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ダッシュボードの表示および管理

ダッシュボードには、ネットワークにおける 重要データの概要が表示されます。ステータスと
アラート、モニタリング、およびレポートに関する情報を得ることができます。ダッシュボード
には、テーブルやチャートなどを視覚的に表示するダッシュレットがあります。

関連項目

• ダッシュボードの表示

• ダッシュボードの管理と編集

• ダッシュボードの追加

• ダッシュレットの追加

ダッシュボードの表示
Prime Infrastructure には、グラフやビジュアル インジケータを含む次の数種類のダッシュボード
があります。

• [概要（Overview）]：概要情報が表示され、アラームとイベント、クライアント、ネットワーク 
デバイス、ネットワーク インターフェイス、およびサービス保証の詳細を示すタブがあり
ます。

• [ワイヤレス（Wireless）]：セキュリティ、メッシュ、CleanAir、ContextAware に関するワイヤレ
ス情報が表示されます。

• [パフォーマンス（Performance）]：パフォーマンス メトリックの概要が表示され、サイト、デ
バイス、アクセス ポイント、インターフェイス、アプリケーション、音声/ビデオ、エンドユー
ザ エクスペリエンス、および WAN 適化の詳細を示すタブがあります。

• [ネットワーク概要（Network Summary）]：状態メトリックとタブを含むネットワークの概要
が表示されます。タブには、アラームとイベント タイプ グラフ、アラーム数（クリティカル、
メジャー、マイナー）などのインシデントが示されます。

• [データ センター（Data Center）]：データセンターに関する情報が表示され、コンピューティ
ングおよびホストに関する個別のタブがあります。

関連項目

• [概要（Overview）] ダッシュボード

• [ワイヤレス（Wireless）] ダッシュボード

• [パフォーマンス（Performance）] ダッシュボード
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  ダッシュボードの表示
• [ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボード

• [データ センター（Data Center）] ダッシュボード

[概要（Overview）] ダッシュボード

表 7-1 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [概要（Overview）] の各ダッシュボードに表示されるデ
フォルトの情報を示しています。

表 7-1 [概要（Overview）] ダッシュボードの説明

表示する情報
[ダッシュボード（Dashboard）] 
> [概要（Overview）] を選択 

• 到達可能デバイスと到達不能デバイスを含めた、ネットワーク デバイスの概要
グラフ

• トップ N の CPU とメモリの使用率

• アソシエーション/認証別のクライアント カウント 

• カバレッジ エリア

[一般（General）]

• アラーム数トップ N のサイト

• アラーム概要グラフ

• アラーム タイプ グラフ

• デバイスの到達可能性ステータス

• Syslog の概要とウォッチ

[インシデント（Incidents）]

• クライアント トラブルシューティング ツール

• 有線クライアントの速度分布グラフ

• クライアントの分散グラフ

• クライアント アラームとイベントの概要

• クライアント トラフィック グラフ

• クライアント カウントがトップ 5 の SSID

• クライアント数上位 5 のスイッチ

• クライアント ポスチャ ステータス

[クライアント（Client）]

• トップ N の CPU とメモリの使用率

• トップ N の環境温度

[ネットワーク デバイス
（Network Devices）]

• インターフェイスのアベイラビリティの概要

• トップ N のインターフェイス使用率

• インターフェイス使用率の概要グラフ

• トップ N のインターフェイス エラーおよび破棄

[ネットワーク インターフェ
イス（Network Interface）]

• トップ N のアプリケーション

• トップ N のサーバ

• NetFlow がトップ N のリソース

• トップ N のクライアント

[サービス保証（Service 
Assurance）]
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  ダッシュボードの表示
関連項目

• ダッシュボードの管理と編集

[ワイヤレス（Wireless）] ダッシュボード

表 7-2 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] の各ダッシュボードに表示さ
れるデフォルトの情報を示しています。

関連項目

ダッシュボードの管理と編集

表 7-2 [ワイヤレス（Wireless）] ダッシュボードの説明

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）] 
> [ワイヤレス（Wireless）] を選
択 

• セキュリティ インデックス（上位のセキュリティ問題を
含む）

• 適応型 wIPS

• 不正分類グラフ

• 不正阻止グラフ

• 検出された攻撃

• 悪意のある AP、未分類の AP、危険性のない AP、不正なカ
スタム AP 

• CleanAir セキュリティ

• アドホック不正

[セキュリティ（Security）]

• 近のメッシュ アラーム

• メッシュ ワーク ノードのホップ数

• メッシュのワースト SNR リンク

• メッシュのワースト パケット エラー レート

[メッシュ（Mesh）]

• 802.11 の平均および 小電波品質

• も深刻な干渉

• 干渉数

• 近のセキュリティ リスク干渉

• 干渉に関する 近の CAS 通知

[CleanAir]

