
アラームとイベントのモニタリング

この章は次のトピックで構成されています。

•アラームおよびイベントとは（1ページ）
•アラームおよびイベントはどのように作成および更新しますか。（2ページ）
•アラームの検索および表示（4ページ）
•既存のアラームの抑制（6ページ）
•既存のアラームの重大度の変更（7ページ）
•アラームとイベント管理の設定（8ページ）
•イベントとアラームのバッジと色の解釈（11ページ）
•トラブルシューティングと詳細なアラーム情報の取得（12ページ）
•アラームの確認とクリア（13ページ）
•アラームへの注釈の追加（15ページ）
•アラームがトリガーされる方法の管理（アラームしきい値）（15ページ）
•サポートされるイベント（16ページ）
•イベントの表示（16ページ）
• Syslogの表示（17ページ）
• CSVファイルまたは PDFファイルへのアラームまたはイベントのエクスポート（18ペー
ジ）

•シスコからサポートを受ける（19ページ）
• Prime Infrastructure内の問題への対応（19ページ）
•アラームポリシーとは（19ページ）
•アラームおよびイベントの通知ポリシー（25ページ）

アラームおよびイベントとは
イベントとは、特定の時点で発生する個別のインシデントです（ポートステータスの変更、デ

バイスが到達不能になるなど）。イベントは、ネットワーク内のエラー、障害、または例外的

な状況を示す場合があります。また、イベントは、それらのエラー、障害、または状況のクリ

アを示す場合もあります。
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アラームは、1つ以上の関連イベントへの Prime Infrastructure応答です。特定のイベントだけ
がアラームを生成します。アラームには、状態（クリア済みまたはクリアされていない）と重

大度（クリティカル、メジャー、マイナーなど）があります。アラームは、最新のイベントの

重大度を継承します。クリアイベントが生成されるまで（またはアラームが手動でクリアされ

るまで）、アラームは開いたままです。

関連トピック

アラームおよびイベントはどのように作成および更新しますか。（2ページ）
アラームの確認とクリア（13ページ）
イベントとアラームのバッジと色の解釈（11ページ）

アラームおよびイベントはどのように作成および更新し

ますか。
Prime Infrastructureは、IPv4および IPv6どちらのデバイスの SNMPトラップ、syslog、TL1メッ
セージも処理します。これは、これらのイベントに対する応答方法を決定するイベントカタロ

グを維持します。以下のフローチャートは、これらのアラームやイベントの処理方法を表しま

す。
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図 1 :アラーム処理フローチャート

Prime Infrastructureは、イベントを処理するときに次の一般的手順を実行します。

1. トラップまたは syslogが Prime Infrastructureでサポートされていない場合、イベントは作
成されません。サポートされている場合、トラップまたは syslogは上位レベルの処理の対
象と見なされ、Prime Infrastructureによって、処理済みイベントが重大度および（場合に
よっては）アラームとともに作成されます。

2. イベントの原因となっているデバイスおよびデバイスコンポーネントを特定します（イベ
ントの場所を特定します）。

3. サポートされているイベントによってインベントリ収集がトリガーされるかどうかをチェッ
クします。

一部のイベントには、収集が必要な情報を Prime Infrastructureに指示する特定のルールが
あります。

4. イベントの重大度が [情報（INFO）]または [クリア済み（CLEARED）]かどうかを確認し
ます。

• [情報（INFO）]または [クリア済み（CLEARED）]の場合、 Prime Infrastructureはイ
ベントを保存し、GUIに表示します。
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•他の重大度の場合、 Prime Infrastructureは新しいアラームを作成する必要があるかど
うかを評価します（次のステップ）。

5. アラームがすでに存在するか、新しいアラームを作成する必要があるかどうかを確認しま
す。

•アラームが存在する場合、 Prime Infrastructureは、イベントを既存のアラームに関連
付けます。アラームの重大度が、新しいイベントの重大度に対応するように変更さ

れ、アラームのタイムスタンプが更新されます。これがクリアイベント（リンクアッ

プイベントなど）の場合、アラームが作成されます。

場合によっては、デバイスがクリアアラームを生成しないことが

あります。管理者は、アラームの自動クリア間隔を設定する必要

があります。

（注）

•アラームが存在しない場合、 Prime Infrastructureは新しいアラームを作成し、これに
イベントと同じ重大度を割り当てます。

リンクアップ/ダウンフラッピング
羽ばたきは、リンクから連続した遷移の洪水をリンク (またはその逆)にデバイス上で同じイン
ターフェイスです。障害により繰り返しイベント通知それが発生することができます (緩く
フィッティング付きケーブルなどのコネクタ)。 Prime Infrastructure羽ばたき 60秒以内 5つ出現
する遷移の上下のリンクがある場合、警報を迎えます。ダウン、インターフェイスをインター

フェイスをインターフェイスをインターフェイスをインタフェースなど一連の5つの出現可能
性があります。

羽ばたきとしてマークされているアラームが消去またはリンクアップ/ダウン 60秒間の転移の
出現がない場合のリンクとしてマークします。アラームは、(アップまたはダウン)を受信した
最後の非羽ばたきイベントに基づいて更新されます。これはアラームの状態と関連付けられて

