
監査およびログ

ここでは、次の内容について説明します。

• 設定アーカイブとソフトウェア管理の変更の監査（ネットワーク監査）, 1 ページ

• ユーザによって行われる変更の監査（変更の監査）, 1 ページ

• GUIから実行されたアクションを監査する（システムの監査）, 4 ページ

• システムログ, 5 ページ

設定アーカイブとソフトウェア管理の変更の監査（ネッ

トワーク監査）
[ネットワーク監査（Network Audit）]ウィンドウに、設定アーカイブとソフトウェア管理機能を
使用して行われたデバイスへの変更が表示されます。これらの変更を表示するには、[インベント
リ（Inventory）] > [ネットワーク監査（Network Audit）]を選択します。 Prime Infrastructureによ
り、最新のデバイスの変更が変更のタイプ（設定アーカイブ、ソフトウェアイメージ管理）とと

もにリストされます。

また、デバイスの 360度ビューの [最新の変更（Recent Changes）]タブで、デバイスの最新の変更
を表示することもできます。

ユーザによって行われる変更の監査（変更の監査）
Prime Infrastructureでは、以下の方法で、変更の監査データの管理がサポートされています。

•変更監査レポートの生成, （2ページ）

•変更監査通知の有効化および syslogレシーバの設定, （3ページ）
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変更監査レポートの生成

変更監査レポートには、ユーザが Prime Infrastructure機能を使用して実行したアクションがリス
トされます。次の表に、変更監査レポートの表示内容の例を示します。

例機能

デバイス「209.165.202.159」が追加されたデバイス管理

ユーザ「mmjones」が追加されたユーザ管理

209.165.202.129からのユーザ jlsmithのログアウトが成功

認証に失敗した209.165.202.125からのユーザ fjclarkのログインに失敗

管理（Administration）

CLIコマンド：ip access-list standard testremark testコンフィギュレーショ

ンの変更

モニタリングテンプレート「IF Outbound Errors (Threshold)」が作成さ
れた

モニタリングポリシー

構成テンプレート「Add-Host-Name-IOS-Test」が作成された構成テンプレート

[設定の展開 -展開ビュー（Config Deploy - Deploy View）]タイプの
「Show-Users-On-Device-IOS_1」ジョブがスケジュールされた

ジョブ

論理ファイル

「/bootflash/tracelogs/inst_cleanup_R0-0.log.19999.20150126210302」が削
除された

インベントリ

変更監査レポートを定期的に実行するようにスケジュールできます。また、必要に応じて Prime
Infrastructureから結果を電子メールで送信することもできます。さらに、この情報を変更監査通知
で転送することもできます（変更監査通知の有効化および syslogレシーバの設定, （3ページ）
を参照）。

ステップ 1 [レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）]を選択し、[コンプライアンス
（Compliance）] > [監査の変更（Change Audit）]を選択します。

ステップ 2 [新規（New）]をクリックして新しいレポートを生成します。
ステップ 3 [設定（Settings）]エリアに、レポート条件（期間、レポートの開始時点など）を入力します。
ステップ 4 後で実行するようにレポートをスケジュールするには、[スケジュール（Schedule）]エリアに設定を入力

します。また、レポートの送信先となる電子メールアドレスを指定することもできます。

ステップ 5 レポートをすぐに実行するには、ウィンドウの下部にある [実行（Run）]をクリックします。
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[レポートの実行結果（Report Run Result）]に、すべてのユーザおよび指定された期間内に行われた変更
がリストされます。

変更監査通知の有効化および syslog レシーバの設定
必要に応じて、システムに変更が加えられると Prime Infrastructureが変更監査通知を送信するよ
うに設定できます。これらの変更には、デバイスインベントリと設定の変更、設定テンプレート

およびモニタリングテンプレートの操作、ユーザ操作（ログイン、ログアウト、ユーザアカウン

トの変更など）が含まれます。

次の動作を行うように Prime Infrastructureを設定できます。

•変更監査通知として変更を Javaメッセージサーバ（JMS）に転送する

•これらのメッセージを特定の syslogレシーバに送信する

syslogレシーバを設定しても syslogを受信しない場合は、宛先 syslogレシーバでのウイルス対策
またはファイアウォールの設定を変更して、syslogメッセージの受信を許可するようにしなけれ
ばならない可能性があります。

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）]の順に選択し、[メール
と通知（Mail and Notification）] > [監査通知の変更（Change Audit Notification）]を選択します。