• MSE 履歴要素カウント

• CAS で検出された不正要素

• ロケーション アシスト クライアントのトラブルシュー
ティング

• MSE 追跡数

• 上位 5 の MSE

[ContextAware]
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  ダッシュボードの表示
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボード

パフォーマンス メトリックの概要を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマ
ンス（Performance）] でいずれかのダッシュボードを選択します。パフォーマンス ダッシュボー
ドを表示すると、ネットワーク、サーバ、アプリケーションの状態を確認できます。

パフォーマンス グラフを使用して、さまざまなデバイスやインターフェイスのパフォーマンス
を比較できます。

表 7-3 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] の各ダッシュボードに表示さ
れるデフォルトの情報を示しています。

表 7-3 [パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの説明

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）] 
> [パフォーマンス

（Performance）] を選択 

特定のサイトの場合：

• クライアント トラフィック（通常および 適化） 

• アラームが も多いデバイス

• トップ N のアプリケーション

• デバイスの到達可能性ステータス f

[サイト（Site）]

特定のデバイスの場合：

• デバイス アベイラビリティの傾向

• デバイスのメモリおよび CPU 使用率の傾向

• デバイス ポートの概要

• デバイスのヘルス情報

• NetFlow がトップ N のインターフェイス

[デバイス（Device）]

特定のアクセス ポイントの場合：

• アクセス ポイントの詳細

• 上位のクライアントとアプリケーション 

• チャネル使用率

• クライアント数 

[アクセス ポイント（Access 
Point）]
7-4
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J



 

第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュボードの表示
関連項目

ダッシュボードの管理と編集

特定のインターフェイスの場合：

• インターフェイスの詳細

• インターフェイスのアベイラビリティの傾向

• インターフェイスのイン/アウト エラーおよび破棄

• インターフェイスの Tx および Rx 使用率

• 上位のアプリケーションとクライアント

• 時系列の上位アプリケーション トラフィック

• 時系列のクライアント数

• DSCP 分類

• QoS クラス マップ統計情報

• 上位の QoS クラス マップ統計情報の傾向

[インターフェイス（Interface）]

特定のアプリケーションの場合：

• 上位のクライアントとサーバ

• アプリケーション トラフィック分析グラフ

• アプリケーション サーバのパフォーマンス

• 時系列の上位インターフェイス

[アプリケーション
（Application）]

• 上位の RTP ストリーム

• パケット損失が 低の RTP ストリーム

• KPI によるサイト間接続の動作

[音声/ビデオ（Voice/Video）]

特定のクライアントの場合：

• 上位のアプリケーション

• ユーザ サイトの概要

• クライアント トラフィック

[エンド ユーザ エクスペリエン
ス（End User Experience）]

• マルチセグメント分析

• トラフィック量と圧縮率

• トランザクション時間

• 平均同時接続数（ 適化 vs パススルー）

• マルチセグメント ネットワーク時間

[WAN 適化（WAN 
Optimization）]

表 7-3 [パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの説明（続き）

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）] 
> [パフォーマンス

（Performance）] を選択 
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  ダッシュボードの表示
[ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボード

ネットワークの重要データ ポイントの概要を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [ネッ
トワーク概要（Network Summary）] でいずれかのダッシュボードを選択します。表 7-4 は、[ダッシュ
ボード（Dashboard）] > [ネットワーク概要（Network Summary）] の各ダッシュボードに表示されるデ
フォルトの情報を示しています。

関連項目

• ネットワーク概要メトリックの表示オプション

• ダッシュボードの管理と編集

ネットワーク概要メトリックの表示オプション

[ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボードの上部に表示される [メトリック
（Metrics）] で次のアクションを実行できます。

• [設定（Settings）] > [ダッシュレットの追加および削除（Add or Remove Metric Dashlet(s)）] を選
択して、メトリックを追加または削除する。

• メトリックのタイトルをクリックして、任意の領域にドラッグ アンド ドロップすることに
より、メトリックの順序を変更する。

表 7-4 [ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボードの説明

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）] 
> [ネットワーク概要（Network 
Summary）] を選択 

以下を含めた、全体的なシステム ヘルス

• ICMP、ユニファイド AP およびコントローラの到達可能性メト
リック

• すべてのアラームと不正アラームのアラーム概要メトリック

• システム、WAN リンク、サービスの健全性に関するヘルス メト
リック

• カバレッジ エリア（マップに未割り当ての AP へのリンクを含む）

• アソシエーション/認証別のクライアント数

• 上位の CPU およびインターフェイス使用率

• ネットワーク トポロジ

• インターフェイス使用率の概要

• デバイス管理性と自律 AP のステータス

[概要（Overview）]

• すべてのアラームと不正アラームのアラーム概要メトリック

• システム、WAN リンク、サービスの健全性に関するヘルス メト
リック

• アラーム グラフ

• 上位のアラームとイベント タイプのグラフ

• Syslog の概要

[インシデント（Incidents）]
7-6
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J



 

