロール
の列とともに追加の「リソースと権限」列をエクスポートします。
注：Reports Web インターフェイスからレポートを生成しているときに新しいリポジトリを設定する場合、新しく設定したリポジトリ
から生成したレポートはエクスポートできません。新しく設定されたリポジトリを表示して生成されたレポートをエクスポートす
るには、Reports Web インターフェイスを閉じて再度開く必要があります。
注：レポートをエクスポートした後で英語以外の文字を正しく表示するには、UTF-8 文字エンコーディングを有効にして Microsoft
Excel にファイルをインポートする必要があります。UTF-8 文字エンコーディングを有効にしないで、エクスポートした .csv ファイル
を Microsoft Excel で直接開いた場合、レポートの英語以外の文字は文字化けした状態で表示されます。
注：エクスポートしたレコードを Microsoft Excel を使用して表示する場合は、ワークシートのサイズ制限に注意する必要があります。
Microsoft Excel 2007 および 2010 では、ワークシートのサイズの上限は 16,384 カラム、1,048,576 行です。詳細については、
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/excel-specifications-and-limits-HP010342495.aspx を参照してください。

レポートの保存およびスケジューリング
ACS 5.7 では、新しい Reports Web インターフェイスからレポートを保存またはスケジューリングすることができます。Reports Web イ
ンターフェイスの [Saved and Scheduled Reports] セクションには、次のオプションがあります。


保存されたレポート（8 ページ）



スケジュール設定されたレポート（10 ページ）

保存されたレポート
ここでは、次の内容について説明します。


レポートの保存（8 ページ）



保存済みレポートの編集（9 ページ）



保存されたレポートの削除（9 ページ）

レポートの保存
レポートをカスタマイズし、新しいレポートとして変更を保存できます。保存済みレポートは、Reports Web インターフェイスの
[Saved and Scheduled Reports] セクションに表示されます。
1. レポートの実行（2 ページ）に示されているようにして、レポートを実行します。
2. レポートの概要ページの右上隅の [Save As] をクリックします。
3. [Report] を選択します。
4. ダイアログボックスに [Name] と [Description] を入力します。
5. [保存] をクリックします。
レポートは、選択されたフィルタ値とともに保存されました。

注：保存済みレポートのレポート名と説明は編集可能です。保存済みレポートのレポート名と説明を編集するには、[Edit Setting] をク
リックして、設定を編集するレポートを選択します。
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保存済みレポートの編集
レポートをカスタマイズして、[Saved Reports] ページの新しいレポートとして保存できます。保存済みレポートは、カスタマイズされ
たフィルタと一緒に表示されます。新しいフィルタを追加する、または既存のフィルタを削除し、また編集して新しいレポートとし
て保存することができます。保存したレポートをカスタマイズし、[Save As New] オプションを使用して新しいレポートとしてそのレ
ポートを保存できます。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [Saved and Scheduled Reports] > [Saved Reports]。
2. 編集するレポートを選択します。
選択された保存済みレポートは、既存のフィルタと一緒に表示されます。
3. [Filters] ドロップダウン リストからフィルタを追加または削除することができます。


フィルタを追加するには、[Filters] ドロップダウン リストから必要なフィルタを選択します。
選択したフィルタの近くに緑色の
チェック マークが表示されます。



フィルタを削除するには、[Filters] ドロップダウン リストからフィルタを選択解除します。緑色のチェック マークは、それを選択
解除後に消去されます。
4. [OK] をクリックします。
選択したフィルタは、デフォルト値で [Saved Reports] に表示されます。
5. 選択したフィルタの必要な詳細を入力し、[Run] をクリックします。
6. レポートの概要ページの右上隅の [Save As] をクリックします。
7. [Report] を選択します。
8. ダイアログボックスに [Name] と [Description] を入力します。
9. [Save] をクリックしてレポートを保存するか、または [Save As New] をクリックしてこのレポートを新しいレポートとして保存
します。



[Save] をクリックした場合、ACS は既存のカスタマイズを上書きし、このレポートを保存します。



[Save As New] をクリックした場合、ACS は既存のカスタマイズを上書きしません。編集したレポートは、指定された名前の新し
いレポートとして保存されました。

保存されたレポートの削除
[Saved Reports] ページからレポートを削除するには、以下の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [Saved and Scheduled Reports] > [Saved Reports] の順に選択します。
2. 削除するレポートを選択し、[Delete] をクリックします。
3. [OK] をクリックして、選択した保存済みレポートを削除することを確定します。
保存済みレポートが削除されました。

