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レポートの概要
Cisco EPN Manager レポートでは、システムおよびネットワークの健全性に関する情報と障害
情報が提供されます。定期的にレポートが実行されるようにカスタマイズしてスケジュールす

ることができます。レポートは、表形式またはグラフィック形式（またはこれらの形式の混

合）でデータを表示できます。レポートは CSVまたは PDF形式で保存することもできます。
CSVまたは PDFファイルは、後でダウンロードするために Cisco EPN Manager サーバに保存
するか、または電子メールアドレスに送信できます。

Cisco EPN Manager では、次のタイプのデータが提供されます。

•現在：時間に依存しないデータのスナップショットを提供します。
•履歴：デバイスから定期的にデータを取得し、そのデータを Cisco EPN Manager データ
ベースに保存します。

•傾向：最小値、最大値、および平均値として集計された集約データを使用してレポートを
生成します。

CiscoEPNManagerでは、特定の基準に基づいてこれらのレポートをフィルタリングできます。
たとえば、IPSLAY.1731レポートをプローブに基づいてフィルタリングし、PWE3レポートを
仮想接続識別子（VCID）に基づいてフィルタリングできます。また、レポートをエクスポー
トしたり、レポートを論理グループにソートしたり、長期間保存するためにレポートをアーカ

イブすることもできます。
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使用可能なレポート
[レポート起動パッド（Reports Launch Pad）]では、次の Cisco EPNManager レポートにアクセ
スできます。

•キャリアイーサネットパフォーマンスレポート（2ページ）
•光パフォーマンスレポート（12ページ）
•パフォーマンスレポート（17ページ）
• Network Summaryレポート（18ページ）
•デバイスレポート（19ページ）

キャリアイーサネットパフォーマンスレポート

この項では、CiscoEPNManager でサポートされるキャリアイーサネット（CE）パフォーマン
スレポートを示します。適切なレポートデータを収集できるように有効化する必要があるモ

ニタリングポリシーも含まれます。モニタリングポリシーの詳細については、デバイスのヘ

ルスとパフォーマンスのモニタ方法：モニタリングポリシーを参照してください。

有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

応答時間の平均、応答時間の最

大、応答時間の最小、ジッター

Neg DS平均、ジッター Neg SD
平均、ジッター Pos DS平均、
ジッター Pos SD平均、パケッ
ト損失の全体的なUtilの平均、
パケット損失 DS Util平均、パ
ケット損失 SD Util平均、遅延
一方向SD平均、遅延一方向SD
最大、遅延一方向 SD最小、遅
延一方向 DS平均、遅延一方向
DS最大、遅延一方向 DS最小

IPSLA

IPSLAモニタリング
ポリシーの詳細につ

いては、IP SLAモニ
タリングポリシーを

参照してください。

平均遅延後方、平均

遅延前方、平均遅延

双方向、ジッター前

方、ジッター後方、

平均後方パケット損

失率、平均前方パ

ケット損失率、可用

性のグラフィカル表

示。

IPSLAグラフ
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

ジッター Neg DS平均、ジッ
ターNegSD平均、ジッターPos
DS平均、ジッター Pos SD平
均、パケット損失の全体的な

Utilの平均、パケット損失 DS
Util平均、パケット損失SDUtil
平均、遅延一方向 SD平均、遅
延一方向 SD最大、遅延一方向
SD最小、遅延一方向DS平均、
遅延一方向 DS最大、遅延一方
向 DS最小

IPSLA

IPSLAモニタリング
ポリシーの詳細につ

いては、IP SLAモニ
タリングポリシーを

参照してください。

プローブインデック

ス、IPSLAプローブ
タイプ、TOS、ター
ゲット IP、VRF名、
平均遅延双方向、平

均遅延前方、平均遅

延後方、パケット損

失率前方、パケット

損失率後方、平均

ジッター前方、平均

ジッター後方、平均

後方パケット損失

率、平均前方パケッ

ト損失率、可用性の

表形式表示。

IPSLA統計情
報

応答時間の平均、応答時間の最

大、応答時間の最小、ジッター

Neg DS平均、ジッター Neg SD
平均、ジッター Pos DS平均、
ジッター Pos SD平均、パケッ
ト損失の全体的なUtilの平均、
パケット損失 DS Util平均、パ
ケット損失 SD Util平均、遅延
一方向SD平均、遅延一方向SD
最大、遅延一方向 SD最小、遅
延一方向 DS平均、遅延一方向
DS最大、遅延一方向 DS最小