第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュボードの管理と編集
• 任意のボックスでいずれかのハイパーリンクをクリックして、メトリックの詳細に移動す
る。たとえば、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] メトリックに表示される番号をクリッ
クすると、アラーム ページに移動してアラームの詳細を表示することができます。

関連項目

• ダッシュボードの管理と編集

[データ センター（Data Center）] ダッシュボード

表 7-5 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [データ センター（Data Center）] の各ダッシュボード
に表示されるデフォルトの情報を示しています。

関連項目

• ダッシュボードの管理と編集

ダッシュボードの管理と編集
Prime Infrastructure のダッシュボードには、チャート、グラフ、テーブルなどの情報を含むダッ
シュレットがあります。ダッシュボードをカスタマイズするために、さまざまなツール、オプ
ション、設定項目が用意されています。

関連項目

• ダッシュレット アイコンについて

• ダッシュボードの追加

• ダッシュレットの追加

• ダッシュボードとダッシュレットの時間フィルタ

• ダッシュレット フィルタの上書き

• 汎用ダッシュレットの作成

表 7-5 [データ センター（Data Center）] ダッシュボードの説明

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）] 
> [データ センター（Data 
Center）] を選択 

特定のデータセンターの場合：

• OS 別の仮想マシンの概要

• 仮想マシンのリソース使用状況の概要

• 計算リソースの概要

• CPU 別上位 5 のホスト使用状況の概要

[コンピューティング
（Compute）]

特定のホストの場合：

• ホスト CPU 使用率

[ホスト（Host）]
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  ダッシュボードの管理と編集
ダッシュレット アイコンについて

ダッシュボードには、テーブルやチャートなどを視覚的に表示するダッシュレットがあります。
ダッシュボードの任意の場所にダッシュレットをドラッグ アンド ドロップできます。ダッシュ
レットにマウス カーソルを移動すると、ダッシュボードの右上隅に次のアイコンが表示されます。

図 7-1 ダッシュレット アイコン

ダッシュレットのバッジは、各ダッシュレットのコンテンツの生成時に適用されたフィルタを
示しています。

図 7-2 ダッシュレットのバッジ

1 ダッシュレットのオプションとして、ダッシュレット タイトルの編集、ダッシュレッ
トの更新、ダッシュレットのリフレッシュ間隔の変更などがあります。（リフレッ
シュを無効にするには、[ダッシュレットの更新（Refresh Dashlet）] をオフにします）。

2 ダッシュレットのヘルプには、ダッシュレットの画像、説明、ダッシュレットへの入
力に使用されるデータ ソース、ダッシュレットのデータに適用できるフィルタが含
まれています。

3 ダッシュレットを更新します。

4 ダッシュレットを 大化します。復元アイコンが表示されます。このアイコンを使用
して、ダッシュレットをデフォルト サイズに復元できます。

5 ダッシュレットを縮小表示にして、タイトルのみが表示されるようにします。展開ア
イコンが表示されます。

6 ダッシュレットを削除します。

1 ネットワーク対応フィルタ。このフィルタを使用して、すべてのデバイス、有線デバ
イス、ワイヤレス デバイス、特定のワイヤレス SSID に関するデータを収集します。

2 サイト フィルタ。このフィルタを使用して、事前定義された場所にある AP やコント
ローラに関連するデータ収集します。
7-8
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J



 

第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュボードの追加
ネットワーク管理のニーズに応じて、事前定義されたダッシュレットのセットをカスタマイズ
できます。ユーザ定義のダッシュボードで情報を整理できます。デフォルト ビューには、デフォ
ルトのダッシュボードとそれぞれに事前選択されたダッシュレットがあります。

ダッシュレットを使用する場合は、以下の点に留意してください。

• ダッシュレットの見出しの横にある [編集済み（Edited）] というラベルは、ダッシュレットが
カスタマイズされていることを示しています。デフォルト設定にリセットすると、[編集済み

（Edited）] ラベルはクリアされます。

• アップグレードが行われると、前のバージョンのダッシュレットの配置が維持されます。こ
のため、新規リリースで追加されたダッシュレットまたは機能は表示されません。新規ダッ
シュレットを見つけるには、[ダッシュボードの管理（Manage Dashboards）] リンクをクリッ
クします。

• ダッシュレットをズームすると、水平方向と垂直方向のスクロールバーが表示されます。ス
クロールバーのないダッシュレットを表示するには、ズーム レベルをリセットしてゼロに
戻すか、ズームなしにします。

関連項目

• ダッシュボードの追加

• ダッシュボードの復元

• ダッシュレットの追加

ダッシュボードの追加
Prime Infrastructure には一連のデフォルト ダッシュボードがあります。また、カスタム ダッシュ
ボードを作成してニーズに応じた情報を表示することもできます。