いる通知 (表示、電子メール、北回りトラップ)の更新定数とイベントの流れを制御するのに役
立ちます。

アラームの検索および表示
アラームを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] >
[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]を選択します。アラームは、次の 4つのカテ
ゴリに分類され、[アラーム（Alarms）]テーブルの個別のタブに表示されます。

• [ネットワークヘルス（Network Health）]タブ：[不正AP（Rogue AP）]、[アドホック不正
（Adhoc Rogue）]、[セキュリティ（Security）]、および [システム（System）]カテゴリの
アラームでカバーされていないネットワークヘルスアラームを表示します。
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• [不正AP（Rogue AP）]：[不正AP（Rogue AP）]および [アドホック不正（Adhoc Rogue）]
カテゴリのアラームを表示します。

• [セキュリティ（Security）]：セキュリティカテゴリのアラームを表示します。
• [システム（System）]：システムカテゴリのアラームを表示します。

各タブ名の横にある数は、その特定のアラームカテゴリ内のアラームの総数を示します。

[アクティブなアラームを表示する（ShowActiveAlarms）]：次の表にある手順で説明されてい
るように、特定のアラームを検索したり、カスタマイズ（プリセット）されたフィルタを作成

して保存することができます。デフォルトでは、[アラームおよびイベント（AlarmsandEvents）]
ページにはクリアされたアラームを除く最新の4000個のアクティブアラームが表示されます。
アクティブなアラームは、[マイプリファレンス（MyPreferences）]ページで選択した設定に基
づいて自動的に更新されます。詳細については、アラームとイベントの表示設定のセットアッ

プ（8ページ）を参照してください。[自動更新を一時停止（Pause Auto-Refresh）]ボタンを
クリックすると、アラームの自動更新を一時的に無効にすることができます。

[アラーム履歴の表示（ShowAlarmHistory）]：[アラームおよびイベント（Alarms andEvents）]
ページで [アラーム履歴の表示（Show Alarm History）]をクリックすると、最大 20,000個のア
ラームが表示されます。クリアされたアラームを表示する場合は、クリア済み（14ページ）
を参照してください。[アラーム履歴の表示（ShowAlarmHistory）]モードでは、アラームは自
動的に更新されません。ただし、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]テーブルの
[更新（Refresh）]アイコンをクリックすると、アラームを手動で更新できます。

次の表では、[表示（show）]ドロップダウンフィルタリストで使用可能なアラーム表示オプ
ションについて説明します。

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）]の順に選択した後の操作

検索対象のアラーム

アクティブなアラームの場合は、デバイス名の横にある [I]アイコンを
クリックして [デバイス360（Device 360）]ビューを開き、[アラーム
（Alarms）]タブをクリックします。クリアされたアラームを確認する
場合は、表「アラームおよびイベント」を参照してください。

特定のデバイスについて、シャーシビューを使用してデバイスのア

ラームを確認することもできます。

特定のデバイスに

よって生成されたア

ラーム

[表示（Show）]ドロップダウンフィルタリストをクリックし、[自分
に割り当てられているアラーム（Alarms assigned to me）]を選択しま
す。このフィルタは、クリアされたアラームと相関付けられたアラー

ムにも使用できます。

自分に割り当てられ

ているアラーム

[表示（Show）]ドロップダウンフィルタリストをクリックし、[未割
り当て（Unassigned）]を選択します。このフィルタは、クリアされた
アラームと相関付けられたアラームにも使用できます。

未割り当てのアラー

ム
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[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）]の順に選択した後の操作

検索対象のアラーム

アクティブなアラームを確認する場合：:

•過去 30分間に発生したアラーム：[表示（Show）]ドロップダウ
ンフィルタをクリックし、[過去 5分（last 5 minutes）]、[過去 15
分（last 15 minutes）]、または [過去 30分（last 30 minutes）]（PI
タイムスタンプ）を選択します。

•過去 24時間に発生したアラーム：[表示（Show）]ドロップダウ
ンフィルタをクリックし、[過去 1時間（last 1 hour）]、[過去 8時
間（8 hours）]、または [過去 24時間（last 24 hours）]（PIタイム
スタンプ）を選択します。

•過去 7日間に発生したアラーム：[表示（Show）]ドロップダウン
フィルタをクリックし、[過去 7日間（last 7 days）]（PIタイムス
タンプ）を選択します。

Prime Infrastructureタ
イムスタンプに基づ

く最新のアラーム

前の行の場合と同じ手順を実行します。ただし、サフィックス付きの

フィルタ（デバイスタイムスタンプ）を選択します。

デバイスのタイムス

タンプに基づく最新

のアラーム

左側のナビゲーションペインで、グループを選択します。このフィル

タは、クリアされたアラームと相関付けられたアラームにも使用でき

ます。

デバイスのグルー

プ、シリーズ、また

はタイプによって生

成されたすべてのア

ラーム

高度なフィルタを作成して保存します（この表の後に続く手順を参

照）。

カスタマイズされた

フィルタを使用した

アラーム

既存のアラームの抑制
アラームポリシーを作成することにより、既存のアラームを特定の期間または永続的に非表示

にできます。

アラームを非表示にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームとイベント（Alarms and
Events）]を選択します。