IPSLA

IPSLAモニタリング
ポリシーの詳細につ

いては、IP SLAモニ
タリングポリシーを

参照してください。

プローブインデック

ス、IPSLAプローブ
タイプ、TOS、ター
ゲット IP、VRF名、
平均遅延双方向、最

大遅延双方向、最小

遅延双方向、平均遅

延前方、最大遅延前

方、最小遅延前方、

平均遅延後方、最大

遅延後方、最小遅延

後方、平均前方パ

ケット損失率、平均

後方パケット損失

率、ジッター前方、

ジッター後方、可用

性の表形式表示。

IPSLA上位 N
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

平均遅延双方向、平均遅延前

方、平均遅延後方、平均正ジッ

ター前方、平均負ジッター前

方、平均正ジッター後方、平均

負ジッター後方、平均前方フ

レーム損失率、平均後方フレー

ム損失率

IPSLA Y.1731

IPSLA Y.1731モニタ
リングポリシーの詳

細については、IP
SLA Y.1731モニタリ
ングポリシーを参照

してください。

Y.1731プローブの平
均遅延後方、平均遅

延前方、ジッター双

方向、ジッター前

方、ジッター後方、

平均後方フレーム損

失率、平均前方フ

レーム損失率、可用

性のグラフィカル表

示。

IPSLA Y.1731
グラフ

平均遅延双方向、平均遅延前

方、平均遅延後方、平均前方フ

レーム損失率、平均後方フレー

ム損失率、平均ジッター

IPSLA Y.1731

IPSLA Y.1731モニタ
リングポリシーの詳

細については、IP
SLA Y.1731モニタリ
ングポリシーを参照

してください。

Y.1731プローブの操
作タイプ、CFMドメ
イン、送信元、宛

先、フレームタイ

プ、平均遅延双方

向、平均遅延前方、

平均遅延後方、平均

ジッター、前方フ

レーム損失率、後方

フレーム損失率、平

均前方ジッター、平

均後方ジッター、可

用性の表形式表示。

IPSLA Y.1731
統計情報
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

平均遅延双方向、平均遅延前

方、平均遅延後方、平均正ジッ

ター前方、平均負ジッター前

方、平均正ジッター後方、平均

負ジッター後方、平均前方フ

レーム損失率、平均後方フレー

ム損失率

IPSLA Y.1731

IPSLA Y.1731モニタ
リングポリシーの詳

細については、IP
SLA Y.1731モニタリ
ングポリシーを参照

してください。

Y.1731テクノロジー
を使用して設定され

たデバイスの操作タ

イプ、CFMドメイ
ン、送信元、宛先、

フレームタイプ、平

均遅延双方向、最大

遅延双方向、最小遅

延双方向、平均遅延

前方、最大遅延前

方、最小遅延前方、

平均遅延後方、最大

遅延後方、最小遅延

後方、平均前方フ

レーム損失率、最大

前方フレーム損失

率、最小前方フレー

ム損失率、平均後方

フレーム損失率、最

大後方フレーム損失

率、最小後方フレー

ム損失率、ジッター

前方、ジッター後

方、可用性の表形式

表示。

IPSLA Y.1731
上位 N

統計情報（Statistics）インターフェイスヘ

ルス

インターフェイスヘ

ルスモニタリングポ

リシーの詳細につい

ては、インターフェ

イスのヘルスモニタ

リングポリシーを参

照してください。

ネットワーク内のデ

バイスに関するイン

ターフェイスの詳細

の表示

インターフェ

イスのアベイ

ラビリティ
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

統計情報（Statistics）インターフェイスヘ

ルス

インターフェイスヘ

ルスモニタリングポ

リシーの詳細につい

ては、インターフェ

イスのヘルスモニタ

リングポリシーを参

照してください。

一定期間のインター

フェイストラフィッ

ク統計情報：受信ト

ラフィック、発信ト

ラフィック、受信使

用率、発信使用率。

インターフェ

イスのグラフ

統計情報（Statistics）インターフェイスヘ

ルス

インターフェイスヘ

ルスモニタリングポ

リシーの詳細につい

ては、インターフェ

イスのヘルスモニタ

リングポリシーを参

照してください。

インターフェイスト

ラフィック統計情報

の上位 Nレポートの
表形式表示：最大受

信トラフィック、平

均受信トラフィッ

ク、最大発信トラ

フィック、平均発信

トラフィック、最大

受信使用率、最大発

信使用率と現在の受

信使用率、現在の発

信使用率、受信エ

ラー、発信エラー、

受信破棄、発信破

棄、インターフェイ

スの可用性。

インターフェ

イス上位 N

統計情報と CRCインターフェイスヘ

ルス

インターフェイスヘ

ルスモニタリングポ

リシーの詳細につい

ては、インターフェ

イスのヘルスモニタ

リングポリシーを参

照してください。

インターフェイスト

ラフィック統計情報

の表形式表示：トラ

フィックレート、発

信トラフィックレー

ト、受信使用率、発

信使用率、受信エ

ラー、発信エラー、

受信破棄、発信破

棄、CRCエラーと割
合。

インターフェ

イストラ

フィック

（Interface
Traffic）

レポートの管理
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

光 Tx Power、光 Rx Power光 SFP

光 SFPモニタリング
ポリシーの詳細につ

いては、光 SFPモニ
タリングポリシーを

参照してください。

Aエンドデバイス、
Aエンドインター
フェイス、Zエンド
デバイス、Zエンド
インターフェイス、

Txと Rxの電力レベ
ルの表形式表示。

このレポー

トの前提条

件は、ネッ

トワークで
CDP/LLDP
対応リンク

を使用する

ことです。

（注）

光リンク SFP
電力レベルレ

ポート

統計情報（Statistics）インターフェイスヘ

ルス

インターフェイスヘ

ルスモニタリングポ

リシーの詳細につい

ては、インターフェ

イスのヘルスモニタ

リングポリシーを参

照してください。

Aエンドデバイス、
Aエンドインター
フェイス、Aメン
バー、Aエンド受信
使用率、Aエンド発
信使用率、Zエンド
デバイス、Zエンド
インターフェイス、Z
メンバー、イベント

時間、属するリンク

集約グループを含

む、リンクに参加し

ているインターフェ

イスのインターフェ

イス使用率。

このレポー

トの前提条

件は、ネッ

トワークで
CDP/LLDP
対応リンク

を使用する

ことです。

（注）

リンク使用率

レポートの管理
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

平均遅延、最小遅延、最大遅

延、RXパケット、TXパケット
MPLSリンクの統計情
報

MPLSモニタリング
ポリシーの詳細につ

いては、MPLSリンク
パフォーマンスモニ

タリングポリシーを

参照してください。

MPLSセグメント
ルーティングにおけ

るリンク遅延とジッ

タの表現。

MPLSリンクの
統計情報

光 Tx Power、光 Rx Power光 SFP

光 SFPモニタリング
ポリシーの詳細につ

いては、光 SFPモニ
タリングポリシーを

参照してください。

インターフェイスの

デバイスの送信/受信
電力レベルの表形式

表示。デバイス名、

インターフェイス

名、RxPower、
TxPower、
EVENTTIMEが含ま
れます。

光 SFPイン
ターフェイス

レポート

PW VCパフォーマンス合計受
信HCパケットレート、PWVC
パフォーマンス合計受信HCバ
イトレート、PW VCパフォー
マンス合計発信 HCパケット
レート、PW VCパフォーマン
ス合計発信HCバイトレート、
PW VC操作スタータスアッ
プ、PW VC受信操作ステータ
スアップ、PW VC発信操作ス
テータスアップ、PW VC操作
ステータスダウン、PW VCパ
フォーマンス合計受信 HCパ
ケット、PW VCパフォーマン
ス合計受信HCバイト、PWVC
パフォーマンス合計発信HCパ
ケット、PW VCパフォーマン
ス合計発信HCバイト、PWVC
受信操作ステータスダウン、

PW VC発信操作ステータスダ
ウン

疑似回線エミュレー

ション（エッジ間）

疑似回線エミュレー

ション（エッジ間）

のモニタリングポリ

シーの詳細について

は、疑似回線エミュ

レーション（エッジ

間）モニタリングポ

リシーを参照してく

ださい。

デバイス名を含む

PWE3トラフィックと
可用性の統計情報、IP
アドレス、VCID、ピ
アアドレス、VCタイ
プ、現在の受信ビッ

トレート、現在の発

信ビットレート、現

在の受信バイトレー

ト、現在の発信バイ

トレート、現在の受

信パケットレート、

現在の発信パケット

レート、グローバル

可用性、受信可用性

と発信可用性の表形

式表示。

PWE3統計情報

レポートの管理
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

PW VCパフォーマンス合計受
信HCパケットレート、PWVC
パフォーマンス合計受信HCバ
イトレート、PW VCパフォー
マンス合計発信 HCパケット
レート、PW VCパフォーマン
ス合計発信HCバイトレート、
PW VC操作スタータスアッ
プ、PW VC受信操作ステータ
スアップ、PW VC発信操作ス
テータスアップ、PW VC操作
ステータスダウン、PW VCパ
フォーマンス合計受信 HCパ
ケット、PW VCパフォーマン
ス合計受信HCバイト、PWVC
パフォーマンス合計発信HCパ
ケット、PW VCパフォーマン
ス合計発信HCバイト、PWVC
受信操作ステータスダウン、