ステップ 1 任意のダッシュボード ページの右上にある [設定（Settings）] をクリックし、[新規ダッシュボー
ドの追加（Add New Dashboard）] を選択します。

ステップ 2 新しいダッシュボードの名前を入力し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3 新しいダッシュボードを選択し、それにダッシュレットを追加します。

関連項目

• ダッシュボードの復元

• ダッシュレットの追加

• ダッシュボードの表示

3 アプリケーション フィルタ。このフィルタを使用して、サービス、サービス内のアプ
リケーション、 大 10 個のアプリケーション、またはすべてのアプリケーションに基
づくデータを収集します。

4 タイム フレーム フィルタ。このフィルタを使用して、事前設定された期間のデータを
収集したり、開始と終了の日付を指定できます。
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  ダッシュレットの追加
ダッシュレットの追加
各ダッシュボードには使用可能なダッシュレットのサブセットが表示されます。自動的に表示
されないダッシュレットはダッシュボードに追加できます。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] を選択して、ダッシュレットを追加するダッシュボードを選択し
ます。

ステップ 2 [設定（Settings）] アイコンをクリックして、[ダッシュレットの追加（Add Dashlets）] を選択します。

ステップ 3 ドロップダウン リストでダッシュボードの見出しを検索します。その見出しの下にダッシュ
レットを追加すると、ダッシュボードに追加できます。

関連項目

• デフォルトのダッシュレット

デフォルトのダッシュレット

次の表は、Prime Infrastructure のホーム ページまたは任意のダッシュボードに追加できるデフォ
ルトのダッシュレットを示しています。

表 7-6 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトの一般ダッシュレットを
示しています。

表 7-6 デフォルトの一般ダッシュレット

ダッシュレット 説明

AP 結合所要時間（AP Join Taken 
Time）

アクセス ポイント名と、アクセス ポイントの加入に要した時間（日、分、および秒
単位）を表示します。

チャネルの使用率トップ N の AP
（Top N APs by Channel 

Utilization）

大チャネル使用率トップ N の AP を表示します。

AP 稼働時間（AP Uptime） 各アクセス ポイント名と、それぞれに関連付けられた時間を表示します。

CAPWAP 稼働時間（CAPWAP 
Uptime）

CAPWAP の稼働時間に基づいて AP を表示します。

カバレッジ エリア（Coverage 
Areas）

カバレッジ エリアのリストと、各カバレッジ エリアに関する詳細を表示します。

デバイス到達不能の概要（Device 
Unreachability Summary）

AP、ルータ、スイッチの到達不能サマリーを表示します。

ネットワーク トポロジ ネットワーク トポロジ マップを表示します。

到達不能 MA-MC CAPWAP トン
ネル（Unreachable MA-MC 
CAPWAP Tunnels）

モビリティ エージェントとモビリティ コントローラ間の到達不能ステータスを
表示します。

デバイス稼働時間（Device 
Uptime）

デバイスの稼働時間に基づいてデバイスを表示します。

アドホック不正（Ad hoc Rogues） アドホックの不正を、過去 1 時間、過去 24 時間、および合計のアクティブ数で表
示します。
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表 7-7 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのセキュリティ ダッシュ
レットを示しています。

GETVPN ネットワーク統計情報
（GETVPN Network Statistics）

使用可能な GETVPN ネットワーク グループの概要を表示します。

ジョブ情報のステータス（Job 
Information Status）

すべてのユーザ定義ジョブを表示します。

新の AP アラーム（Most Recent 
AP Alarms）

アクセス ポイント アラームのうち、 新 5 つを表示します。すべてのアラームを
表示する [アラーム（Alarms）] ページを開くには、カッコ内の番号をクリックし
ます。

ネットワーク デバイスの概要
（Network Device Summary）

ネットワークにおける管理対象デバイスの合計数、使用可能なアクセス ポイン
ト（AP）の数、および到達不能の管理対象デバイスの合計数を表示します。

[ユニファイド AP 到達可能性（Unified AP Reachability）] は次のいずれかです。

• [到達可能（Reachable）]：動作ステータスが登録され、管理ステータスが有効。

• [到達不能（Unreachable）]：動作ステータスが登録解除され、管理ステータス
が有効。

AP デバイスの [ネットワーク デバイスの概要（Network Device Summary）] ダッ
シュレットは、管理ステータスが有効な場合にのみ表示されます。

AP 到着可能性情報は次のように定義されます。

• [ユニファイド AP（Unified AP）]：到達可能性は動作ステータスによって定義
されます。AP がワイヤレス LAN コントローラに登録されている場合は、到
達可能と見なされます。登録されていない場合は、到達不能です。

• [Autonomous AP]：到達可能性は、[デバイス ワーク センター（Device Work 
Center）] のデバイスの [SNMP 到達可能性（SNMP Reachability）] フィールド
で定義されます。

近のアラーム（Recent Alarms） デフォルトで、アラームのうち 新 5 つを表示します。[アラーム（Alarms）] ペー
ジを開くには、カッコ内の番号をクリックします。