関連項目
レポートの保存（8 ページ）
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スケジュール設定されたレポート
ACS 5.7 では、
ACS が自動的にレポートを生成するように、
将来の日付のレポートのスケジュールを設定できます。
これは、
Reports Web イ
ンターフェイスの [Saved and Scheduled Reports] ドロワで使用可能なレポート スケジューリング機能を使用して実行できます。
ACS 5.5 では、この機能は、RADIUS 認証、RADIUS アカウンティング、TACACS+ 認証、TACACS+ 許可、および TACACS+ アカウンティ
ングのレポートにのみ使用できます。ただし、ACS 5.7 では、この機能は、以下に示すいくつかのレポートを除くすべての ACS レポー
トで使用できます。
ACS 5.7 では、次のレポートのスケジューリングはできません。


ACS Health Summary



ACS Instance Authentication Summary



Top N Authentication by ACS Instance



AAA Down Summary



Top N AAA Down By Network Device



RBACL Drop Summary



RADIUS Active Sessions



RADIUS Session History



RADIUS Terminated Sessions



TACACS Active Sessions



TACACS Session History



TACACS Terminated Sessions

ACS 5.7 では、生成されたレポートをエクスポートおよび保存したリモート リポジトリを設定するオプションがあります。ACS は、指
定された期間に基づいてスケジュール設定されたレポートを生成し、カンマ区切り（.csv）ファイルにエクスポートし、指定されたリ
モート リポジトリに格納します。
スケジュール設定されたレポートが正常に生成されるたびに電子メール通知が送信されます。
スケジュール設定されたレポートに対す
る電子メール通知を受信するには、
[Email Settings] ページで電子メール サーバの詳細を設定する必要があります。
電子メール サーバの詳
細を設定するには、
電子メール設定の指定（14 ページ）を参照してください。
この電子メール通知には、
次の情報が含まれています。


File Name：生成されたレポート ファイルの名前。ファイル名の形式は、
RptExp_<admin_name>_<scheduledreport_name>_<generated_on>_<randomnumber>.csv です。たとえば、スケジュール設定されたレ
ポートの名前が「report1」の場合、ファイル名は、
RptExp_acsadmin_report1_2014-08-05_14-00-00.000000182.csv のように表示され
ます。



Repository Name：生成されたレポートを保存したリモート リポジトリ名。



Generated on：レポートが生成された日時。

スケジュール設定されたレポートの生成が失敗した場合、ACS はアラームまたは電子メール通知を生成しません。スケジュール設定
されたレポートの状態を把握するには、[Monitoring Configuration] > [System Operations] > [Scheduler] ページに移動し、ステータスを確
認します。
ここでは、次の内容について説明します。


レポートのスケジューリング（11 ページ）



スケジュール設定されたレポートの削除（12 ページ）

注：ACS 5.5 から 5.7 にアップグレードしたとき、
ACS 5.5 の既存の [Scheduled Reports] は、ACS 5.7 の [Saved and Scheduled Reports] >
[Scheduled Reports] ページに表示されます。
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レポートのスケジューリング
ACS レポートのスケジュールを設定するには、次の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [Saved and Scheduled Reports] > [Scheduled Reports] を選択します。
2. レポートの実行（2 ページ）に示されているようにして、レポートを実行します。
3. レポートの概要ページの右上隅の [Save As] をクリックします。
4. [Scheduled Report] を選択します。
[Scheduled Reports properties] ページが表示されます。表 1 頁 11 の説明に従って [Scheduled Reports] ページのフィールドを入力し
ます。

表 1

[Scheduled Reports Properties] ページ

オプション

説明

Identification
Name

（必須）スケジュール設定されたレポートの名前。

Description

（任意）スケジュール設定されたレポートの簡単な説明。

Repository

（必須）エクスポートして保存するには、
ドロップダウン リストからリモート リポジトリを選択しま
す。ACS CLI インターフェイスまたは ACS Web インターフェイスを使用してリモート リポジトリを
設定する必要があります。

Send Email Notification

（必須）スケジュール設定されたレポートが正常に生成されたときに電子メール通知またはアラーム
を送信する電子メール アドレスを入力します。
複数の電子メール アドレスをカンマで区切って追加
できます。
[Email Settings] ページの電子メール サーバの詳細を設定していない場合は、スケジュール設定された
レポートの電子メールを受信しません。電子メール サーバの詳細を設定するには、電子メール設定の
指定（14 ページ）を参照してください。