PW VC発信操作ステータスダ
ウン

疑似回線エミュレー

ション（エッジ間）

疑似回線エミュレー

ション（エッジ間）

のモニタリングポリ

シーの詳細について

は、疑似回線エミュ

レーション（エッジ

間）モニタリングポ

リシーを参照してく

ださい。

デバイス名、IPアド
レス、VCID、ピアア
ドレス、VCタイプ、
平均受信バイトレー

ト、平均発信バイト

レート、最大受信バ

イトレート、最大発

信バイトレート、平

均受信ビットレー

ト、平均発信ビット

レート、最大受信

ビットレート、最大

発信ビットレート、

平均受信パケット

レート、平均発信パ

ケットレート、最大

受信パケットレー

ト、最大発信パケッ

トレート、グローバ

ル受信可用性とグ

ローバル発信可用性

を含む、PWE3統計情
報の上位 Nレポート
の表形式表示。

PWE3上位 N

レポートの管理
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

PW VCパフォーマンス合計受
信HCパケットレート、PWVC
パフォーマンス合計受信HCバ
イトレート、PW VCパフォー
マンス合計発信 HCパケット
レート、PW VCパフォーマン
ス合計発信HCバイトレート、
PW VC操作スタータスアッ
プ、PW VC受信操作ステータ
スアップ、PW VC発信操作ス
テータスアップ、PW VC操作
ステータスダウン、PW VCパ
フォーマンス合計受信 HCパ
ケット、PW VCパフォーマン
ス合計受信HCバイト、PWVC
パフォーマンス合計発信HCパ
ケット、PW VCパフォーマン
ス合計発信HCバイト、PWVC
受信操作ステータスダウン、

PW VC発信操作ステータスダ
ウン

疑似回線エミュレー

ション（エッジ間）

疑似回線エミュレー

ション（エッジ間）

のモニタリングポリ

シーの詳細について

は、疑似回線エミュ

レーション（エッジ

間）モニタリングポ

リシーを参照してく

ださい。

平均受信ビットレー

ト、平均発信ビット

レート、平均受信バ

イトレート、平均発

信バイトレート、平

均受信パケットレー

ト、平均発信パケッ

トレート、グローバ

ル可用性、受信可用

性と発信可用性を含

む、PWE3トラフィッ
クのグラフィカル表

示。

PWE3トラ
フィックグラ

フ

レポートの管理
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

適合バイトレート、超過バイト

レート、違反バイトレート、超

過パケット、違反バイト、

CIR、適合バイト、超過バイ
ト、PIR

Quality of Service

サービス品質モニタ

リングポリシーの詳

細については、QoS
サービスモニタリン

グポリシーを参照し

てください。

ポリシーマップ

ClassMapの詳細の表
形式表示。詳細に

は、ポリシーマップ

の方向、平均超過バ

イトレート、最大超

過バイトレート、最

大超過日付、平均違

反バイトレート、最

大違反バイトレー

ト、最大違反日付、

平均適合バイトレー

ト、最大適合バイト

レート、最大適合日

付、CIR現在のレート
と PIR現在のレート
が含まれます。ま

た、超過、違反、適

合のバイトレートの

グラフィカル表示も

含まれます。

QoSポリシン
グ

レポートの管理
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有効化する必要があるパラメー

タ

有効にする必要があ

るモニタリングポリ

シー

内容レポートタイ

プ

ドロップバイトレート、ド

ロップ率、事後ポリシーバイト

レート、事前ポリシーバイト

レート、CIRの事前ポリシー
率、CIRの事後ポリシー率、
CIR、事後ポリシーレート（バ
イト/秒）、事前ポリシーバイ
ト

Quality of Service

サービス品質モニタ

リングポリシーの詳

細については、QoS
サービスモニタリン

グポリシーを参照し

てください。

ポリシーマップ

ClassMapの詳細のグ
ラフィカル表示と表

形式表示。詳細に

は、ポリシーマップ

の方向、平均事前ポ

リシーバイトレー

ト、最大事前ポリ

シーバイトレート、

平均事後ポリシーバ

イトレート、最大事

後ポリシーバイト

レート、最大事前ポ

リシー日、最大事後

ポリシー日、平均ド

ロップ率、最大ド

ロップ率、最大ド

ロップ日、CIRの平均
事前ポリシー、平均

インターフェイス速

度率、CIRの最大事前
ポリシー、最大イン

ターフェイス速度

率、CIRの平均事前ポ
リシー、CIRの最大事
前ポリシー、イン

ターフェイス速度日

が含まれます。ま

た、事前ポリシー、

事後ポリシー、ド

ロップビットレー

ト、ドロップ率のグ

ラフィカル表示も含

まれます。

QoSポリシー
（QoS Policy）

光パフォーマンスレポート

表 1 :光パフォーマンスレポートに、Cisco EPN Manager でサポートされる光パフォーマンス
レポートを示します。すべてのグラフィカルレポートについては、レポートのスケジュールま

たは実行時に、最大4つのインターフェイスを選択していることを確認してください。すべて

レポートの管理
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の表形式レポートについては、レポートのスケジュールまたは実行時に、[表示（Show）]フィー
ルドを使用してページに表示するレコード数を指定してください。

これらのレポートを生成すると表示されるパフォーマンスデータは、モニタリングポリシー

を有効にするときに有効化したモニタリングポリシーパラメータによって異なります。モニ

タリングタイプおよび関連するパフォーマンスカウンタの詳細な一覧については、モニタリ

ングポリシーリファレンスを参照してください。モニタリングポリシーの詳細については、

デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマンスのモニタを参照してください。レポー

ト結果を理解する方法については、レポート出力の例：Web GUI出力と CSVファイル出力（
27ページ）を参照してください。

これらのレポートのデータを入力するには、[光 1日（Optical 1 day）]および [光 15分（Optical
15 mins）]モニタリングポリシーを有効にします。

（注）

表 1 :光パフォーマンスレポート

ポーリングす

る必要がある

パラメータ

有効化する必要があ

るモニタリングポリ

シーパラメータ

内容レポートタイプレポート

Ethernet[光 1日（Optical 1
day）]または

[光 15分（Optical 15
mins）]

