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デバイスのモニタリング

[モニタ（Monitor）] > [管理対象デバイス（Managed Elements）] メニューには、ネットワークを毎日
モニタリングしたり、ネットワーク デバイスのインベントリと設定管理に関連した日常的な操
作または随時操作の実行に役立つツールが用意されています。

• ネットワーク デバイスのモニタリング

• ジョブのモニタリング

• バックグラウンド タスクのモニタリング

• パケット キャプチャを使用したネットワーク トラフィックのモニタリングとトラブル
シューティング

• ネットワーク サービスの保護

ネットワーク デバイスのモニタリング
Prime Infrastructure に追加されているデバイスのリストを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管
理対象デバイス（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択し
ます。また、デバイスを追加、編集、同期、およびグループ化することもできます。

関連項目

• [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページ

• デバイスの手動追加

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページ

Prime Infrastructure に追加されているデバイスのリストを表示するために [モニタ（Monitor）] > 
[管理対象デバイス（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選
択した際に表示される情報を 表 8-1 に示します。セル ヘッダーをクリックすることにより、表
をソートできます。

（注） Cisco Prime Infrastructure UI の [モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネッ
トワーク デバイス（Network Devices）] ページから Cisco WLC UI を開始すると、Cisco WLC の 
HTTPS 接続が開きます。別のプロトコルを使用して Cisco WLC UI セッションを開く場合は、[デ
バイスの 360 度ビュー（Device 360 view）] > [アクション（Action）] > [デバイスに接続（Connect to 
Device）] ページから開始し、Cisco WLC を開くときに使用するプロトコルを選択する必要があ
ります。
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関連項目

• [デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] からのデバイスの詳細の取得

ジョブのモニタリング
次の操作を実行するには [ジョブ（Jobs）] ダッシュボードを使用します。

• 実行中と完了済みのすべてのジョブ、および対応するジョブ詳細を表示する

• ジョブをフィルタリングし、関心がある特定のジョブのみを表示する

• 送信した最新のジョブの詳細を表示する

• ジョブの実行結果を表示する

• ジョブを変更する（ジョブの削除、編集、実行、取り消し、一時停止、および再開など）

Prime Infrastructure では、最大 25 のジョブを同時に実行できます。25 のジョブがすでに実行中で
あるときに新しいジョブが作成されると、1 つのジョブが完了して新しいジョブを開始できるま
で、その新しいジョブの状態は「scheduled」となります。新しいジョブの予定時刻がジョブの開始
前に経過した場合は、新しいジョブは実行されず、新しいジョブを再スケジュールするか、また
は実行中のジョブの数が 25 未満のときに開始する必要があります。

ジョブをモニタするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job 
Dashboard）] の順に選択します。

ステップ 2 ジョブをクリックし、次のアクションのいずれかを実行します。

• 現在スケジューリングされているジョブをすぐに開始するには、[実行（Run）] をクリックし
ます。ジョブのステータスが「failed」となっている場合は、[実行（Run）] をクリックして同じ
ジョブを再実行することで、新しいスケジュール済みジョブが前のジョブと同じパラメータ
で作成されます。再試行対象には、ジョブ内の失敗したデバイスと部分的に成功したデバイ
スのみが選択されます。

• 現在進行中のディスカバリ ジョブを停止して、スケジュールされている状態に戻すには、[中
止（Abort）] をクリックします。すべてのジョブを中断することはできません。たとえば、実行
中のコンフィギュレーション ジョブを中断しようとすると、エラー メッセージが表示され
ます。

• 指定したジョブについて、今後スケジュール設定されているすべてのジョブを削除するに
は、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。ジョブが現在実行中の場合は、完了します。

表 8-1 [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページの説明

表示する情報 操作内容

ソフトウェア バージョン、ポート情報、CPU およびメモリ使用率などの
デバイスの詳細

デバイス名をクリックします。

デバイスの 360 ビュー [IP アドレス（IP Address）] フィールドの
アイコンをクリックします。

収集ステータスの詳細 [最終インベントリ収集（Last Inventory 
Collection）] 列のアイコンをクリックし
ます。
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ステップ 3 ジョブの作成時期、開始時期またはスケジュール設定された時期とその履歴に関する情報を表
示するには、ジョブを選択して [ジョブ詳細の表示（Job Detail View）] ページを表示します。失敗
したジョブのトラブルシューティング情報を表示するには、特定のジョブの [ステータス