ステップ 2 [監査の変更通知の有効化（Enable Change Audit Notification）]チェックボックスをオンにして通知を有効
にします。

ステップ 3 メッセージを特定の syslogレシーバに送信するには、次の手順に従います。
a) [追加（Add）]ボタン（+）をクリックして、Syslogレシーバを指定します。
b) [syslogレシーバ（Syslog Receiver）]領域で、syslogレシーバの IPアドレス、プロトコル、ポート番号
を入力します。

さらに追加の syslogレシーバを指定するには、必要に応じてこの手順を繰り返します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
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監査の変更の詳細表示

ステップ 1 Cisco Prime Infrastructureに管理者としてログインします
ステップ 2 [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [監査の変更ダッシュボード（Change Audit Dashboard）]を選

択します。

[監査の変更ダッシュボード（ChangeAuditDashboard）]では、ネットワークの監査ログを表示し、デバイ
ス管理、ユーザ管理、構成テンプレート管理、デバイスコミュニティとクレデンシャルの変更、およびデ

バイスのインベントリ変更に関する監査データを変更します。[監査レポートの変更（ChangeAudit report）]
と [監査の変更（Change Audit）]ダッシュボードには、ログインしている仮想ドメインに関係なく詳細が
表示されます。

GUI から実行されたアクションを監査する（システムの
監査）

Prime Infrastructureは、すべての監査変更通知を XML形式でトピック ChangeAudit.Allに送信
します。通知を受信するためには、ChangeAudit.Allに登録する必要があります。

（注）

[システムの監査（SystemAudit）]ウィンドウに、ユーザがアクセスしたすべての Prime Infrastructure
GUIページが一覧表示されます。[システムの監査（System Audit）]を表示するには、[管理
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システムの監査（System Audit）]を選択します。

次の表に、クイックフィルタを使用して [システムの監査（System Audit）]ページで見つかる情
報の一部を示します。クイックフィルタを有効にするには、[表示（Show）]ドロップダウンリス
トから [クイックフィルタ（Quick Filter）]を選択します。

次の手順を実行します。実行されたアクションの検索対

象：

[ユーザ名（Username）]クイックフィルタフィールドにユー
ザ名を入力します。

特定のユーザ

[ユーザグループ（User Group）]クイックフィルタフィール
ドにグループ名を入力します

ユーザグループ内のすべての

ユーザ

[アクティブ仮想ドメイン（Active Virtual Domain）]クイック
フィルタフィールドに仮想ドメイン名を入力します。

特定の仮想ドメイン内のデバイ

ス
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次の手順を実行します。実行されたアクションの検索対

象：

[表示（Show）]ドロップダウンリストから、[ルートユーザ
ログ（Root User Logs）]を選択します。

Web GUIルートユーザ

[IPアドレス（IP Address）]クイックフィルタフィールドに
IPアドレスを入力します。

特定のデバイス

[監査時間（Audit Time）]クイックフィルタフィールドに日
付を入力します（yyyy–mmm–ddの形式）。

特定の日付

システムログ
Prime Infrastructureは、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]を選
択して制御される 3つのクラスのログを提供しています。

参照先：説明ログの種類

一般的なシステムログを表示して

管理する, （5ページ）
システムでのアクションに関する情報を取得

します。

一般

SNMPトレースの有効化および
SNMPログ設定（レベル、サイズ）
の調整, （8ページ）

管理対象デバイスとの対話を取得します。SNMP

Syslogとしてのシステム監査ログ
の転送, （8ページ）

Prime Infrastructure監査ログを（syslogとして）
他の受信者に転送します。

Syslog

一般的なシステムログを表示して管理する

システムログは、ローカルサーバにダウンロード後に表示することができます。

•特定のジョブのログを表示する, （6ページ）

•一般的なログファイルの設定とデフォルトサイズの調整, （6ページ）

•トラブルシューティングのためのログファイルのダウンロードとメール送信, （7ページ）

• Syslogとしてのシステム監査ログの転送, （8ページ）
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特定のジョブのログを表示する

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）]
を選択します。

ステップ 2 [ジョブ（Job）]ペインからジョブタイプを選択し、[ジョブ（Jobs）]ウィンドウからジョブインスタン
スを選択します。

ステップ 3 [ジョブインスタンス（Job instance）]ウィンドウの左上にある [ログ（Logs）]フィールドを見つけ出し
て、[ダウンロード（Download）]をクリックします。

ステップ 4 必要に応じてファイルを開くか保存します。

一般的なログファイルの設定とデフォルトサイズの調整

デフォルトでは、PrimeInfrastructureは、すべての管理対象デバイスで生成されたすべてのエラー、
情報、およびトレースメッセージをログに記録します。また、受信したすべてのSNMPメッセー
ジとSyslogもログに記録します。これらの設定を調整して、デバッグ目的のログレベルを変更す
ることができます。