光モニタリングポリ

シーによって収集さ

れる情報について

は、モニタリングポ

リシーリファレンス

を参照してくださ

い。

レポート結果を理解

する方法について

は、レポート出力の

例：Web GUI出力と
CSVファイル出力（
27ページ）を参照し
てください。

上位層プロトコルから送信が要求されて、宛先が

この副層のマルチキャストまたはブロードキャス

トアドレスではなかったパケットの総数（廃棄ま

たは未送信のものも含む）を示すグラフィカルお

よび表形式のレポート。詳細には、エラーなしで

送信されたマルチキャストフレームの総数、上位

層プロトコルから要求されたパケットの総数、送

信されたオクテットの総数、インターフェイスで

受信されたオクテットの総数、エラーのために破

棄されたパケットの数も含まれます。

新しいレポートのレポート出力をカスタマイズす

るには、[レポート（Reports）] > [レポート起動
パッド（Report Launch Pad）] > [光パフォーマン
ス（Optical Performance）] > [イーサネット
（Ethernet）]を選択し、[新規（New）]をクリッ
クして、[設定（Settings）]領域の [カスタマイズ
（Customize）]をクリックします。

既存のレポートのレポート出力をカスタマイズす

るには、[レポート（Reports）] > [レポート起動
パッド（Report Launch Pad）] > [光パフォーマン
ス（Optical Performance）] > [イーサネット
（Ethernet）]を選択し、必要なレポートリンク
をクリックして、[設定（Settings）]領域で [カス
タマイズ（Customize）]をクリックします。

イーサネットレ

ポート：

NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Ethernet
Reports–NCS1K,
NCS2K and
NCS4K）

Ethernet

レポートの管理
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ポーリングす

る必要がある

パラメータ

有効化する必要があ

るモニタリングポリ

シーパラメータ

内容レポートタイプレポート

OTN

DWDMイン
フラストラク

チャ1

[光 1日（Optical 1
day）]または

[光 15分（Optical 15
mins）]

光モニタリングポリ

シーによって収集さ

れる情報について

は、モニタリングポ

リシーリファレンス

を参照してくださ

い。

レポート結果を理解

する方法について

は、レポート出力の

例：Web GUI出力と
CSVファイル出力（
27ページ）を参照し
てください。

OTN回線タイプのデバイスとインターフェイスの
OTNセクションモニタリング詳細を示すグラフィ
カルおよび表形式のレポート。詳細には、バック

グラウンドブロックエラーの数とその比率、エ

ラー秒数とその比率、重大エラー秒数とその比率、

使用不可秒数、および障害カウントの数が含まれ

ます。

セクションモニ

タリング近端およ

び遠端レポート：

NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Section
Monitoring NEnd
& FEnd Reports-
NCS1K, NCS2K
and NCS4K）

OTN

OTN回線タイプのデバイスとインターフェイスの
OTNパスモニタリング詳細を示すグラフィカル
および表形式のレポート。バックグラウンドブ

ロックエラーの数とその比率、エラー秒数とその

比率、重大エラー秒数とその比率、使用不可秒数、

障害カウントの数などの詳細が提供されます。

パスモニタリン

グ近端および遠端

レポート（Path
Monitoring NEnd
& FEnd Reports）

OTN回線タイプのデバイスとインターフェイスの
OTN前方誤り訂正詳細を示すグラフィカルおよび
表形式のレポート。詳細には、ビットエラー訂正

の数、訂正不可能な単語の数、およびパフォーマ

ンスモニタリングの時間間隔中に検出された事前

前方誤り訂正ベースのビットエラーカウントが含

まれます。

前方誤り訂正レ

ポート：

NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Forward Error
Correction Reports-
NCS1K, NCS2K
and NCS4K）

OTNOTN回線タイプのデバイスとインターフェイスの
タンデム接続モニタリング詳細を提供するグラフィ

カルおよび表形式のレポート。詳細には、バック

グラウンドブロックエラーの数とその比率、エ

ラー秒数とその比率、重大エラー秒数とその比率、

使用不可秒数、および障害カウントの数が含まれ

ます。

タンデム接続モニ

タリング近端およ

び遠端レポート

（Tandem
Connection
Monitoring NEnd
& FEnd Reports）

OTN

DWDMイン
フラストラ

クチャ1

GFP統計レポー
ト：NCS2Kおよ
び NCS4K（GFP
Statistics
Reports–NCS2K
and NCS4K）

レポートの管理
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ポーリングす

る必要がある

パラメータ

有効化する必要があ

るモニタリングポリ

シーパラメータ

内容レポートタイプレポート

OTN回線タイプのデバイスのジェネリックフレー
ミングプロシージャ（GFP）統計を提供するグラ
フィカルおよび表形式のレポート。GFP統計に
は、送受信したGFPフレームとバイトの数、受信
したシングルビットエラーとマルチビットエラー

の数、CRCエラー/無効な GFPタイプ/無効な CID
で受信したパケットの数、送受信したCMFフレー
ムの数、および cHECと tHECのマルチビットエ
ラーの数が含まれます。

Physical

DWDMイン
フラストラク

チャ1

[光 1日（Optical 1
day）]または

[光 15分（Optical 15
mins）]

光モニタリングポリ

シーによって収集さ

れる情報について

は、モニタリングポ

リシーリファレンス

を参照してくださ

い。

レポート結果を理解

する方法について

は、レポート出力の

例：Web GUI出力と
CSVファイル出力（
27ページ）を参照し
てください。

物理回線タイプのデバイスで送受信した信号の光

入出力パワーの平均、最小、および最大パーセン

テージを提供するグラフィックおよび表形式のレ

ポート。

光パワーレポー

ト：NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Optical Power
Reports-NCS1K,
NCS2K, and
NCS4K）

Physical

レーザーバイアス電流の平均、最小、および最大

パーセンテージを提供するグラフィックおよび表

形式のレポート。レーザーバイアス電流は、整数

のパーセンテージで表現される正規化された値で

す。

レーザーバイア

ス電流レポート：

NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Laser Bias
Current
Reports-NCS1K,
NCS2K, and
NCS4K）

単方向ポート上の光パワーの平均、最小、および

最大値を提供するグラフィックおよび表形式のレ

ポート。詳細には、光サービスチャネル電力レベ

ルの平均、最小、最大、光信号対雑音比の平均、

最小、最大、光パワーの警告、波長分散、2次偏
波モード分散、偏波依存損失、微分群遅延、偏波

変化率、および位相ノイズが含まれます。

光物理レポート：

NCS1K、
NCS2K、NCS4K
（Optical Physical
Report -NCS1K,
NCS2K,NCS4K）

レポートの管理
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ポーリングす

る必要がある

パラメータ

有効化する必要があ

るモニタリングポリ

シーパラメータ

内容レポートタイプレポート

SDH/SONET

DWDMイン
フラストラク

チャ1

[光 1日（Optical 1
day）]または

[光 15分（Optical 15
mins）]