ステップ 2 非表示にするアラームを選択します。

ステップ 3 [アラームポリシーの作成（CreateAlarmPolicy）]ドロップダウンリストをクリックし、[抑制（Suppress）]
を選択します。
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アラームを選択している場合のみ、[アラームポリシーの作成（Create Alarm Policy）]ドロップダ
ウンリストが有効になります。

（注）

ステップ 4 [新規アラームポリシーの作成（Create New Alarm Policy）]ダイアログで、非表示オプションのいずれかを
必要に応じて選択します。

• [完全に抑制（Suppress Permanently）]。

• [この期間に条件が改善されない場合に表示（分）（Display if the condition persists for this duration
(minutes)）]：タイムスライダを使用して期間を選択します。

ステップ 5 [概要（Summary）]をクリックして、ポリシーの詳細を表示します。設定を変更する場合は、以前のペー
ジに移動し、必要な変更を行います。

ステップ 6 [終了（Finish）]をクリックします。新しいポリシーが作成されます。

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tool）] > [アラームポリシー（Alarm
Policies）]ページからこのポリシーの表示、編集、削除、および並べ替えを行います。

（注）

[アラームおよびイベント（AlarmsandEvents）]ページで作成されたポリシーは既存のアラームに
影響しません。以降のアラームにのみ適用されます。

（注）

関連トピック

アラームポリシーの削除（24ページ）
既存のアラームポリシーの編集（24ページ）
アラームポリシーとは（19ページ）

既存のアラームの重大度の変更
既存のアラームの重大度を変更するには、アラームポリシーを作成します。

重大度を変更するには：

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームとイベント（Alarms and
Events）]を選択します。

ステップ 2 重大度を変更するアラームを選択します。

ステップ 3 [アラームポリシーの作成（Create Alarm Policy）]ドロップダウンリストをクリックし、[重大度の変更....
（Change Severity....）]を選択します。選択したアラームのイベントタイプは [新規アラームポリシーの作
成（Create New Alarm Policy）]ダイアログに表示されます。

アラームを選択している場合のみ、[アラームポリシーの作成（Create Alarm Policy）]ドロップダ
ウンリストが有効になります。

（注）

ステップ 4 イベントタイプに新しい重大度を選択するには、表の行をクリックします。

アラームとイベントのモニタリング

7

アラームとイベントのモニタリング

既存のアラームの重大度の変更



ステップ 5 選択したイベントタイプの [重大度（Severity）]ドロップダウンリストをクリックし、重大度を変更しま
す。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

デフォルト以外の重大度を選択するまで、ポリシーは保存できません。（注）

ステップ 7 [概要（Summary）]をクリックすると、詳細が表示されます。このポリシーの名前および説明が自動的に
生成され、送信元からアラームに適用されます。

ステップ 8 [終了（Finish）]をクリックします。

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tool）] > [アラームポリシー（Alarm
Policies）]ページからこのポリシーの表示、編集、削除、および並べ替えを行います。

（注）

[アラームおよびイベント（AlarmsandEvents）]ページで作成されたポリシーは既存のアラームに
影響しません。以降のアラームにのみ適用されます。

（注）

関連トピック

アラームポリシーの削除（24ページ）
既存のアラームポリシーの編集（24ページ）
アラームポリシーとは（19ページ）

アラームとイベント管理の設定
•アラームとイベントの表示設定のセットアップ（8ページ）
•アラームサマリーのカスタマイズ（10ページ）

アドバンスユーザは、 Prime Infrastructureの Representational State Transfer（REST）APIを使用
して、デバイスの障害情報にアクセスすることもできます。APIの詳細については、 Prime
Infrastructureウィンドウの右上にある をクリックし、[ヘルプ（Help）] > [REST API]を選
択します。

（注）

アラームとイベントの表示設定のセットアップ

Prime Infrastructureウィンドウの右上にある をクリックし、[マイプリファレンス（My
Preferences）]を選択すると、次のアラームおよびイベントの表示をカスタマイズできます。変
更を加えたら、[保存（Save）]をクリックして新しい設定を適用します。確認済み、クリア済
み、割り当て済みアラームを表示するかどうかなどのその他の設定は、管理者によってグロー

バルに制御されます。
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説明ユーザプリファ

レンス設定

[アラームおよびイベント（AlarmsandEvents）]ページでアクティブなアラー
ムおよびイベントのデータの自動更新を有効または無効にします。有効にす

ると、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]のアラーム数を更新の設定
に従ってページが更新されます。

[アラームおよび
イベント

（Alarms &
Events）]ペー
ジの自動更新

[アラームのまとめ（Alarm Summary）]のアラーム数の更新間隔を設定しま
す（デフォルトは 1分です）（アラームサマリーのカスタマイズ（10ペー
ジ）を参照）。

[アラームのまと
め（Alarm
Summary）]の
アラーム数を

___分/秒ごとに
更新

ユーザが [アラームバッジング（Alarm Badging）]を有効にすると、[モニタ
（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよ
びイベント（Alarms & Events）]ページでデバイスグループの横にアラー
ム重大度のアイコンが表示されます。

[アラームおよび
イベント

（Alarms &
Events）]ペー
ジの [アラーム
バッジング

（Alarm
Badging）]の有
効化

この設定は、[確認済みのアラームを非表示（Hide Acknowledged
Alarms）]も有効になっている場合にのみ設定できます。その設定
はデフォルトで無効になっています（前の表を参照）。