（Status）] 列の上にマウスのポインタを合わせます。

分単位のジョブが再帰的に実行されるようにスケジュール設定されている場合、ジョブの最初
のトリガーはクオーツ スケジューラで刻まれるとおりの n 分目に発生し、その後の実行はスケ
ジュール通りに割り当てられます。たとえば、12:02:00 を開始時間として指定し、3 分おきにジョ
ブを実行する場合、ジョブは 12:03（すぐに）に開始され、以降 12:06、12:09 というように繰り返し
実行されます。別の例として、12:00:00 を開始時間として指定し、3 分おきにジョブを実行する場
合、ジョブは 12:00（即刻）に開始され、以降 12:03、12:06 というように繰り返し実行されます。

バックグラウンド タスクのモニタリング
バックグラウンド タスクとは、表示可能なページなどのユーザ インターフェイスを使用せずに
バックグラウンドで実行されるスケジュール プログラムです。Prime Infrastructure では、データ
収集から設定のバックアップまでのすべてを、バックグラウンド タスクにすることができます。
バックグラウンド タスクをモニタすると、実行されているバックグラウンド タスクの表示、そ
れらのスケジュールのチェック、およびタスクが正常に完了したかどうかの確認を行えます。

バックグラウンド タスクをモニタするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [バックグラウンド タスク（Background Tasks）] の順
に選択して、スケジュールされたタスクを表示します。[バックグランド タスク（Background 
Tasks）] ページが表示されます。

ステップ 2 ドロップダウン リストで次のコマンドを選択します。

• [今すぐ実行する（Execute Now）]：チェックボックスがオンになっているすべてのデータ 
セットを実行します。

• [タスクを有効にする（Enable Tasks）]：スケジュール設定された間隔でデータ セットが実行
されるようにします。

• [タスクを無効にする（Disable Tasks）]：スケジュール設定された間隔でデータ セットが実行
されないようにします。

パケット キャプチャを使用したネットワーク トラ
フィックのモニタリングとトラブルシューティング

複数の NAM からデータを集約する以外に、Prime Infrastructure の機能を使用すると、複数の 
NAM および ASR を使用してネットワークの問題をアクティブに管理およびトラブルシュー
ティングすることが簡単になります。

（注） この機能は、NAM および ASR に対してサポートされます。ASR でサポートされる最小の Cisco 
IOS XE バージョンの詳細については、『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Release 
Notes』を参照してください。
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次のワークフローでは、ネットワーク オペレータが、複数のブランチで発生している一連の類似
の認証違反をトラブルシューティングする必要があります。オペレータは認証問題の原因が進
行中のネットワーク攻撃であると判断したため、各ブランチの NAM または ASR に対してパ
ケット キャプチャ機能を実行し、次に疑いのあるトラフィックを検査するためにパケット デ
コーダを実行します。

ステップ 1 キャプチャ セッションの定義を作成するには、次の手順を実行します。

a. [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [パケット キャプチャ（Packet Capture）] の順に選択
し、[キャプチャ セッション（Capture Session）] をクリックして新しいキャプチャ セッション
の定義を作成します。

b. 必要に応じて、[一般（General）] セクションに値を入力します。セッション定義に一意の名前
を付け、キャプチャされたデータをどのように保存するかを指定します。フル パケットを
キャプチャするには、[パケット スライス サイズ（Packet Slice Size）] に 0 と入力します。

c. キャプチャ対象トラフィックを特定の送信元または宛先 IP、VLAN、アプリケーション、また
はポートに制限する場合は、[ソフトウェア フィルタ（Software Filters）] セクションで [追加

（Add）] をクリックし、必要に応じてフィルタを作成します。ソフトウェア フィルタを作成し
ない場合、すべてがキャプチャされます。

d. [デバイス（Devices）] 領域で、次を選択できます。

– NAM とそのデータ ポート。キャプチャ セッションが実行されているかどうかにかかわ
らず、NAM ごとに作成できるキャプチャ セッションは 1 つのみです。

– ASR とそのインターフェイス。

e. [すべてのセッションを作成して開始（Create and Start All Sessions）] をクリックします。

Prime Infrastructure により新しいセッション定義が保存され、指定した各デバイスに対して個別
のキャプチャ セッションが実行されます。また、セッションがデバイスにファイルとして保存さ
れ、[キャプチャ ファイル（Capture Files）] 領域にパケット キャプチャ ファイルのリストが表示
されます。