光モニタリングポリ

シーによって収集さ

れる情報について

は、モニタリングポ

リシーリファレンス

を参照してくださ

い。

レポート結果を理解

する方法について

は、レポート出力の

例：Web GUI出力と
CSVファイル出力（
27ページ）を参照し
てください。

ネットワーク内のデバイスのSDHリジェネレータ
セクション層のパフォーマンスモニタリング詳細

を提供するグラフィカルおよび表形式のレポート。

詳細には、バックグラウンドブロックエラーの数

とその比率、エラー秒数とその比率、重大エラー

秒数とその比率、使用不可秒数、エラーブロック

の数、およびフレーム同期外れ秒数が含まれます。

SDHリジェネ
レータセクショ

ンレポート

（SDH
Regenerator
Section Report）

SDHまた
は SONET

ネットワーク内のデバイスのSDH多重化セクショ
ン層のパフォーマンスモニタリング詳細を提供す

るグラフィカルおよび表形式のレポート。詳細に

は、バックグラウンドブロックエラーの数とその

比率、エラー秒数とその比率、重大エラー秒数と

その比率、使用不可秒数、エラーブロックの数、

障害カウントの数、保護スイッチング（スイッチ

ングカウント）、リングカウント、スパンカウ

ント、作業カウント、時間、着信転送までの時間、

スパン時間、および作業時間が含まれます。

SDH多重化セク
ション近端および

遠端レポート：

NCS2K（SDH
Multiplex Section
NEnd & FEnd
Reports -NCS4K）

ネットワーク内のデバイスのSDH多重化セクショ
ン層のパフォーマンスモニタリング詳細を提供す

るグラフィカルおよび表形式のレポート。詳細に

は、バックグラウンドブロックエラーの数とその

比率、エラー秒数とその比率、重大エラー秒数と

その比率、使用不可秒数、およびエラーブロック

の数が含まれます。

SDH多重化セク
ション近端および

遠端レポート：

NCS4K（SDH
Multiplex Section
NEnd & FEnd
Reports -NCS4K）

ネットワーク内のデバイスの SONETセクション
層のパフォーマンスモニタリング詳細を提供する

グラフィカルおよび表形式のレポート。詳細には、

符号違反の数、エラー秒数、重大エラー秒数、お

よび重大エラーフレーム秒数が含まれます。

SONETセクショ
ンレポート

（SONET Section
Report）

ネットワーク内のデバイスの SONET回線層のパ
フォーマンスモニタリング詳細を提供するグラ

フィカルおよび表形式のレポート。詳細には、符

号違反の数、エラー秒数、重大エラー秒数、使用

不可秒数、障害カウントの数、保護スイッチング

（スイッチングカウント）、リングカウント、ス

パンカウント、作業カウント、時間、着信転送ま

での時間、スパン時間、および作業時間が含まれ

ます。

SONET回線近端
および遠端レポー

ト：NCS2K
（SONET Line
NEnd & FEnd
Reports -NCS2K）

レポートの管理
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ポーリングす

る必要がある

パラメータ

有効化する必要があ

るモニタリングポリ

シーパラメータ

内容レポートタイプレポート

ネットワーク内のデバイスの SONET回線層のパ
フォーマンスモニタリング詳細を提供するグラ

フィカルおよび表形式のレポート。詳細には、符

号違反の数、エラー秒数、重大エラー秒数、使用

不可秒数、および障害カウントの数が含まれます。

SONET回線近端
および遠端レポー

ト：NCS4K
（SONET Line
NEnd & FEnd
Reports -NCS4K）

1.すべての Cisco Optical Networking Services（ONS）および Cisco Network Convergence System（NCS）2000シリーズのデバイ
スに対してこのパラメータを有効化する必要があります。

パフォーマンスレポート

この項では、Cisco EPNManager でサポートされる基本的なパフォーマンスレポートを一覧表
示します。また、各レポートタイプで有効にする必要があるモニタリングポリシーとパラメー

タもリストされます。これらのレポートは、光およびキャリアイーサネット技術の両方に適用

されます。

これらのレポートは、Cisco NCS 2000デバイスではサポートされていません。（注）

モニタリングポリシーの詳細については、デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマ

ンスのモニタを参照してください。

有効化する必要がある

パラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイプ

NANAアプリケーション設定

の詳細の表現。

アプリケーションサマ

リ

NANAカンバセーションの詳

細が表示されます。

カンバセーション

NANA各クライアントのエン

ドユーザ要約レポート

を表示します。

End User Summary

レポートの管理
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有効化する必要がある

パラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイプ

環境温度（Environment
Temperature）

Device Health

デバイスヘルスモニ

タリングポリシーの詳

細については、デバイ

スのヘルスモニタリン

グポリシーを参照し

てください。

ネットワークデバイス

の現在、平均、最小、

最大温度の表形式表

示。

Environmental
Temperature

NANAネットワークにサイト

の要約レポートを表示

します。

サイトの要約

管理ステータスのアッ

プ/ダウン（Admin
Status Up/Down）

動作ステータスのアッ

プ/ダウン（Operational
Status Up/Down）

管理ステータスのアッ

プおよび動作ステータ

スのダウンの割合

（Admin Status Up and
Operational Status Down
Percentage）

インターフェイスヘル

ス

デバイスヘルスモニ

タリングポリシーの詳

細については、デバイ

スのヘルスモニタリン

グポリシーを参照し

てください。

表にネットワークのし

きい値違反アラーム

データ（送信元、イベ

ントタイプ、カテゴ

リ、説明）が一覧表示

されます。

Threshold Violations

NANAネットワーク内の音声

ビデオの要約レポート

のリストを表示しま

す。

Voice Video Summary

NANAネットワーク内の

WANアプリケーショ
ンパフォーマンス分析

リストを表示します。

WAN Performance
Analysis

NANAWANトラフィックの
詳細を表示します。

WANトラフィック分
析の要約

Network Summaryレポート
この項では、Cisco EPN Manager でサポートされる Network Summaryレポートを一覧表示しま
す。次のレポートでは、ネットワークのヘルスの情報について説明します。
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ポーリングする必要が

あるパラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイプ

NANAAエンドデバイス、A
エンドインターフェイ

ス、Zエンドデバイ
ス、Zエンドインター
フェイス、リンク名、

フラップ数の表形式表

示。

リンクフラップレ

ポート（Link Flap
Report）

デバイスレポート

この項では、Cisco EPN Manager でサポートされるデバイスレポートを一覧表示します。ま
た、各レポートタイプで有効にする必要があるモニタリングポリシーとパラメータもリスト

されます。これらのレポートは、光およびキャリアイーサネット技術の両方に適用されます。

デバイスレポートは、Cisco NCS 2000デバイスではサポートされていません。（注）

モニタリングポリシーの詳細については、デバイスおよびネットワークの健全性とパフォーマ

ンスのモニタを参照してください。

有効化する必要があ

るパラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイ

プ

NANAネットワーク内のデバイスのアラームのリスト。重大

度、メッセージ、ステータス、障害原因、タイムスタ

ンプ、作成時刻、デバイスタイムスタンプ、所有者、

カテゴリ、条件、場所、サービスの影響、サテライト

IDが含まれます。

[アラームレ
ポート（Alarm
Report）]

CPU使用率Device Health

デバイスヘルスモニタ

リングポリシーの詳細

については、デバイス

のヘルスモニタリング

ポリシーを参照してく

ださい。

すべてのデバイスと指定した期間の平均CPU使用率を
一覧表示するテーブル。

[CPU使用率
（CPU
Utilization）]

NANA指定した期間の平均CPU使用率に応じて、昇順ですべ
てのデバイスを一覧表示するテーブル。

ハードウェア

の詳細情報

レポートの管理
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有効化する必要があ

るパラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイ

プ

NANAインベントリまたはデバイスタイプ全体のハードウェ

ア情報（スイッチおよびハブ、ルータ、および光トラ

ンスポートなど）。システム情報とシステムが最後に

更新された時刻を示します。

ソフトウェア

の詳細情報

NANAネットワーク内で利用可能なすべてのデバイスとその

到達可能性の割合を一覧表示するテーブル。

[デバイスアベ
イラビリティ

（Device
Availability）]

NANAネットワーク内のデバイスのクレデンシャルステータ

ス。各デバイスのログイン、到達可能性、およびプロ

トコルステータスが含まれます。また、デバイスの最

終変更日時が含まれます。

デバイスクレ

デンシャルの

検証

CPU使用率Device Health

デバイスヘルスモニタ

リングポリシーの詳細

については、デバイス

のヘルスモニタリング

ポリシーを参照してく

ださい。

指定された期間のネットワークデバイスの CPU使用
率、メモリ使用率、および応答可能性情報。デバイス

上のすべての CPUモジュールおよびメモリプールの
最小、最大、および平均が含まれます。

Device Health

NANAネットワーク内のデバイスの DMVPN情報。DMVPNレポー
ト

NANAネットワーク内のデバイスのイベントのリスト。説明、

障害原因、タイムスタンプ、デバイスタイムスタン

プ、重大度、カテゴリ、条件が含まれます。

[イベントレ
ポート（Event
Report）]

NANAネットワーク内のデバイスのVPNネットワークステー
タス。

GET VPN
Network Status

NANAネットワーク内のスイッチのアイデンティティ機能の

概要情報。

Identity
Capability

NANAネットワーク内のデバイスのインターフェイスの詳細。

デバイス名、ポート名、ポートの説明、MACアドレ
ス、管理ステータス、動作ステータスが含まれます。

[インターフェ
イスの詳細

（Interface
Detail）]

レポートの管理
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有効化する必要があ

るパラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイ

プ

NANAネットワーク内のデバイスの基本的なインベントリ

データ。モデル別のコントローラの数、ソフトウェア

バージョン別のコントローラの数、コントローライン

ベントリ、モデル別のAPの数、ソフトウェアバージョ
ン別のAPの数、APインベントリ、関連付け解除AP、
自律APインベントリ、メンテナンスモードAP、バー
ジョン別のMSEの数、MSE、モデル別のスイッチの
数、バージョン別のスイッチの数、スイッチインベン

トリ、スイッチデバイスソフトウェアイメージ、モ

デル別のルータの数、バージョン別のルータの数、ルー

タインベントリ、ルータデバイスソフトウェアイメー

ジ、モデル別のCiscoインターフェイスおよびモジュー
ルデバイスの数、ソフトウェアバージョン別の Cisco
インターフェイスおよびモジュールデバイスの数、

Ciscoインターフェイスおよびモジュールのデバイス
インベントリ、Ciscoインターフェイスおよびモジュー
ル -ソフトウェアイメージ、モデル別のストレージ
ネットワーキングデバイスの数、ソフトウェアバー

ジョン別のストレージネットワーキングデバイスの

数、ストレージネットワーキングデバイスインベン

トリ、ストレージネットワーキングデバイス -ソフト
ウェアイメージ、モデル別のセキュリティおよびVPN
の数、ソフトウェアバージョン別のセキュリティおよ

び VPNの数、セキュリティおよび VPNインベントリ
が含まれます。

インベントリ

[メモリプール使用
率（Memory Pool
Utilization）]

NA指定された期間のメモリ使用率情報。すべてのメモリ

プール/モジュールに関する情報が含まれます。
メモリ使用率

（Memory
Utilization）

NANAネットワーク内のデバイスのインターフェイス使用率

（%）。
ポートキャパ

シティ

NANAネットワーク内のスイッチの VLAN情報。VLAN
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有効化する必要があ

るパラメータ

有効にする必要がある

モニタリングポリシー

内容レポートタイ

プ

NANAネットワーク内の有線デバイスの詳細なインベントリ

データ。システム情報、シャーシ情報、モジュール情

報、モジュールポートインターフェイス、VLANイン
ターフェイス、ソフトウェアイメージ情報、メモリ

プール情報、フラッシュデバイス、フラッシュパー

ティション、フラッシュファイルが含まれます。

レポートを保存せずにすぐに実行する場合

は、最大 5台のデバイスを選択できます。6
台以上のデバイスを含めるには、レポートを

保存またはスケジュール設定します。

（注）

有線デバイス

の詳細なイン

ベントリ

NANAネットワークで最高の可用性の有線デバイスのリスト。

デバイス名、平均可用性（%）が含まれます。
有線デバイス

の可用性

NANAデバイス名、デバイス IP、機器名、ポート数、動作ス
テータス、ベンダー機器タイプ、製造元、シリアル番

号、UDIなど、ネットワーク内の有線デバイスの詳細
なモジュール情報を示すテーブル。

有線モジュー

ルの詳細

NANA管理ステータス、動作ステータス、macアドレスなど
のポート属性情報。VLANID、アクセスモードVLAN、
デバイスの IPアドレス、説明、MACアドレス、管理
ステータス、動作ステータス、タイプ、MTU、速度、
デュプレックス、IsTrunk、トランクカプセル化が含ま
れます。