Schedule
Frequency

At Time

（必須）スケジュール設定されたレポートの頻度をドロップダウン リストから選択します。使用可能
な頻度は、1 回、毎時、
毎日、毎週、毎月です。


One Time：ACS は、スケジュールに基づいてレポートを 1 回のみ生成します。



Hourly：ACS は、指定した期間について 1 時間に 1 回レポートを生成します。



Daily：ACS は、指定した時間に毎日レポートを生成します。



Weekly：ACS は、毎週指定した曜日（複数可）にレポートを生成します。[Day] オプションで曜日を
設定する必要があります。



Monthly：ACS は、毎月指定された日（複数可）
にレポートを生成します。[Day] オプションで日付
を設定する必要があります。



Yearly：ACS は、選択した月の指定日にレポートを生成します。曜日、月、時刻を設定する必要があ
ります。

（必須）レポートをトリガーする時刻を選択します。時刻の範囲は、午前 12:00 から午後 11:30 です。た
とえば、午前 6:30 を選択すると、レポートは指定された期間中は午前 6:30 に生成されます。
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表 1
オプション

[Scheduled Reports Properties] ページ
（続き）
説明

Every

（任意）
設定された期間の間、n 時間ごとにレポートを実行するには、ドロップダウン リストから時間
（n）を選択します。また、ACS に x および y 時の間にレポートを生成させるには、ドロップダウン リス
トから期間を選択します。たとえば、3 時間を選択し、午前 8 時 ～ 5 時の間に実行する場合、レポート
は、午前 8 時から 5 時までの間の 3 時間ごとに実行されます。このオプションは、頻度を時間毎と選択
した場合にのみ表示されます。

Month

（任意）レポートを実行する月を選択します。このオプションは、頻度を毎月と選択した場合にのみ表
示されます。

On Day

（任意）
[Days] チェックボックスをオンにするか、
またはレポートを生成する [Day] をドロップダウン
リストから選択します。このオプションは [Frequency] よりも優先される場合があります。
たとえば、
[Frequency] に [Daily] を選択し、さらに [Day] で [Monday]、[Tuesday]、[Thursday] を選択した
場合、レポートは毎日ではなく、選択された曜日についてのみ生成されます。
頻度を、時間毎、毎日、または毎週に設定した場合、このオプションは月曜日から日曜日までのチェッ
クボックスを表示します。適切なチェックボックスまたは曜日のチェックボックスをオンにする必要
があります。
頻度を毎月または毎年に設定した場合、このオプションは、1 日目から 31 日目および最終日の範囲の
ドロップダウン リストを表示します。ドロップダウン リストから日を選択する必要があります。たと
えば、ドロップダウン リストから 5 を選択すると、毎月 5 日にレポートが実行されます。

Start Date

（任意）[Start Date] フィールドのアイコンをクリックして ACS にスケジュール設定されたレポートの
生成を開始させる日付を選択します。日付形式は YYYY/MM/DD です。

End Date

（任意）[End Date] フィールドのアイコンをクリックし、ACS にスケジュール設定されたレポートの生
成を停止させる日付を選択します。日付形式は YYYY/MM/DD です。

5. [Save] をクリックします。
スケジュール設定されたレポートが保存されます。

スケジュール設定されたレポートの削除
[Scheduled Reports] ページからレポートを削除するには、次の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [Saved and Scheduled Reports] > [Scheduled Reports] を選択します。
2. 削除するレポートを選択し、[Delete] をクリックします。
3. [OK] をクリックして、選択したレポートを削除することを確定します。
スケジュール設定されたレポートが削除されました。

お気に入りレポート
頻繁に使用するレポートを [Favorites] ページに追加すると、それらのお気に入りレポートを表示するために毎回メニューからレポー
トに移動する必要がなくなります。ACS 5.5 では、お気に入りのレポート セクションからカスタマイズされたレポートを実行できる
ように、カタログ レポート（ACS 5.7 の ACS レポート）をカスタマイズして、お気に入りレポートにカスタマイズされたパラメータと
ともに追加できます。ただし、ACS 5.7 では、お気に入りレポートは、ACS レポートと同じ機能を提供します。
ACS 5.5 または 5.6 から 5.7 にアップグレードしたとき、
ACS 5.5 または 5.6 の既存のお気に入りレポートは、ACS 5.7 の [Saved Reports]
セクションの下に表示されます。ACS 5.7 のお気に入りレポートのセクションでは、
以下のデフォルトのお気に入りレポートが表示
されます。
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ACS Configuration Audit