近のカバレッジ ホール（Recent 
Coverage Holes） 

アクセス ポイントによってリストされた 近のカバレッジ ホール アラームを
表示します。

ソフトウェアの概要（Software 
Summary）

すべての管理対象デバイスのソフトウェア バージョンとソフトウェア タイプを
表示します。

表 7-6 デフォルトの一般ダッシュレット（続き）

ダッシュレット 説明

表 7-7 デフォルトのセキュリティ ダッシュレット

ダッシュレット 説明

クライアントの分類（Client 
Classification）

Prime Infrastructure に追加されているクライアントを分類できます。
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表 7-8 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのクライアント ダッシュ
レットを示しています。

表 7-8 デフォルトのクライアント ダッシュレット

ダッシュレット 説明

[クライアントのトラブルシュー
ティング（Client Troubleshooting）] 
ダッシュレット

クライアントの MAC アドレスを入力して、クライアント トラブルシューティン
グ ツールを起動できます。

[クライアントの分散（Client 
Distribution）] ダッシュレット

クライアントの分布がプロトコル別、EAP タイプ別、および認証タイプ別に表示
されます。プロトコルをクリックすると、そのプロトコルに属しているユーザの
リストにアクセスできます。たとえば、802.3 プロトコルをクリックすると、[クラ
イアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの有線クライアントとユーザ
のリストに直接アクセスできます。

[クライアント アラームとイベン
トの概要（Client Alarms and Events 
Summary）] ダッシュレット

有線とワイヤレスの両方のクライアントに関する 新のクライアント アラーム
が表示されます。

• クライアント関連付けの失敗

• クライアント認証の失敗

• クライアント WEP キー復号化エラー

• クライアント WPA MIC エラー カウンタのアクティブ化

• クライアントの除外

• Autonomous AP クライアント認証の失敗

• 有線クライアント認証の失敗

• 有線クライアント認可の失敗

• 有線クライアントのクリティカル VLAN 割り当て

• 有線クライアントの認証失敗 VLAN 割り当て

• 有線クライアントのゲスト VLAN 割り当て

• 有線クライアントのセキュリティ違反

[クライアント トラフィック
（Client Traffic）] ダッシュレット

有線クライアントとワイヤレス クライアントのトラフィックが表示されます。[ト
ラフィック（Traffic）] ダッシュレットに有線クライアント トラフィックを表示
するには、Identity Service Engine（ISE）を Prime Infrastructure と統合し、802.1x 
ポートまたは MAC 認証を使用して、有線デバイスに ISE サーバを設定する必要
があります。

[有線クライアントの速度分布
（Wired Client Speed Distribution）] 
ダッシュレット

有線クライアントの速度と速度ごとのクライアント数を表示します。クライア
ントの実行速度は 3 種類あります。

• 10 Mbps

• 100 Mbps

• 1 Gbps 

ポートは、デフォルトでは、自動ネゴシエーション モードです。たとえば、100 Mbps 
の速度で稼働するクライアントに対しては、100 Mbps の速度になります。

クライアント カウントがトップ 
5 の SSID（Top 5 SSIDs by Client 
Count）

現在関連付けられているクライアントと認証されているクライアントの数を表
示します。この情報は、選択により、表形式または面グラフで表示できます。
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スイッチ カウントがトップ 5 の
スイッチ（Top 5 Switches by 
Switch Count）

クライアントの数が も多い 5 つのスイッチ、およびスイッチに関連しているク
ライアントの数を表示します。

[クライアント ポスチャ ステータ
ス（Client Posture Status）] ダッ
シュレット

Prime Infrastructure は、Identity Services Engine（ISE）からポスチャ ステータス情
報を収集します。認可と認証のために、ISE を追加する必要があります。ISE で、必
要な機能を有効にすると、Prime Infrastructure の [クライアント ポスチャ ステー
タス（Client Posture Status）] ダッシュレットにデータが表示されます。

クライアント ポスチャ ステータス、および次の各ステータス カテゴリのクライ
アント数を表示します。

• 準拠（Compliant）

• 非準拠（Non-compliant）

• 不明（Unknown）

• 保留中（Pending）

• N/A

• エラー（Error）

IP アドレス タイプ別のクライア
ント カウント（Client Count By IP 
Address Type）

各種 IP アドレス タイプ別にクライアント数の傾向を時系列で示すチャートが表
示されます。タイプには、IPv4、IPv6、Dual-Stack、および unknown が含まれます。

IPv6 割り当ての分布（IPv6 
Assignment Distribution）

IPv6 アドレスの割り当て方法に基づき、すべてのクライアントの分布を示す円
グラフを表示します。タイプには Unknown、DHCPv6、Self-Assigned、SLACC、
Static などがあります。