（注）

ユーザがアラームを選択して [ステータスの変更（Change Status）] > [確認
（Acknowledge）]を選択したときに、次のメッセージが表示されないよう
にします。

「警告：今このアラームを確認すると、7日以内に元のイベントが再び発生
した場合は、このアラームは生成されません。（Warning: This alarm will
not be generated, if the original event recurs again, within next 7 days, as it is
acknowledged now.）」「確認せずにアラームをクリアすると、イベントが
再び発生した場合にアラームが生成されます。（Clearing the alarm instead
of acknowledging will cause the alarm to be generated if the event recurs
again.）」「アラーム確認を続行しますか。（Proceed with alarm
acknowledgment?）」

[アラーム
（Alarm）]の有
効化 [確認
（Acknowledge）]
[警告メッセージ
（Warning
Message）]

ユーザがアラームを選択して [ステータスの変更（Change Status）] > [この
状態のすべてをクリア（Clear all of this condition）]を選択したときに、次
のメッセージが表示されないようにします。

「この状態のすべてのアラームをクリアしてよろしいですか。（Are you
sure you want to clear all alarms of this condition?）」

（デフォルトでは無効）

「この状態のす

べてをクリア」

に対する確認プ

ロンプトの無効

化

アラームとイベントのモニタリング

9

アラームとイベントのモニタリング

アラームとイベントの表示設定のセットアップ



説明ユーザプリファ

レンス設定

ユーザがアラームを選択して [ステータスの変更（Change Status）] > [この
状態のすべてをクリア（Clear all of this condition）]を選択したときに表示
される次のメッセージを無効化します。

「選択したアラームの状態の重大度を[情報（Information）]に設定します
か。（Do you want to set the severity for the selected alarm's condition to
Information?）」

「警告：これはシステム全体の変更で、この状態に関する今後のアラームが

作成されなくなります。(WARNING: This is a system-wide change that will
prevent creation of future alarms of this condition.)」「この変更は、[システ
ム設定（System Settings）]の[重要度設定（Severity Configuration）]ページ
で元に戻すことができます。（You can undo this change on the Severity
Configuration page under System Settings.）」

（デフォルトでは無効）

十分な権限を持つユーザは、重大度を元の値にリセットできます。（注）

「この状態のす

べてをクリア」

に対する「重大

度を [情報
（Information）]
に設定」プロン

プトの無効化

[アラームのまとめ（Alarm Summary）]に表示される内容を管理します（ア
ラームサマリーのカスタマイズ（10ページ）を参照）。

[アラームのまと
め（Alarm
Summary）]
ツールバーのア

ラームカテゴリ

の選択

ユーザがアラームを選択し、[ステータスの変更（Change Status）] > [この
状態のすべてをクリア（Clear all of this condition）]を選択した場合。（デ
フォルトでは無効）

特定の状態のア

ラームをすべて

クリアする場

合、状態の重大

度を常に [情報
（Information）]
に設定する

重大なアラームのカウントを表示する通知ポップアップを有効にします。こ

のカウントは、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]の [アラームカウン
トの更新（RefreshAlarmcount）]に設定されている間隔（アラームサマリー
のカスタマイズ（10ページ）を参照）に応じてアラーム間隔が更新される
と更新されます。未処理の重大なアラームのみが表示されます。

新規の重大なア

ラームカウント

の通知の有効化

アラームサマリーのカスタマイズ

表示するアラームカテゴリを指定できます。

• Prime Infrastructure [Cisco Prime Infrastructure]タイトルバーのアラームカウント（ベル）
では、関心のあるアラームカウントを視覚的に容易に確認できます。

アラームとイベントのモニタリング
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•アラームカウントをクリックしたときに起動する [アラームのまとめ（Alarm Summary）]
ポップアップウィンドウでは、次の図に示すように、アラームカウントを重大度ともに

視覚的に容易に確認できます。

この情報をカスタマイズするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [アラームのまとめ（Alarm Summary）]ポップアップウィンドウの左上にある [編集（Edit）]をクリック
します。これにより、[マイプリファレンス（My Preferences）]が開きます。また、Webの GUIウィンド
ウの右上にある をクリックし、[マイプリファレンス（My Preferences）]を選択しても、このページを
開くことができます。

ステップ 2 [アラーム（Alarms）]領域に移動します。

ステップ 3 [アラームのまとめ（AlarmSummary）]の更新間隔を変更するには、[次の間隔でアラームのまとめのアラー
ムカウントを更新（Refresh Alarm count in the Alarm Summary every）]ドロップダウンリストから数値を選
択します。

ステップ 4 [アラームのまとめ（Alarm Summary）]に何を含めるかを指定するには、[アラームのまとめツールバーの
アラームの選択（Select alarms for Alarm Summary Toolbar）]の横にある [アラームカテゴリの編集（Edit
Alarm Categories）]をクリックします。これにより、[アラームカテゴリの選択（Select Alarm Categories）]
ダイアログボックスが開きます。

次の手順を実行します。変更内容：

[表示するデフォルトカテゴリ（Default Category to display）]ドロップダウ
ンリストから、アラームカウントに含めるカテゴリを選択します。