ACS System Diagnostics



RADIUS Authentication



TACACS Authentication

ここでは、次の内容について説明します。


お気に入りレポートの追加（13 ページ）



お気に入りからのレポートの削除（13 ページ）

お気に入りレポートの追加
事前設定済みシステム レポートおよびカスタマイズしたレポートは、
お気に入りリストに追加できます。ブラウザでお気に入りの
Web サイトをブックマークに追加するのと同様に、頻繁に使用するレポートをお気に入りのリストに追加して、見つけやすくするこ
とができます。お気に入りレポートのパラメータを表示および編集した後、
再利用のために、カスタマイズしたレポートを保存でき
ます。
[Favorites] ページにレポートを追加するには、次の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [ACS Reports] > report_type > を選択します。report_type は、レポートのタイプです。
選択したレポート タイプで使用可能なレポートが表示されます。
2. レポートの実行（2 ページ）に説明されるように、レポートを実行します。
3. レポートの概要ページの右上隅の [Favorite] をクリックします。
お気に入りリストにそのレポートが表示されます。

お気に入りからのレポートの削除
[Favorites] ページからレポートを削除するには、次の手順を実行します。
1. [Monitoring and Reports] > [Reports] > [Favorites] を選択します。
2. お気に入りから削除するレポートを選択して、レポートの概要ページの右上隅にある [Unfavorite] をクリックします。
選択したレポートが [Favorites] セクションに表示されなくなります。

注：ACS のお気に入りレポートは、データベース削除後に Reports Web インターフェイスには表示されなくなる可能性があります。こ
の問題は、レポートが外部 ID ストアのユーザによって作成されたときに発生します。
データベース削除操作時に、ACS は、お気に入
りレポートを作成したユーザが内部 ID ストアのユーザ リストで使用可能かどうかをチェックするために、内部ユーザ データベース
を確認します。ユーザが内部 ID ストアのユーザ リストで使用可能でない場合は、ACS は、Reports Web インターフェイスからそのレ
ポートを削除します。この問題を回避するには、お気に入りのレポートがデータベースの削除後に消去されないように、外部 ID スト
アのユーザと同じ名前でローカル ACS 管理者を作成します。
注：[Favorites] ページからシステム レポートを削除すると、そのシステム レポートは [Favorites] ページには表示されません。システム
レポートは、[ACS Reports] セクションから削除されません。
注：ACS 5.5 または 5.6 で作成された共有レポートは、
ACS 5.7 にアップグレードしてから削除されます。
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使用可能なレポート
表 2 頁 14 に、事前設定済みレポートをカテゴリ別に分類して示します。また、レポートの機能およびロギング カテゴリについても説
明します。これらのレポートは、[Monitoring and Reports] を選択し、Monitoring and Report Viewer を起動して、[Monitoring and Reports] >
[Reports] > [ACS Reports] を選択した場合に使用可能です。

表 2

使用可能なレポート

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

AAA diagnostics

選択された期間における、重大度に基づいた AAA 診
断の詳細が提供されます。

ポリシー診断、ID ストア診断、
認証フロー
診断、RADIUS 診断、TACACS+ 診断

Authentication Trend

選択された期間における RADIUS および TACACS+
認証概要情報がグラフ表示とともに提供されます。

成功した認証、失敗した試行

RADIUS Accounting

選択された期間における、RADIUS に基づいたユー
ザ アカウンティング情報が提供されます。

RADIUS アカウンティング

RADIUS Authentication

選択された期間における、RADIUS 認証の詳細が提
供されます。

成功した認証、失敗した試行

TACACS Accounting

選択された期間における、TACACS+ 認証のユーザ
またはコマンド アカウンティング情報が提供され
ます。

TACACS+ アカウンティング

TACACS Authentication

選択された期間における、TACACS+ 認証の詳細が提
供されます。

成功した認証、失敗した試行

TACACS Authorization

選択された期間における、TACACS+ 認可の詳細が提
供されます。

成功した認証、失敗した試行

Access Service Authentication
Summary

選択された期間における特定のアクセス サービスの
RADIUS および TACACS+ 認証概要情報がグラフ表
示とともに提供されます。

成功した認証、失敗した試行

Top N Authentications By Access
Service

選択された期間における RADIUS および TACACS+
の認証について、アクセス サービス別の上位 N の成
功した認証数、失敗した認証数、および合計認証数が
提供されます。

成功した認証、失敗した試行

ACS における管理者のロール、および次の内容が示
されます。

なし

AAA Protocol

Access Service

ACS Instance
ACS Administrator Entitlement



ACS において管理者がアクセスを許可されてい
るタスク



これらの各操作において管理者が付与されてい
る特権

ACS Administrator Logins

ログイン、ログアウト、イベント、失敗したログイン
試行の理由を含む、管理者のアクセス関連イベント
が提供されます。

管理および操作の監査

ACS Configuration Audit

選択された期間における、管理者が ACS で行ったす
べての設定変更が提供されます。

管理および操作の監査
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表 2

使用可能なレポート（続き）

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

ACS Health Summary

CPU とメモリの使用率、RADIUS と TACACS+ の待
ち時間およびスループット（表形式およびグラフ形
式）が提供されます。

システム統計

また、選択された期間における、特定の ACS インス
タンスのプロセス ステータス、プロセス ダウンタイ
ム、およびディスク領域の使用率も提供されます。
ACS Instance Authentication
Summary