ユーザ認証が失敗した回数（User 
Auth Failure Count）

ユーザ認証の失敗数の傾向を時系列で示すチャートが表示されます。

クライアント プロトコルの分布
（Client Protocol Distribution）

現在のクライアント数分散をプロトコル別表示します。

クライアント EAP タイプの分布
（Client EAP Type Distribution）

EAP タイプに基づいた数を表示します。

ゲスト ユーザ カウント（Guest 
Users Count）

指定した期間にわたるゲスト クライアント数を表示します。

クライアント CCX の分布（Client 
CCX Distribution）

異なる CCX バージョン間のクライアントの分布を示す円グラフが表示されます。

トップ N のクライアント カウン
ト（Top N Client Count）

クライアントの数に基づいて上位 N 個の要素を示す棒グラフが表示されます。
要素には、SSID、AP、コントローラ、エンドポイント タイプ、ベンダー、スイッチ、
アンカー コントローラが含まれます。これは、個々の異なる上位 N チャートに置
き換わる汎用の上位 N チャートです。

[トップ N のクライアント カウント（Top N Client Count）] には、各アンカー コン
トローラ上のアンカー クライアントの数が表示されます。

クライアント モビリティ ステー
タスの分布（Client Mobility Status 
Distribution）

ローカル（非アンカー）とアンカー間のクライアント分布を示す円グラフが表示
されます。

クライアント 11u 分布（Client 11u 
Distribution）

非 11u クライアント上の 11u クライアントを示す円グラフが表示されます。

表 7-8 デフォルトのクライアント ダッシュレット（続き）

ダッシュレット 説明
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11u クライアント カウント（11u 
Client Count）

非 11u クライアント上の 11u クライアントを示す円グラフが表示されます。

11u クライアント トラフィック
（11u Client Traffic）

11u クライアント トラフィックの時系列の傾向を示すグラフが表示されます。

PMIP クライアントの分布（PMIP 
Clients Distribution）

非 PMIP クライアント上の PMIP クライアントを示す円グラフが表示されます。

PMIP クライアント カウント
（PMIP Client Count）

PMIP クライアント数の時系列の傾向を示すグラフが表示されます。

クライアント カウントがトップ
の AP（Top APs by Client Count）

上位の AP をクライアント数別に表示します。

新のクライアント アラーム
（Most Recent Client Alarms）

新のクライアント アラームを表示します。

新のゲスト ユーザ アカウント 
5 個（Recent 5 Guest User 
Accounts）

作成または変更された 新のゲスト ユーザ アカウントを表示します。

後にログインしたゲスト ユー
ザ 5 名（Latest 5 logged in Guest 
Users）

ログインする 新のゲスト ユーザを表示します。

コンテキスト認識型サービスで
検出されたクライアント（Clients 
Detected by Context Aware 
Service）

過去 15 分間以内にコンテキスト認識型サービスによって検出されたクライアン
ト数を表示します。

クライアント認証タイプの分布
（Client Authentication Type 

Distribution）

クライアント認証タイプに基づいてクライアント数を表示します。

アソシエーション/認証別のクラ
イアント カウント（Client Count 
By Association/Authentication）

指定された時間間隔におけるクライアントの数を表示します。クライアント数
は、関連付けられているクライアントまたは認証されたクライアントに基づい
てカウントできます。

有線/ワイヤレス別のクライアン
ト カウント（Client Count By 
Wired/Wireless）

有線/ワイヤレス クライアントの数、または両方のクライアントを組み合わた数
が表示されます。

IP アドレス タイプ別のクライア
ント トラフィック（Client Traffic 
By IP Address Type）

IP アドレス タイプに基づいてクライアント トラフィックを表示します。

IP アドレス タイプの分布（IP 
Address Type Distribution）

IP アドレス タイプに基づいてクライアント分布を表示します。

表 7-8 デフォルトのクライアント ダッシュレット（続き）

ダッシュレット 説明
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表 7-9 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのネットワーク ダッシュ
レットを示しています。

表 7-9 デフォルトのネットワーク ダッシュレット

ダッシュレット 説明

CPU 使用率の概要（CPU 
Utilization Summary）

デバイスの CPU 使用率を 4 つの CPU 使用率分布（0 ～ 25 %、26 ～ 50 %、51 ～ 
75 %、76 ～ 100 %）から成る円グラフで表示します。

デバイス アベイラビリティの概
要（Device Availability Summary）

SNMP を介して到達可能な（および到達不能な）特定サイトのデバイスについて、
概要、デバイスの総数、デバイス分布円グラフを表示します。

インターフェイスのアベイラビ
リティの概要（Interface 
Availability Summary）

選択された時間範囲におけるインターフェイスのアベイラビリティをパーセン
テージで表示します。

インターフェイスの統計情報
（Interface Statistics）

特定サイトのインターフェイスの統計情報を表示します。

インターフェイスの統計情報の
概要（Interface Statistics Summary）

特定サイトにおけるインターフェイスの総数、およびインターフェイス ステー
タス（Up、Operationally Up、Administratively Down）の分布円グラフを表示します。