Web GUIタイトルバーに表
示するアラームカウント

[表示（Show）]ドロップダウンで、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]
ポップアップウィンドウに一覧表示して確認する各アラームカテゴリまた

はサブカテゴリをオンにします。ほとんどのアラームを含める場合は、[ア
ラームカテゴリ/サブカテゴリ（AlarmCategory/Subcategory）]チェックボッ
クスをオンにしてから、含めないアラームをオフにします。

[アラームのまとめ（Alarm
Summary）]ポップアップ
ウィンドウに一覧表示する

アラームタイプ

ステップ 5 [アラームカテゴリの選択（SelectAlarmCategories）]ダイアログボックスボックスで [OK]をクリックし、
[マイプリファレンス（My Preferences）]ウィンドウで [保存（Save）]をクリックします。

イベントとアラームのバッジと色の解釈
ネットワークに問題がある場合 Prime Infrastructure問題に、問題が発生している要素にイベン
トまたはアラームアイコンを表示するフラグを設定します。アラーム重大度アイコン（12
ページ）は、アイコンとその色を示します。
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アラーム重大度アイコン
次の表に、WebGUIのさまざまな部分に表示されるアイコンのアラームの色とその重大度を示
します。

カラー説明重大度ア

イコン

赤クリティカルア

ラーム

オレンジメジャーアラーム

黄マイナーアラーム

ライトブルー警告アラーム

緑アラームはクリア

済み。正常、OK

青情報アラーム

暗い青色不確定アラーム

トラブルシューティングと詳細なアラーム情報の取得
•アラームの詳細を表示する（12ページ）
•アクティブアラームのトラブルシューティング情報の検索（13ページ）

•アラームに関連付けられているイベントの検索（13ページ）

アラームの詳細を表示する

アラームの詳細を取得するには、それを展開します。[アラーム（Alarms）]リストからこれを
行うことができます（[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント（Alarms and Events）]を選択するか、[アラームのまとめ（Alarm
Summary）]ポップアップで [詳細（Details）]をクリックします。）。

Device Details：管理対象デバイスの名前、アド
レス、稼働時間、到達可能性ステータス、収集

ステータスなど

General Information：アラームの検出日と
最終更新日、現在の重大度と最新の重大度、

およびアラームの検出方法

Device Events：過去 1時間の最近のデバイスイ
ベント（任意のタイプ、時系列順）

Messages：トラップ、syslog、または TL1
メッセージ

アラームとイベントのモニタリング
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アクティブアラームのトラブルシューティング情報の検索

この手順を使用して、アクティブなアラームの発生原因の説明や、そのアラームに対して推奨

される対応を把握します。

すべてのアラームにこの情報があるとは限りません。十分な権限を持つユーザが、ポップアッ

プウィンドウに表示される情報を追加または変更できます。

（注）

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms
andEvents）]を選択し、[アラーム（Alarms）]タブをクリックします（インターフェイスアラームの場合
は、[アラーム（Alarms）]タブの下の [インターフェイス 360（Interface 360）]ビューからこの情報を取得
することもできます）。

ステップ 2 アラームを見つけて [条件（Condition）]列の [i]アイコンをクリックし、アラームの説明とトラブルシュー
ティングに使用可能な推奨アクションが表示されたポップアップウィンドウを開きます。

何らかのアクションを取る場合は、そのアクションを文書化することをお勧めします。アラームを選択し、

[注釈（Annotation）]をクリックします。

アラームに関連付けられているイベントの検索

されているイベントを表示するには、相関アラーム、アラームテーブルから重症度の横にある

[i]アイコンをクリックします。

アラームの確認とクリア
アラームは未確認、確認済み、またはクリア済みを持つことができます。

アラームとイベントのモニタリング
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未承認

なく、認知済み手段なく取り組まれている問題です。ネットワークでは、新しい障害状態また

は再発がクリアされた断層の条件こと可能性があります。承認またはクリアまでない認知済み

アラームはアラームとイベントテーブルから削除されます。

承認済み

認められた手段障害状態か認識されているやそれは無視することができます、作業中です。認

められた状態にアラームを移動操作は手動とアラームの状態を認知済みに変更します。既知の

イベントは依然として関連イベントが再発する、アラームにイベントが追加されますので (つ
まり、クリアされません)オープン。

既定では、承認されたアラームはアラームリストから削除されません。この動作は、管理者に

よって制御される [確認済みのアラームを非表示（Hide Acknowledge Alarms）]によって異な
ります。

(たとえば、間違った警報を認めている)場合認知済みアラームは未確認の状態に戻すことがで
きます。

クリア済み

クリア済みとは、障害状態が現在は存在しないことを意味します。アラームがクリアされてい

ても、関連するイベントが繰り返される場合、 Prime Infrastructureは新しいアラームを表示し
ます。

デフォルトでは、クリア済みのアラームは [アラームおよびイベント（Alarms and Events）]
ページに表示されません。クリア済みのアラームを [アラームおよびイベント（Alarms and
Events）]ページの [アラーム履歴（Alarms History）]テーブルに表示するには、次の手順を実
行します。

• [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System settings）]を選択
し、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]を選択します。