選択された期間における特定の ACS インスタンス
の RADIUS および TACACS+ 認証概要情報がグラフ
表示とともに提供されます。

成功した認証、失敗した試行

このレポートは、データベース内のレコード数に
よっては、実行に数分かかる場合があります。
このレポートをリロードすると、受信する syslog
メッセージが 1 秒あたり約 150 メッセージ以上であ
る場合には、
グラフの上に表示される成功した認証
と失敗した認証の合計数、および表に表示される成
功した認証と失敗した認証の数が一致しません。
ACS Log Information

選択された期間における特定のログ カテゴリおよび
ACS サーバの ACS ログ情報が提供されます。

すべてのログ カテゴリ

ACS Operations Audit

選択された期間における、管理者が ACS で行ったす
べての操作変更が提供されます。

管理および操作の監査

ACS System Diagnostics

選択された期間における、重大度に基づいたシステ
ム診断の詳細が提供されます。

内部操作診断、分散管理、管理者の認証と
許可

Top N Authentication by ACS
Instance

選択された期間における RADIUS および TACACS+
プロトコルについて、ACS インスタンス別の上位 N
の成功した認証数、失敗した認証数、および合計認証
数が提供されます。

成功した認証、失敗した試行

User Change Password Audit

内部ユーザのユーザ名、ID ストア名、ACS インスタ
ンス名、およびユーザ パスワードが変更された時刻
が提供されます。

管理および操作の監査

すべての ACS インターフェイスにおいて、内部ユー
ザ パスワードのすべての変更を追跡する場合に役立
ちます。
Endpoint
Endpoint MAC Authentication
Summary

選択された期間における特定の MAC または MAB
の RADIUS 認証概要情報がグラフ表示とともに提供
されます。

成功した認証、失敗した試行

Top N Authentications By
Endpoint MAC Address

選択された期間における RADIUS プロトコルについ
て、MAC アドレスまたは MAB アドレス別の上位 N
の成功した認証数、失敗した認証数、および合計認証
数が提供されます。

成功した認証、失敗した試行

Top N Authentications By
Machine

選択された期間における RADIUS プロトコルについ
て、マシン情報別の上位 N の成功した認証数、失敗し
た認証数、および合計認証数が提供されます。

成功した認証、失敗した試行
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表 2

使用可能なレポート（続き）

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

Authentication Failure Code
Lookup

特定の失敗理由について、説明および適切な解決手
順が提供されます。

該当なし

Failure Reason Authentication
Summary

選択された期間における特定の失敗理由の RADIUS
および TACACS+ 認証概要情報がグラフ表示ととも
に提供されます

失敗した試行

Top N Authentications By Failure
Reason

選択された期間における RADIUS および TACACS+
プロトコルについて、失敗理由別の上位 N の失敗し
た認証数が提供されます。

失敗した試行

AAA Down Summary

選択された期間内に NAD によってロギングされた
AAA 到達不能イベントの数が提供されます。

該当なし

Network Device Authentication
Summary

選択された期間における特定のネットワーク デバイ
スの RADIUS および TACACS+ 認証概要情報がグラ
フ表示とともに提供されます。

成功した認証、失敗した試行

Network Device Log Messages

指定された期間における、特定のネットワーク デバ
イスのログ情報が提供されます。

該当なし

Session Status Summary

SNMP によって取得された、特定のネットワーク デ
バイスのポート セッションおよびステータスが提供
されます。

該当なし

Failure Reason

Network Device

このレポートでは、レポートに指定されたコミュニ
ティ ストリングまたは Web インターフェイスの
[Monitoring And Reports] -> [Launch Monitoring And
Report Viewer] -> [Monitoring Configuration] -> [SNMP
Settings] で設定されたコミュニティ ストリングを使
用します。
Top N AAA Down By Network
Device

各ネットワーク デバイスで発生した AAA ダウン イ
ベントの数が提供されます。

該当なし

Top N Authentications by
Network Device

選択された期間における RADIUS および TACACS+
プロトコルについて、ネットワーク デバイス別の上
位 N の成功した認証数、失敗した認証数、および合計
認証数が提供されます。