有線ポートの

属性

新しいレポートの作成、スケジュール設定、実行
[レポート起動パッド（Report LaunchPad）]では、1つのページからすべてのCiscoEPNManager
レポートにアクセスできます。このページでは、すべてのレポート操作（作成、保存、表示、

スケジュール設定、カスタマイズ）を実行できます。

レポートの詳細を表示するには、レポートの種類の横にあるツールチップにカーソルを移動し

ます。

新しいレポートを作成してスケジュール設定し、実行するには、次の手順に従います。

ステップ 1 左側のサイドバーから、[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）]を選択しま
す。

ステップ 2 起動するレポートを見つけ、[新規作成（New）]をクリックします。
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ステップ 3 [レポートの詳細（Report Details）]ページで、レポートのタイトルを入力します。

[レポートタイトル（Report Title）]フィールドを編集できます。

ステップ 4 ドロップダウンリストから適切な [レポート作成者（Report By）]カテゴリを選択します。

ステップ 5 [レポート基準（Report Criteria）]フィールドでは、前の [レポート作成者（Report By）]で行った選択に応
じて結果を分類できます。

上部の仮想ドメインチェックボックスを選択した場合、レポート条件フィルタに 1つ以上の値が
存在する場合は、編集ボタンが有効になります。

（注）

ステップ 6 [編集（Edit）]をクリックしてデバイス選択ウィザードを開き、必要なデバイスを選択します。[プレビュー
（Preview）]タブをクリックして、選択したデバイスを確認し、[OK]をクリックします。選択したデバイ
スを削除することもできます。

[レポートの詳細（Report Details）]ページに表示されるパラメータは、選択するレポートのタイプによっ
て異なります。一部のレポートでは、レポートの結果をカスタマイズする必要があります。レポート結果

のカスタマイズ方法の詳細については、レポート結果のカスタマイズ（24ページ）を参照してください。

クライアントレポートには、ワイヤレス LANコントローラが仮想ドメインにマッピングされて
いる場合のみ、SSIDが記載されます。

（注）

ステップ 7 このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、[スケジュール設定（Schedule）]
の必須パラメータを入力します。

ステップ 8 レポートを実行するには、次のいずれかのオプションを選択します。

• [実行（Run）]：レポート設定を保存せずにレポートを実行します。

• [保存（Save）]：レポートをすぐに実行せずにこのレポート設定を保存します。スケジュールパラメー
タが入力済みの場合は、スケジュールされた日時にレポートが自動的に実行されます。

• [実行して保存（Run and Save）]：レポートの設定を保存し、ただちにレポートを実行します。

• [保存してエクスポート（Save and Export）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルにエクス
ポートします。以下を要求するプロンプトが表示されます。

•エクスポートするレポートのファイル形式を選択します（CSVまたは PDF）。エクスポートされ
る CSVファイルは、100万レコードを保持できる単一の .csvファイルです。レコード数が 100万
を超えると、残りのレコードを収容する別のCSVファイルが生成されます。最後に、両方のCSV
ファイルが zip形式で提供されます。

•レポートが生成された際に電子メールを送信するかどうかを選択します。このオプションを選択
する場合は、宛先メールアドレスと電子メールの件名を入力し、エクスポートファイルを添付

ファイルとして電子メールに含めるかどうかを選択する必要があります。

操作が終了したら、[OK]をクリックします。

• [保存して電子メール送信（Save and Email）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルにエクス
ポートして電子メールで送信します。以下を要求するプロンプトが表示されます。

•エクスポートするレポートのファイル形式を選択します。

ファイルサイズは 25 MBを超えてはなりません。（注）
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•宛先メールアドレスと電子メールの件名を入力します。

操作が終了したら、[OK]をクリックします。

• [キャンセル（Cancel）]：このレポートを実行も保存もせずに前のページに戻ります。

レポート結果のカスタマイズ
多くのレポートでは、結果をカスタマイズして各種の情報を含めたり、除外したりすることが

できます。この機能をサポートしているレポートには、[カスタマイズ（Customize）]ボタンが
表示されます。このボタンをクリックして [カスタムレポートの作成（CreateCustomReport）]
ページにアクセスし、レポートの結果をカスタマイズできます。

レポート結果をカスタマイズするには、次の手順に従います。

ステップ 1 カスタマイズするレポートを選択します。

a) 新しいレポートを作成します。[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）]
をクリックします。

b) 定期レポートをカスタマイズします。[レポート（Reports）]>[保存済みレポートのテンプレート（Saved
Report Templates）]をクリックし、レポート名のハイパーリンクをクリックします。

ステップ 2 [レポートの詳細（Report Details）]ページで [カスタマイズ（Customize）]をクリックします。

ステップ 3 [カスタムレポートの作成（Create CustomReport）]ページで、必要な情報を入力し、[適用（Apply）]をク
リックして変更を確定します。

ステップ 4 [レポートの詳細（Report Details）]ページで [保存（Save）]をクリックします。

ユーザ定義フィールドを使用したレポートデータのフィ

ルタ処理とカスタマイズ
カスタム属性を作成し、属性の値を割り当てることができます。ユーザ定義フィールド（UDF）
の作成方法については、カスタム値用のユーザ定義フィールドの作成を参照してください。そ

の後、これらの UDFを使用して、レポート結果をフィルタ処理したり、カスタマイズするこ
とができます。

Cisco EPNManager は、2分ごとに作成される UDFの値をスキャンし、メタデータが保存され
る UDF.jsonファイルを生成します。このファイルに
は、/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/server/reports/conf/UDF.jsonからアクセス

できます。

次に、UDF.jsonファイルに UDFのメタデータを表示する例を示します。
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[
{
"label": "internal",
"hidden": true,
"displayName": "Internal",
"fixedColumn": false

},
{
"label": "location",
"hidden": true,
"displayName": "Location",
"fixedColumn": false

},
{
"label": "quality",
"hidden": true,
"displayName": "Quality",
"fixedColumn": false

},

この例では、次のようになります。

•属性の labelは、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）]> [インベントリ（Inventory）]> [ユーザ定義フィールド（UserDefinedFields）]
ページで作成されたユーザ定義フィールドです。

•属性の hiddenはデフォルトで Trueに設定されています。この属性が Trueに設定されてい
る場合、UDFは [レポート（Report）]ページで非表示になります。レポート結果をカスタ
マイズするときに UDFを選択できるように、この属性を Falseに設定する必要がありま
す。