• [アラームの表示オプション（Alarm Display Options）]の下にある [クリア済みのアラーム
を非表示（Hide cleared Alarms）]チェックボックスをオフにします。

アラームのステータスを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms &
Events）]の順に選択します。

ステップ 2 アラームを選択し、[ステータスの変更（Change Status）]と該当するステータス（[確認済み
（Acknowledge）]、[未確認（Unacknowledge）]、[クリア（Clear）]、[この条件のすべてをクリア（Clear all
of this Condition）]）を選択します。
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この条件のすべてをクリア（Clear all of this Condition）]）thisを選択すると、選択したアラーム
と同じ条件のすべてのアラームに対してクリアイベントをトリガーします。このステータスを選

択すると、 Prime Infrastructureは選択したアラーム条件の重大度を [情報（Information）]に変更す
るかどうかを確認するダイアログを表示します。これにより、Prime Infrastructureでは指定した条
件のアラームが作成されなくなります。条件の重大度を後でリセットするには、[管理
（Administration）] > [システム設定（SystemSettings）] > [重大度設定（SeverityConfiguration）]
の順に選択し、重大度を変更します。

（注）

ステップ 3 Yesをクリックして、指定した条件のすべてのアラームをクリアすることを確認します。

アラームへの注釈の追加
注釈機能では、アラームの詳細のメッセージ領域に表示されるアラームに自由形式のテキスト

を追加することができます。アラームにテキストを追加するには、[アラームおよびイベント
（Alarms and Events）]テーブルでアラームを選択し、[注釈（Annotate）]をクリックしてテキ
ストを入力します。認めるとときに注釈を付ける、アラーム Prime Infrastructureアラームの詳
細のメッセージ領域にユーザー名と注釈のタイムスタンプを追加します。

アラームがトリガーされる方法の管理（アラームしきい

値）
情報の収集頻度（ポーリング間隔）、問題を示すしきい値、および問題が検出された場合に

Prime Infrastructureで情報イベントまたは（ある重大度の）アラームを生成するかどうかをカ
スタマイズできます。すべてのポリシーにこれらの設定がすべて含まれているわけではありま

せん。たとえば、統計情報だけを収集するポリシーには、しきい値やアラームが関連付けられ

ていない可能性があります。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリングポリシー（Monitoring
Policies）] > [マイポリシー（My Policies）] の順に選択し、編集するポリシーを選択します。

ステップ 2 変更するパラメータを検索します。パラメータを検索するには、[パラメータ（Parameters）]テキストボッ
クスに文字列を入力します。

ステップ 3 ポーリング間隔を調整するには、[ポーリング頻度（PollingFrequency）]ドロップダウンリストから新しい
間隔を選択します。ポーリングを無効にするには、[ポーリングなし（No Polling）]を選択します。パラ
メータのグループに適用されるポーリング頻度があることに注意してください。グループ間隔を変更する

と、そのグループのすべての設定のポーリングが変更されます。ポリシーに、関連付けられたしきい値ま

たはイベントがない場合、 Prime Infrastructureは変更を保存するように求めるプロンプトを表示します。

ステップ 4 しきい値を変更するには、パラメータを展開し、パラメータのドロップダウンリストから値を選択しま
す。
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ステップ 5 しきい値を超過した場合に Prime Infrastructureが何を実行するかを指定するには、パラメータのドロップ
ダウンリストからアラーム値を選択します。指定した重要度のアラームを生成する、情報イベントを生成

する、または何もしない（何の対応も指定しない場合）ように Prime Infrastructureを設定できます。

ステップ 6 次をクリックします。

• [保存してアクティブにする（Save andActivate）]をクリックして、ポリシーを保存し、選択したデバ
イスですぐに有効化します。

• [保存して閉じる（Save and Close）]をクリックして、ポリシーを保存し、後で有効にします。

アクセスポイントが他のAPによって不正と認識されても、Prime Infrastructureで管理されている
場合は、アラームは発生しません。

（注）

サポートされるイベント
Cisco Prime Infrastructureでサポートされているイベントの詳細については、「Cisco Prime
Infrastructure Alarms, Events, and Supported SNMP Traps and Syslogs」を参照してください。

イベントの表示
アラームを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] >
[アラームおよびイベント（Alarms andEvents）]の順に選択し、[イベント（Events）]タブをク
リックします。

[アクティブなイベントを表示（ShowActiveEvents）]：デフォルトでは、[アラームおよびイベ
ント（Alarms and Events）]ページには、クリアされたイベントを含む最新の 4000のアクティ
ブなイベントが表示されます。アクティブなイベントは、[マイプリファレンス（My
Preferences）]ページで選択した設定に基づいて自動的に更新されます。詳細については、ア
ラームとイベントの表示設定のセットアップ（8ページ）を参照してください。[自動更新を
一時停止（Pause Auto-Refresh）]ボタンをクリックすると、イベントの自動更新を一時的に無
効にすることができます。

[イベント履歴の表示（ShowEvent History）]：[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]
ページで [イベント履歴の表示（Show Event History）]をクリックすると、最大 20,000個のイ
ベントが表示されます。[イベント履歴の表示（ShowEventHistory）]モードでは、イベントは
自動的に更新されません。ただし、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]テーブル
の [更新（Refresh）]アイコンをクリックすると、イベントを手動で更新できます。