成功した認証、失敗した試行

RBACL Drop Summary

選択された期間における、RBACL ドロップ イベント
の概要が提供されます。

該当なし

SGT Assignment Summary

選択された期間における、SGT 割り当ての概要が提
供されます。

成功した認証

Top N RBACL Drops By
Destination

選択された期間における、送信先別の上位 N の
RBACL ドロップ イベント数が提供されます。

該当なし

Top N RBACL Drops By User

選択された期間における、ユーザ別の上位 N の
RBACL ドロップ イベント数が提供されます。

該当なし

Top N SGT Assignments

選択された期間における、上位 N の SGT 割り当て数
が提供されます。

成功した認証

Security Group Access
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表 2

使用可能なレポート（続き）

レポート名

説明

ロギング カテゴリ

RADIUS の認証されたセッション、
認可されたセッ
ション、
および開始されたセッションについての情
報が提供されます。

成功した認証、RADIUS アカウンティン
グ

Session Directory
RADIUS Active Sessions

RADIUS Active Sessions レポートでは、アクティブな
RADIUS セッションを動的に制御できます。
この機能を使用して、次の目的で再認証または接続
解除要求を NAD に送信できます。


ユーザの再認証



セッションの終了



セッションの終了およびポートの再起動



セッションの終了およびポートのシャットダ
ウン

RADIUS Session History

選択された期間における、
認証されたセッション、ア
クティブ セッション、終了されたセッションの合計
数や、セッションの継続時間とスループットの合計
および平均などの、
RADIUS セッション履歴の概要
が提供されます。

成功した認証、RADIUS アカウンティン
グ

RADIUS Terminated Sessions

選択された期間における、すべての終了された
RADIUS セッションの情報が提供されます。

成功した認証、RADIUS アカウンティン
グ

TACACS Active Sessions

TACACS+ のアクティブ セッションについての情報
が提供されます。

TACACS+ アカウンティング

TACACS Session History

選択された期間における、アクティブ セッションと
終了されたセッションの合計数や、セッションの継
続時間とスループットの合計および平均などの、
TACACS+ セッション履歴の概要が提供されます。

TACACS+ アカウンティング

TACACS Terminated Sessions

選択された期間における、終了された TACACS セッ
ションの詳細が提供されます。

TACACS+ アカウンティング

Top N Authentications By User

選択された期間における RADIUS および TACACS+
プロトコルについて、ユーザ別の上位 N の成功した
認証数、失敗した認証数、および合計認証数が提供さ
れます。

成功した認証、失敗した試行

User Authentication Summary

選択された期間における特定のユーザの RADIUS お
よび TACACS+ 認証概要情報がグラフ表示とともに
提供されます。

成功した認証、失敗した試行

User

注：ACS 5.7 では、ACS Web インターフェイスからアクセス サービス ポリシーを作成、編集、または並べ替えるために、ACS 設定監査
レポート ページに詳細な監査レポートが表示されます。
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使用可能なフィルタ
ACS 5.7 には、すべてのフィルタに対して使用可能な値からフィルタ値を選択するオプションがあります。フィルタ フィールドに、
フィルタ値の最初の 3 文字を入力する必要があります。ACS は、最初の 3 文字を入力すると、利用可能な値を表示します。
注：表 3 頁 18 に示されているすべてのオプションがすべてのレポートのデータ選択で使用されるわけではありません。

表 3

使用可能なフィルタ

オプション

説明

User

しきい値を設定する有効なユーザ名を入力します。

MAC Address

レポートを実行する有効な MAC アドレスを入力します。

Identity Group

レポートを実行する有効な ID グループ名を入力します。

Device Name

レポートを実行する有効なデバイス名を入力します。

Device IP

レポートを実行する有効なデバイスの IP アドレスを入力します。

SNMP Community

MIB オブジェクトへのアクセスを認証するように SNMP プリファレンスを設定します。詳細については、
SNMP プリファレンスの設定（17 ページ）を参照してください。
このコミュニティ ストリングは、
AAA クラ
イアントで SNMP を使用して情報を問い合わせるために ACS で使用されますが、SNMP マネージャで
ACS の MIB 情報を問い合わせるために使用することはできません。

Device Group

レポートを実行する有効なデバイス グループ名を入力します。

Access Service

レポートを実行する有効なアクセス サービス名を入力します

Identity Store

レポートを実行する有効な ID ストア名を入力します。

ACS Instance

レポートを実行する有効な ACS インスタンス名を入力します。

Failure Reason

レポートを実行する有効な障害理由の名前を入力します。

Protocol

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、レポートを実行するプロトコルを選択します。有効なオプ
ションは次のとおりです。

Authentication Status



RADIUS



TACACS+

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、レポートを実行する認証ステータスを選択します。有効なオ
プションは次のとおりです。


Pass Or Fail



Pass



Fail

Radius Audit Session
ID

レポートを実行する RADIUS 監査セッション識別名を入力します。

ACS Session ID

レポートを実行する ACS セッション識別名を入力します。
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表 3