インターフェイス使用率の概要
（Interface Utilization Summary）

特定サイトにおけるデバイスのインターフェイス使用率を 4 つのインターフェ
イス使用率分布（0 ～ 25 %、25 ～ 50 %、51 ～ 75 %、75 ～ 100 %）から成る円グラ
フで表示します。内側の円は受信（Rx）使用率を表し、外側の円は送信（Tx）使用率
を表します。

トップ N の CPU 使用率（Top N 
CPU Utilization）

大 CPU 使用率上位 N のデバイスを表示します。

トップ N の環境温度（Top N 
Environmental Temperature）

ネットワーク デバイスに関連する温度（平均、 大、 小、現在）について上位 N 
件を表形式のリストで表示します。スタック構成のスイッチの場合は、デバイス
名がスイッチ インスタンスに付加されます。例：RB-Edison.Cisco.com-Switch-1 
の場合、Switch-1 がスイッチ インスタンスに該当します。

トップ N のインターフェイス エ
ラーおよび破棄（Top N Interface 
Errors and Discards）

入出力エラーおよび破棄について上位 N のインターフェイスを表示します。

トップ N のインターフェイス使
用率（Top N Interface Utilization）

特定サイトにおけるデバイスのインターフェイス使用率（送信）を、4 つのイン
ターフェイス使用率分布（0 ～ 25 %、25 ～ 50 %、51 ～ 75 %、75 ～ 100 %）から成
る円グラフで表示します。

トップ N のメモリ使用率（Top N 
Memory Utilization）

ネットワークにおける上位 N のメモリ使用率を表形式のリストで表示します。
7-15
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J



 

第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュレットの追加
表 7-10 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのサービス保証ダッ
シュレットを示しています。

表 7-11 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのインシデント ダッ
シュレットを示しています。

表 7-10 デフォルトのサービス保証ダッシュレット

ダッシュレット 説明

トップ N のアプリケーション
（Top N Applications）

サイト/企業、クライアント、およびインターフェイスの合計トラフィック ボ
リューム/レートの観点から、有線/ワイヤレスの故障または不明な故障が上位 N 
のアプリケーションを表示します。ワイヤレスと統合されていない場合、トラ
フィックは不明として分類されます。

トップ N のクライアント（TOP N 
Clients）

サイト/企業とアプリケーション、サービス、または一連のアプリケーションの合
計トラフィック ボリューム/レートに基づいて、上位 N のクライアントを表示し
ます。

NetFlow がトップ N のインター
フェイス（Top N Interfaces by 
Netflow）

ボリュームに基づいて NetFlow トラフィックが上位 N のインターフェイスを示
します。

NetFlow がトップ N のリソース
（Top N Resources by Netflow）

Netflow トラフィックのエクスポートのボリュームまたはレートが上位 N のデ
バイスを表示します。NetFlow をエクスポートするデバイスと Netflow データが
あるサイトを切り替えることができます。ダッシュレットの [ルート ドメイン内

（In Root Domain）] デバイス リストは VD に対応していません。

トップ N のサーバ（Top N 
Servers）

トラフィック レートが上位 N のサーバを表示します。

PFR 別のトップ N のサイト（Top 
N Sites by PFR）

このダッシュレットには、選択した時間範囲でのポリシー カウントの内、PfR が
上位 N のサイトが一覧表示されます。

トップ N の WAN インターフェ
イス（Top N WAN Interface）

ネットワークにおける WAN インターフェイス使用率について上位 N 件を表形
式のリストで表示します。

MOS がワースト N のサイト
（Worst N Sites by MOS）

MOS スコアが 低のサイトを表示します。

トランザクション時間がワース
ト N のサイト（Worst N sites by 
Transaction Time）

アプリケーション、サービス、または一連のアプリケーションのサイト間平均ト
ランザクション時間を表示します。

表 7-11 デフォルトのインシデント ダッシュレット

ダッシュレット 説明

アラームのまとめ（Alarm 
Summary）

スイッチとハブ、アドホック不正、ルータ、AP、システム、不正 AP に関するア
ラームを分布円グラフで表示します。

デバイス到達可能性の概要
（Device Reachability Summary）

このダッシュレットには、各デバイスの SNMP 到達可能性ステータスが表形式
で表示されます。

トップ N のアラーム タイプ（Top 
N Alarm Types）

上位 N のアラーム タイプとそれに関連するカウントを横棒グラフで表示します。

トップ N のイベント（Top N 
Events）

イベント タイプとそのカウントを横棒グラフで表示します。
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第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュレットの追加
関連項目