[イベント（Events）]タブにはさまざまなフィルタが用意されており、それを使用して探して
いる情報を見つけることができます。アラームの検索および表示（4ページ）で説明されて
いる同じ手順を使用して、カスタマイズ（プリセット）したフィルタを作成して保存すること

もできます。次の表に、イベントをフィルタリングする方法の一部を示します。

アラームとイベントのモニタリング

16

アラームとイベントのモニタリング

サポートされるイベント

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-technical-reference-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-technical-reference-list.html


[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）]を
選択し、[イベント（Events）]タブをクリックして、次の手順
を実行します。

検索するイベント

左側のサイドバーメニューからグループを選択します。デバイスグループ、シリー

ズ、タイプ、ロケーショング

ループ、またはユーザ定義グ

ループによって生成されたす

べてのイベント

[表示（Show）]ドロップダウンフィルタリストをクリック
し、適切なフィルタを選択します。

最後の x分、時間、または日
のイベント

[表示（Show）]ドロップダウンフィルタリストから、[過去
1時間の非情報イベント（Non-info events in last hour）]を選択
します。

直前の 1時間に生成された非
情報イベント

高度なフィルタを作成して保存します（アラームの検索およ

び表示（4ページ）を参照）。
カスタマイズされたフィルタ

を使用したイベント

Syslogの表示
Prime Infrastructureは、 Prime Infrastructureのすべての管理対象デバイスによって生成される、
重大度 0～ 7（緊急メッセージ～デバッグメッセージ）の Syslogをすべてログに記録します。
管理対象外デバイスからのsyslogは、ログに記録されることも表示されることもありません。
Prime Infrastructureはすべての SNMPメッセージもログに記録します。

Prime Infrastructureは最大 2,000,000件の syslogを保存しますが、次の表示制限があります。

• syslogのライブストリーミング：最新の 2,000件の syslog

• syslogの履歴：最大 200,000件の syslog

•スナップショット：最大 200,000件の syslog

ステップ 1 syslogを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [Syslogビュー
ア（Syslog Viewer）]を選択します。

異なる syslogを見つけるには、フィルタを使用します。フィールドに正規表現を使用できます。次に例を
示します。

^Auth, V|violation|$,^Sec*V|violation$

ステップ 2 syslogをライブで表示するには、[ライブ（Live）]タブをクリックします。データが多すぎる場合は、[一
時停止（Pause）]アイコンをクリックします。[再開（Resume）]ボタンをクリックして、いつでも再開で
きます。
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ステップ 3 重複した syslogを表示しないようにするには、[重複（Deduplicate）]をクリックします。Prime Infrastructure
は、そのタイプの syslogを 1行の項目に集約し、[カウント（Count）]フィールドにカウントを表示しま
す。

ステップ 4 古い syslog（[ライブ（Live）]タブをクリックする前に受信した syslog）を表示するには、[履歴（Historic）]
タブをクリックします。

ステップ 5 静的な syslogを表示するには、[スナップショット（SnapShot）]タブをクリックします。タブでは、現在
の日付と時刻がタブ名になっています。

デフォルトでは、syslogは、タイムスタンプの降順にソートされます。（注）

ステップ 6 1ページに表示する syslogの数を選択するには、[ページサイズ（PageSize）]を入力します。ページごとの
レコード数の範囲は 50～ 200です。

[ページ（Page）]ドロップダウンリストには、各ページのレコードの日付と時刻の範囲がツール
ヒントとして表示されます。これにより、レコードが追跡しやすくなっています。

（注）

ステップ 7 ライブ/履歴/スナップショットの syslogを CSVにエクスポートするには、特定の syslogタブのテーブル/

ページの右上隅にある をクリックして、[エクスポート（Export）]ダイアログボックスを開きます。

ステップ 8 [エクスポート（Export）]をクリックします。最初の 100000件のレコードがエクスポートされます。

CSVファイルまたは PDFファイルへのアラームまたはイ
ベントのエクスポート

この手順を使用して、アラームやイベントを csvファイルまたはPDFファイルとして保存しま
す。

ステップ 1 エクスポートするデータに移動します。

アラーム：[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）]を選択し、[アラーム（Alarms）]タブをクリックします。

ステップ 2 データが大量にある場合はフィルタを適用します。フィルタを適用しないと、エクスポートの処理に時間
がかかることがあります。

ステップ 3 テーブルの右上にある をクリックし、[エクスポート（Export）]ダイアログボックスを開きます。

ステップ 4 [CSV]または [PDF]を選択して [OK]をクリックし、ファイルを保存します。
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シスコからサポートを受ける
[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] で、Ciscoサポートコミュニティで解決策が見つからないアラームを
受信した場合（アラームをクリックしてから、[トラブルシューティング（Troubleshoot）]t >
[サポートフォーラム（Support Forum）] を選択）、 Prime InfrastructurePrime Infrastructureを
使用してサポート要求を開くことができます（アラームをクリックしてから、[トラブルシュー
ティング（Troubleshoot）] > [サポートケース（Support Case）] を選択）。

Prime Infrastructure内の問題への対応
Prime Infrastructureは、サーバの CPUとディスクの使用率、ファンと電源装置の障害、高可用
性（HA）状態の変化など、独自の機能を監視するための内部 SNMPトラップを生成します。