ステップ 2 パケット キャプチャ ファイルを復号化するには、次の手順を実行します。

a. [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [パケット キャプチャ（Packet Capture）] の順に選択し
ます。

b. NAM または ASR デバイスの PCAP ファイルを選択します。

c. [コピー先（Copy To）] を選択して、PCAP ファイルを PI サーバにコピーします（デコード操作
は PI サーバのファイルでのみ実行されます）。

d. [ジョブの表示（View Jobs）] をクリックして、コピー ジョブが正常に完了したことを確認し
ます。

e. localhost フォルダを開き、新しいキャプチャ ファイルのチェックボックスを選択し、[復号化
（Decode）] をクリックします。復号化されたデータが一番下のペインに表示されます。

f. TCP ストリームには、アプリケーション層が認識するとおりにデータが表示されます。復号
化されたファイルの TCP ストリームを表示するには、[パケット リスト（Packet List）] から 
TCP パケットを選択し、[TCP ストリーム（TCP Stream）] をクリックします。データは ASCII 
テキストまたは 16 進ダンプで表示できます。

ステップ 3 パケット キャプチャ セッションを再び実行するには、[キャプチャ セッション（Capture 
Sessions）] 領域でセッション定義を選択し、[開始（Start）] をクリックします。
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ネットワーク サービスの保護
Cisco TrustSec Identity-Based Networking Services（IBNS）は、ネットワーク接続とリソースを保護
するための認証、アクセス制御、およびユーザ ポリシーを提供するシスコ製品で構成される統合
ソリューションです。Cisco TrustSec IBNS を使用して、企業は生産性と可視性を高め、運用コスト
を削減し、ポリシーの遵守を強化できます。

Prime Infrastructure では、TrustSec ネットワーク サービスを設計することで、TrustSec 対応デバイ
スに 802.1X や他の TrustSec 機能をイネーブルにする設定をプロビジョニングするための優先
オプションを選択できます。TrustSec モデルベースの設定テンプレートを作成し、次のナビゲー
ション パスのいずれかを選択して、有線の 802_1x デバイスを設定できます。

• [サービス（Services）] > [ネットワーク サービス（Network Services）] > [TrustSec]

• [設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & 
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [TrustSec] > [有線 802_1x（Wired 802_1x）]

Catalyst 6000 デバイスの場合は以下に注意してください。

• Security violation as protect は、Catalyst 6000 スーパーバイザ デバイスでは使用できません。

• Security violation as replace は、Cisco IOS Release 15.1(01)SY 以降で使用できます。

• コマンド macsec は、Catalyst 6500 スーパバイザ 2T デバイスでは使用できません。

MACsec のサポートは、サポートされる最小イメージ バージョンが「12.2.55SE3/15.0(1)SE2」の 
3560-X シリーズおよび 3750-X シリーズのデバイスでのみ使用できます。

（注） TrustSec 2.0 プラットフォームのサポート リストについては、『Cisco TrustSec 2.0 Product 
Bulletin』を参照してください。

TrustSec モデルベースの設定テンプレートの設定に関する詳細については、「機能レベルの設定
テンプレートの作成」を参照してください。

TrustSec 準備状況の評価レポートの生成

[TrustSec 準備状況の評価（TrustSec Readiness Assessment）] には、TrustSec バージョン、準備状況
のカテゴリ、準備状況のデバイス数、円グラフで表示されるデバイスの割合などの、TrustSec ベー
スのデバイスの詳細が表示されます。

TrustSec 準備状況の評価レポートを生成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [サービス（Services）] > [ネットワーク サービス（Network Services）] > [TrustSec] を選択します。

ステップ 2 [Features-TrustSec] フォルダを展開し、[準備状況の評価（Readiness Assessment）] をクリックし
ます。

円グラフには、次のデバイスのタイプが表示されます。

• TrustSec 限定的な互換性デバイス

• TrustSec 対応デバイス

• TrustSec ハードウェア非対応デバイス

• TrustSec ソフトウェア非対応デバイス

ステップ 3 [セクション ビュー（Section view）] をクリックし、円グラフのスライスのいずれかをクリックし
て、選択した TrustSec ベースのデバイス タイプの詳細を表示します。
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ステップ 4 [全体ビュー（Complete view）] をクリックして、すべての TrustSec ベースのデバイスの詳細を表
示します。

ステップ 5 TrustSec バージョンを選択し、[エクスポート（Export）] をクリックして、準備状況の評価の詳細
を CSV ファイルにエクスポートします。
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