• ダッシュボードの追加

• ダッシュボードの復元

ダッシュボードとダッシュレットの時間フィルタ

期間に基づいてダッシュボードとダッシュレットをフィルタリングできます。指定した時間範
囲内の情報は次の 2 種類の方法で表示されます。

• [ダッシュボードごと（By dashboard）]：[ダッシュボード（Dashboard）] ページ上部のフィルタ
を使用して、[タイム フレーム（Time Frame）] プルダウン メニューから値を選択します。フィ
ルタ機能を使用すると、指定した時間範囲内のすべてのダッシュレット情報をフィルタリン
グできます。

• [ダッシュレットごと（By dashlets）]：ダッシュレットを編集して、ダッシュボード フィルタを
上書きします。

関連項目

• ダッシュレット フィルタの上書き

ダッシュレット フィルタの上書き

1 つのダッシュレットのフィルタ設定を変更できます。たとえば、1 つのダッシュレットのデー
タ収集タイムフレームをデフォルトから 24 時間に変更するには、以下を実行します。

ステップ 1 当該ダッシュレットに移動し、[ダッシュレット オプション（Dashlet Options）] アイコンをクリッ
クします。

ステップ 2 [時間フィルタを上書き（Override Dashboard Time Filter）] チェックボックスをオンにして、[タイ
ム フレーム（Time Frame）] ドロップダウン リストから [過去 24 時間（Past 24 Hour）] を選択し、
[保存して閉じる（Save and Close）] をクリックします。

[ダッシュボード タイム フレーム（Dashboard Time Frame）] プルダウン メニューでの指定内容に
関係なく、ダッシュレットには直近 24 時間のデータが表示されます。赤い斜線が引かれた [タイ
ム フレーム（Time Frame）] ダッシュレット バッジの横にある [編集済み（Edited）] ラベルは、フィ
ルタがカスタマイズされたことを示しています。

アラーム数トップ N のサイト
（Top N Sits with Most Alarms）

アラーム数が も多い上位 N のサイトを横棒グラフで表示します。

トップ N の Syslog 送信者（Top N 
Syslog Sender）

syslog を生成した上位 N のデバイスを表形式で表示します。表に重大度別の 
Syslog 数が示されます。

トップ N の WAN インターフェ
イス（Top N WAN Interface）

問題が報告された上位 N の WAN インターフェイスを重大度と共に表形式で表
示します。

Syslog の概要（Syslog Summary） 重要度 0、1、2 の syslog を表示します。

Syslog ウォッチ（Syslog Watch） このダッシュレットには、事前定義されたフィルタ（デフォルトでは環境モニ
タ）に基づく syslog が表示されます。

表 7-11 デフォルトのインシデント ダッシュレット（続き）

ダッシュレット 説明
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第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュボードの復元
関連項目

• ダッシュボードの追加

• ダッシュボードの復元

汎用ダッシュレットの作成

[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードおよび [パフォーマンス（Performance）] タブの
下の任意のダッシュボードに汎用ダッシュレットを追加できます。汎用ダッシュレットには、
ポーリング対象のすべてのデバイスの値が表示されます。

はじめる前に

少なくとも 1 つのカスタム モニタリング ポリシーを作成する必要があります（「新しいモニタリ
ング ポリシーの作成」を参照）。

汎用ダッシュレットを作成するには：

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] の下で、任意のダッシュボード
を選択します。

ステップ 2 [設定（Settings）] アイコンをクリックして、[ダッシュレットの追加（Add Dashlets）] を選択します。

ステップ 3 [汎用ダッシュレット（Generic Dashlet）] を検索し、[追加（Add）] をクリックします。[汎用ダッ
シュレット（Generic Dashlet）] がダッシュボードに表示されます。

ステップ 4 ダッシュレットを編集するには、[汎用ダッシュレット（Generic Dashlet）] の上にカーソルを移動
し、[ダッシュレット オプション（Dashlet Options）] アイコンをクリックします。

ステップ 5 ダッシュレットの名前を変更します。

ステップ 6 [テンプレート名（Template Name）] ドロップダウン リストから、作成したカスタム テンプレート
を選択し、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目

• ダッシュボードの追加

• ダッシュボードの復元

ダッシュボードの復元
アップグレード後も、前バージョンでのダッシュレットの配置が維持されます。このため、新し
いリリースで追加されたダッシュレットまたは機能は表示されません。新しいダッシュレット
を表示するには、[設定（Settings）] アイコンをクリックして、[ダッシュボードの管理（Manage 
Dashboards）] を選択します。

ダッシュボードをデフォルト設定に復元するには：

ステップ 1 任意のダッシュボード ページの右上にある [設定（Settings）] をクリックし、[ダッシュボードの
管理（Manage Dashboards）] を選択します。

ステップ 2 リストからダッシュボードを選択し、[リセット（Reset）] をクリックします。
7-18
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J



 

第 7 章      ダッシュボードの表示および管理

  ダッシュボードの復元
関連項目

• ダッシュボードの追加

• ダッシュレットの追加
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  ダッシュボードの復元
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