使用可能なフィルタ（続き）

オプション

説明

Severity

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、
レポートを実行する重大度レベルを選択します。この設定に
より、しきい値で指定した重大度レベルおよびそれよりも上の重大度レベルが取得されます。有効なオプ
ションは次のとおりです。


Fatal



Error



Warning



Info



Debug

End Point IP Address

レポートを実行するエンドポイント IP アドレスを入力します。

Command Accounting
Only

コマンド アカウンティングに対するレポートの実行を有効にする場合にこのチェックボックスをオンに
します。

Top

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、レポートを実行する場合に上位（最も頻繁な）何件のアクセ
ス サービス別の認証数を表示するかを選択します。
有効なオプションは次のとおりです。

By



10



50



100



500



1000



5000

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、レポートを実行する認証のタイプを選択します。有効なオプ
ションは次のとおりです。


Passed Authentications



Failed Authentications



Total Authentications

Administrator Name

レポートを実行する管理者のユーザ名を入力します。

Object Type

レポートを実行する有効なオブジェクト タイプを入力します。

Object Name

レポートを実行するオブジェクトの名前を入力します。

Authorization Status

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、レポートを実行する認証ステータスを選択します。有効なオ
プションは次のとおりです。


Pass Or Fail



Pass



Fail
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表 3

使用可能なフィルタ（続き）

オプション

説明

Time Range

ドロップダウン リスト ボックスを使用して、レポートを実行する期間を選択します。有効なオプションは
次のとおりです。


Last 30 Minutes
（AAA プロトコル レポートおよび ACS 健全性の概要レポートのみ）



Last Hour
（AAA プロトコル レポートおよび ACS 健全性の概要レポートのみ）



Last 12 Hours
（AAA プロトコル レポートおよび ACS 健全性の概要レポートのみ）



Today



Yesterday



Last 7 Days



Last 30 Days



[Custom]：[Start Date] と [End Date]、または [Day] を設定する必要があります。

注：さまざまなレポートのうち、一部の [Time Range] エントリにおいては、一部のオプションが有効ではな
い場合があります。
Start Date

日付を入力するか、または日付セレクタ アイコンをクリックして、レポート実行の開始日を入力します。

End Date

日付を入力するか、または日付セレクタ アイコンをクリックして、レポート実行の終了日を入力します。

Start Time

レポートの実行を開始する時刻を入力します。

End Time

レポートの実行を終了する時刻を入力します。

Day

日付を入力するか、または日付セレクタ アイコンをクリックして、レポート実行の終了日を入力します。

Run

選択したレポートを実行する場合にクリックします。

関連項目


ACS レポート（2 ページ）



お気に入りレポート（12 ページ）



使用可能なレポート（14 ページ）



レポートの実行
（2 ページ）

RADIUS Active Sessions の動的な認可変更
ACS では、新しいレポートである RADIUS Active Sessions レポートを介した動的な認可変更（CoA）機能が導入されています。この機
能を使用すると、アクティブな RADIUS セッションを動的に制御できます。この機能を使用して、次の目的で再認証または接続解除
要求を NAD に送信できます。


認証に関連する問題のトラブルシューティング：[Disconnect:None] オプションを使用して、再認証を試みることができます。
アクセスを制限するために接続解除オプションを使用しないでください。アクセスを制限するには、シャットダウン オプション
を使用します。



問題のあるホストのブロック：[Disconnect:Port Disable] オプションを使用して、ネットワークに大量のトラフィックを送信する、
ウイルスなどに感染したホストをブロックできます。
RADIUS プロトコルでは、シャットダウンされたポートを再度イネーブルにするための方法は現在サポートされていません。
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エンドポイントでの IP アドレス再取得の強制：サプリカントまたはクライアントを持たないエンドポイントに対して
[Disconnect:Port Bounce] オプションを使用し、VLAN 変更後に DHCP 要求を生成できます。



エンドポイントへの更新された認可ポリシーのプッシュ：[Re-Auth] オプションを使用して、管理者の裁量に基づいた既存のセッ
ションの認可ポリシーの変更などの、更新されたポリシー設定を適用できます。
たとえば、ポスチャ確認が有効である場合にエンドポイントが最初にアクセスを許可されると、
通常、エンドポイントは隔離さ
れます。エンドポイントの ID およびポスチャが確認されたあと、CoA Re-Auth コマンドをエンドポイントに送信して、エンドポ
イントがそのポスチャに基づいて実際の認可ポリシーを取得できるようにすることが可能です。