•属性の displayNameは、レポート結果に表示される UDF名を変更するために使用されま
す。

•属性の fixedColumnは、hidden属性が Falseに設定されている場合にのみ適用されます。

UDF.jsonファイルで必要な変更を行った後に、レポートの結果をカスタマイズできます。レ
ポート結果のカスタマイズ（24ページ）を参照してください。

UDF.jsonファイル内の UDFのフィルタタイプを変更することもできます。デフォルトのフィ
ルタタイプは Stringです。

次に、フィルタタイプとその定義の例を示します。

[
{
"label": "internal",
"displayName": "Internal",
"hidden": false,
"fixedColumn": false,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Boolean",
"attr": "internal",
"label": "UDF: Internal Used",
"filterType": "boolean"

}
},
{
"label": "location",
"displayName": "Location",
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"hidden": false,
"fixedColumn": false

},
{
"label": "quality",
"displayName": "Quality",
"hidden": false,
"fixedColumn": false,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Number",
"selectItems": {
"1": "High Quality",
"2": "Mid Quality",
"3": "Low Quality"

},
"attr": "quality",
"label": "UDF: Quality",
"filterType": "enumeration"

}
},
{
"label": "sapid",
"displayName": "SAP ID",
"hidden": false,
"fixedColumn": true,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Number",
"attr": "sapid",
"label": "UDF: SAP ID",
"filterType": "numeric"

}
},
{
"label": "startTime",
"displayName": "Start Time",
"hidden": false,
"fixedColumn": false,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "Timestamp",
"attr": "startTime",
"label": "UDF: Start Time",
"filterType": "datetime"

}
},
{
"label": "vendor",
"displayName": "Vendor",
"hidden": false,
"fixedColumn": true,
"filterMetadata": {
"sqlDataType": "String",
"selectItems": {
"huawei": "Hua Wei",
"alu": "Alcatel Lucent",
"cisco": "Cisco"

},
"attr": "vendor",
"label": "UDF: Vendor",
"filterType": "enumeration"

}
}

]
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UDF.jsonファイルで必要な変更を行った後、[レポートの詳細（Report Details）]ページの [高
度なフィルタ（Advanced Filter）]オプションを使用してレポートデータをフィルタ処理しま
す。

レポート出力の例：Web GUI出力と CSVファイル出力
この例では、ネットワークの近端で使用可能な Cisco NCS 2000シリーズデバイスのセクショ
ンモニタリングレポートが生成されます。[レポートの詳細（ReportDetails）]ページの下部に
結果を表示するか、結果を CSVまたは PDFファイルにエクスポートするかを選択できます。
レポートを作成して実行する方法の詳細については、「新しいレポートの作成、スケジュール

設定、実行（22ページ）」を参照してください。

次の図は、[レポートの詳細（Report Details）]ページの下部に結果がどのように表示されるか
を示しています。

スケジューリングが有効になっており、結果をCSVファイルにエクスポートした場合、レポー
トは /localdisk/ftp/reportsというリポジトリに保存されます。レポートリポジトリの場所は調整
できます。詳細については、レポートの消去を参照してください。

スケジューリングが無効になっており、結果をCSVファイルにエクスポートした場合、レポー
トは /localdisk/ftp/reportsOnDemandというリポジトリに保存されます。

（注）

CSVファイルのファイル命名規則はReportTitle_yyyymmdd_hhmmss.csvです。yyyymmddはレポー
ト結果をエクスポートした年月日、hhmmssは時、分、秒です。

次の図は、結果が CSVファイルでどのように表示されるかを示しています。

レポートの管理

27

レポートの管理

レポート出力の例：Web GUI出力と CSVファイル出力

bk_CiscoEPNManager_3_0_UserAndAdministratorGuide_chapter24.pdf#nameddest=unique_414


次の表に、セクションモニタリングレポートの結果を解釈する方法の説明を示します。

説明列名

ネットワークの近端にあるデバイスの名前。デバイス名（Device Name）

デバイスの IPアドレスDevice IP Address（デバイス IPアドレス）

デバイスのインターフェイス名。インターフェイス（Interface）

デバイスのセクションモニタリングデータが

収集された日時。この列の値は、レポートの

作成時に選択したレポート間隔によって異な

ります。レポート間隔は 15分または 24時間
です。

日時（DateTime）

デバイスのバックグランドブロックエラーの

数。

BBE-SM

デバイスのバックグランドブロックエラー

率。

BBER-SM

デバイスのエラー秒数。ES-SM

デバイスのエラー秒比率。ESR-SM

デバイスの重大エラー秒数。SES-SM

デバイスの重大エラー秒比率。SESR-SM

デバイスの使用不可秒数。UAS-SM

デバイスの障害カウント（AIS/RFI検出）の
数。

FC-SM

他の光パフォーマンスレポートの結果に表示されるパフォーマンスカウンタの詳細について

は、「光モニタリングポリシーのパフォーマンスカウンタ」を参照してください。

空のレポートのトラブルシューティングのヒント
レポートが正常に実行されたものの、エクスポートできる出力ファイルがない場合は、次のい

ずれかのトラブルシューティングのヒントを試すことができます。

次に例を示します。確認事項

QoSレポートの場合、QoS監視ポリシーを有
効にする必要があります。

...正しい監視ポリシーを有効にしました。有効
にする必要がある監視ポリシーの詳細につい

ては、モニタリングポリシーリファレンスを

参照してください。
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次に例を示します。確認事項

システム監視定期レポート（CPU/ディスク/メ
モリ）の場合は、定期的な収集を有効にする

必要があります。有効にした後は、出力を確

認するために12時間後にレポートを生成する
必要があります。

定期的な収集を有効にするには、
https://<Server
IP>/webacs/ncsDiag.doにある
[システム監視設定（System
Monitoring Setting）]で [定期的な収
集を有効化（Periodic Collection
Enable）]ボタンをクリックします。

（注）

...定期的な収集を有効にしました。

CEパフォーマンスレポートの生成に NCSデ
バイスを選択しないでください。これらはオ

プティカルデバイスです。

...特定のレポートに正しいデバイスタイプを
選択しました。

2日前にポリシーを有効にした場合は、2週間
の期間を選択できません。

...レポートの生成中に正しい期間を選択しまし
た。

QoSレポートの場合、デバイスで QoSを設定
するか、または有効にする必要があります。

...デバイスを正しく設定しました。詳細につい
ては、デバイスをモデル化してモニタできる

ように設定するを参照してください。

レポートにデータを含めるには、インベント

リ収集ステータスが [完了（Complete）]であ
る必要があります。

...デバイスインベントリの収集が成功しまし
た。詳細については、インベントリ収集また

はディスカバリの問題があるデバイスの検索

を参照してください。
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