[管理（Administration）] > [システム設定（System
Settings）] > [ロギング（Logging）] を選択した
後の操作：

操作の目的：

ログファイルの設定を調整します。

システムへの影響を避けるため、こ

れらの設定は慎重に変更してくださ

い。

（注）

ログのサイズ、保存されるログの数、およびロ

グの命名規則を変更する

[ログの一般設定（General Log Settings）]で、
ファイルと必要なレベルを選択し、[保存
（Save）]をクリックします。変更を有効にす
るには、 Prime Infrastructureを再起動する必要
があります。

特定のモジュールのログレベルを変更する

[ログファイルのダウンロード（Download Log
File）]エリアで [ダウンロード（Download）]
をクリックします。

トラブルシューティングの目的でログファイル

をダウンロードする

カンマで区切ったメール IDの一覧を入力し、
[送信（Send）]をクリックします。

メールログファイル（Cisco Technical Center宛
てなど）
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トラブルシューティングのためのログファイルのダウンロードとメール送信

この手順では、ログメッセージレベルを [トレース（Trace）]に設定します。システムパフォー
マンスに影響しないように、ログメッセージレベルを必ず元の設定に戻してください。

（注）

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]の順に選択し、[一般的なロギング
オプション（General Logging Options）]を選択します。

ステップ 2 後でリセットする必要があるため、[メッセージレベル（MessageLevel）]ドロップダウンリストの設定を
メモします。

ステップ 3 [ログモジュールの有効化（Enable Log Modules）]エリアで、[ログモジュール（LogModules）]チェック
ボックスをオンにしてすべてのモジュールを選択します。

ステップ 4 [メッセージレベル（Message Level）]ドロップダウンリストから [トレース（Trace）]を選択します。
ステップ 5 詳細情報をログに記録するため、システムで問題を再現します。

ステップ 6 [ログファイルのダウンロード（Download Log File）]エリアで、[ダウンロード（Download）]をクリック
します。ダウンロード zipファイルの名前は次のようになります。
NCS-hostname-logs-yy-mm-dd-hh-mm-ss。

このファイルには、zipファイルに含まれているすべてのファイルをリストした HTMLファイルがありま
す。

ステップ 7 [電子メールでログファイルを送信（E-Mail Log File）]エリアで、電子メール IDをカンマで区切ったリス
トを入力します。

ステップ 8 [メッセージレベル（Message Level）]ドロップダウンリストで元の設定に戻します。
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Syslog としてのシステム監査ログの転送

ステップ 1 [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]の順に選択し、[Syslogロギングオ
プション（Syslog Logging Options）]を選択します。

ステップ 2 システムログの収集および処理を有効にするために、[Syslogの有効化（Enable Syslog）]チェックボック
スをオンにします。

ステップ 3 [Syslogホスト（Syslog Host）]フィールドに、メッセージの送信元とするインターフェイスの IPアドレス
を入力します。

ステップ 4 [Syslogファシリティ（Syslog Facility）]ドロップダウンリストから、8つのローカル用途のファシリティ
のうち、Syslogメッセージを送信するために使用するファシリティを選択します。このローカル用途の
ファシリティは予約されておらず、一般的な用途で使用可能です。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

SNMP トレースの有効化および SNMP ログ設定（レベル、サイズ）の
調整

SNMPトレースを有効にし、SNMPによって送受信されるパケットに関する詳細情報にアクセス
します。これは、トラップのドロップ時など、トラブルシューティングの際に必要になることが

あります。

次の変更を行うには、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [ロギング（Logging）]を選
択してから、[SNMPロギングオプション（SNMP Logging Options）]を選択します。

次の手順を実行します。目的

[SNMPログ設定（SNMP Log Settings）]領域で、次のようにします。

1 [SNMPトレースの有効化（Enable SNMP Trace）]チェックボックスと
[値の表示（Display Values）]チェックボックスをオンにします。

2 トレースするデバイスの IPアドレスを入力し、[保存（Save）]をクリッ
クします。

特定のデバイスで

の SNMPトレース
の有効化
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次の手順を実行します。目的

[SNMPログファイル設定（SNMP Log File Settings）]領域で、次のように
します。

これらの設定を変更するときは、（非常に多くのデータを保存す

るなどして）システムパフォーマンスに影響を与えないように注

意してください。

（注）

1 ファイルの最大数とファイルサイズを調整します。

2 Prime Infrastructureを再起動して、変更内容を有効にします。Prime
Infrastructureの停止と再起動を参照してください。

ログのサイズと保

存されるログ番号

の変更
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