従来の NAS デバイスでは、CoA 機能はサポートされていません。
シスコでは、NPF プログラムの一環として、すべてのデバイスで
CoA をサポートすることを計画しています。
注：デバイスによって CoA コマンドが正しく認識されるためには、適切にオプションを設定することが重要です。
CoA 機能が適切に動作するには、認可を動的に変更するすべてのデバイスの共有秘密情報を ACS に設定する必要があります。ACS
では、デバイスからのアクセス要求、およびデバイスへの CoA コマンドの発行の両方において、
共有秘密情報設定が使用されます。
ここでは、次の内容について説明します。


デバイスでの RADIUS CoA オプションのイネーブル化
（21 ページ）



認可の変更、およびアクティブな RADIUS セッションの接続解除
（21 ページ）

デバイスでの RADIUS CoA オプションのイネーブル化
すべての [RADIUS Active Session] レポートを表示するには、デバイスで RADIUS CoA オプションをイネーブルにする必要がありま
す。
RADIUS CoA オプションを設定するには、次の手順を実行します。
1. NAD で、ACS RADIUS サーバに対する MAB、802.1X、および Web 認証を設定します。
2. サプリカントに接続されている NAD で CoA を次のように設定します。
aa server radius dynamic-author
client {<ip_addr> - <name>} [vrf <vrfname>] [server-key<string>]
server-key [0 - 7] <string>
port <port-num>
auth-type {any - all - session-key}
ignore session-key
ignore server-key

3. 認証順序を設定します。

認可の変更、およびアクティブな RADIUS セッションの接続解除
注：展開されている NAD の一部では、リロード後にアカウンティング停止パケットまたはアカウンティング オフ パケットが送信さ
れません。このため、[Session Directory] の下のレポートでは、有効なセッションと期限切れのセッションの 2 つのセッションが表示さ
れる場合があります。したがって、アクティブな RADIUS セッションの認可を動的に変更する場合や、
アクティブな RADIUS セッ
ションの接続を解除する場合には、必ず最新のセッションを選択する必要があります。
認可の変更またはアクティブな RADIUS セッションの接続解除を行うには、次の手順を実行します。
1. [Session Directory] の下にある [RADIUS Active Sessions] レポートを実行します。
[RADIUS Active Sessions] レポートの実行方法については、レポートの実行（2 ページ）を参照してください。
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図 7 頁 22 に示すようなレポートが表示されます。

図 7

[RADIUS Active Sessions] レポート

2. 再認証または終了する RADIUS セッションの [CoA] リンクをクリックします。
[Change of Authorization Request] ページが表示されます。
3. 図 8 頁 22 に示す CoA オプションのドロップダウン リスト ボックスから、CoA オプションを選択します。
有効なオプションは次のとおりです。


Disconnect:None：セッションを終了しません。



Disconnect:Port Bounce：セッションを終了して、ポートを再起動します。



Disconnect:Port Disable：セッションを終了して、ポートをシャットダウンします。



Re-Auth：ユーザを再認証します。

図 8

CoA オプション

4. [Run] をクリックして、RADIUS セッションを再認証または接続解除します。
認可変更に失敗した場合は、次の理由が考えられます。


デバイスで CoA がサポートされていない



ID または認可ポリシーに変更があった



共有秘密情報が一致しない

22

レポートの管理
グラフについて

5. 認可変更の試行が失敗した場合のトラブルシューティングについては、RADIUS 認証のトラブルシューティング（5 ページ）を参
照してください。
失敗した動的な CoA は、失敗した RADIUS 認証として表示されます。

グラフについて
グラフは、データ、またはデータ セット間の関係をグラフィカルに表現したものです。グラフには、複雑なデータがわかりやすい形式
で表示されます。ACS 5.7 では、Reports Web インターフェイスからグラフをカスタマイズすることはできません。
図 9 頁 23 に、基本的な棒グラフの構成要素を示します。グラフには、ポイントのセットを 1 つ以上組み合わせてデータが表示されま
す。
グラフでは、データ ポイントが、系列と呼ばれる値のセットに編成されます。系列には、次の 2 つのタイプがあります。


カテゴリ系列：カテゴリ系列では、
通常、x 軸にどのようなテキスト、
数値、または日付を表示するかが決定されます。



値系列：値系列では、
通常、y 軸におけるテキスト、
数値、または日付が決定されます。

図 9 頁 23 では、カテゴリ系列には地域のセットが、値系列には売上金額値のセットが含まれています。

図 9

基本的な棒グラフの構成要素

さまざまなタイプのグラフがあります。データのタイプによって、それぞれ表示に最適な特定のタイプのグラフが存在します。グラ
フそのものをレポートとして使用できます。また、レポートを表形式のデータ レポート スタイルとともに使用することもできます。
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