アラームポリシーとは
アラームポリシーはフィルタリングの方法で、これを使用することでネットワークの状況に関

するアラームを制御し、システムのノイズを削減することができます。アラームポリシーを表

示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリ
シー（Alarm Policies）]を選択します。アラームポリシーを作成、編集、削除、およびランク
付けすることができます。アラームポリシーには、1つ以上の条件と、すべての定義された条
件を満たすすべてのイベント/アラームに適用されるアクションが含まれます。

新しいアラームポリシーは、 Prime Infrastructureですでに生成されているアラームには適用さ
れません。 Prime Infrastructureでアラームポリシーを有効にするには、既存のアラームを削除
またはクリアする必要があります。

次の操作を実行するアラームポリシーを作成できます。

•アラームの抑制：選択したイベントのアラームを生成しません。しかし、イベントは作成
され、正常に保存されます。

•イベントおよびアラームの抑制：イベントおよびアラームを作成しません。
•アラーム重大度の変更：ポリシーに設定された条件を満たすアラーム/イベントのシステ
ム全体のデフォルト重大度を上書きします。

•関連付けの解除しきい値アラームの作成：1つ以上のデバイスグループにまたがる一定の
割合のアクセスポイントがコントローラから関連付け解除されたときにアラームを生成し

ます。

• APの関連付け解除アラーム抑制の設定：「APがコントローラから関連付け解除されまし
た」という状態のアラームを、永続的または一時的に抑制します。

関連トピック

新しいアラームポリシーの作成（22ページ）
アラームポリシーのタイプ（20ページ）
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既存のアラームポリシーの編集（24ページ）
アラームポリシーのランク（21ページ）

アラームポリシーのタイプ

次の表に、アラームポリシータイプと、各アラームポリシータイプで使用可能なさまざまな

アラームアクションを示します。

使用可能なアクションオプションポリシータイプ

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

アクセスポイント（Access Point）

•関連付け解除しきい値アラームの作成

• APの関連付け解除アラームの抑制の設定

APの関連付けの解除（AP Disassociation）

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

コントローラ（Controller）

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

インターフェイス（Interface）

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

レイヤ 2スイッチ

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

システム

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

Unclassified
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使用可能なアクションオプションポリシータイプ

•アラームの抑制

•アラームとイベントの抑制

•アラーム重大度の変更

有線インフラストラクチャ（Wired
Infrastructure）

[Unclassified（未分類）]ポリシータイプでは、別のポリシータイプに関連付けられていない
すべてのサポート対象イベントタイプが表示されます。[Unclassified（未分類）]ポリシーで利
用可能な条件とアクションは、[コントローラ（Controller）]など、利用可能な他のポリシー
タイプと同じです。

（注）

アラームポリシーのランク

ランクによって、2つ以上のポリシーを同じアラームまたはイベントに適用する場合のアラー
ムポリシーの優先度または実行順序が決まります。デフォルトでは、作成順にアラームポリ

シーがランク付けされます。

次に、アラームポリシーにランク付けをするときに覚えておくべきポイントを示します。

1. ランクの数字が小さいほど、優先度が高くなります。
2. ランクが最も高いポリシーが最初に適用され、以降はランクが次に高いポリシーから順に
適用されていきます。

3. ランクが高いポリシーがランクが低いポリシーの動作に影響を与えたり、低いランクのポ
リシーを完全にオーバーライドすることがあります。

•ランクが高いアラームの抑制ポリシーがすでにイベントに適用されている場合、ア
ラームの抑制は適用されません。

•アラームとイベントの抑制は、次のいずれの場合も適用されません。

•ランクが高い抑制ポリシーがすでにイベントに適用されている。
•イベントに APとの関連付けが長期間に渡って解除されていることが示されてい
る。

•ランクが高い重大度変更ポリシーがすでにイベントまたはアラームに適用されている
場合、アラーム重大度の変更は適用されません。

• [関連付け解除しきい値アラームの作成（CreateDisassociationThresholdAlarm）]：ラン
クが高い抑制ポリシーによって抑制されている APの関連付け解除アラームはカウン
トしません。AP関連付け解除アラームが一時的に抑制されている場合、それらのア
ラームは抑制期間が満了するとカウントされるようになります。

• [AP関連付け解除アラームの設定（Create Disassociation Threshold Alarm）]：ランクの
高い抑制ポリシーがすでにアラームに適用されている場合、抑制は適用されません。

アラームポリシーを変更するには、次の手順を実行します。

アラームとイベントのモニタリング
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ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
の順に選択します。

すべてのアラームポリシーが作成された順序で一覧表示されます。

ステップ 2 順序を変更するアラームポリシーを選択します。

ステップ 3 [移動先（Move To）]アイコンをクリックし、[行（Row）]フィールドに順位を入力するか、[上へ移動
（Move up）]アイコンまたは [下へ移動（Move down）]アイコンをクリックして順位を変更します。

アラームポリシーの表示

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
の順に選択します。

[アラームポリシー（Alarm Policies）]ページにすべてのアラームポリシーが一覧表示されます。

ステップ 2 ポリシーを表示するには、展開アイコンをクリックします。

新しいアラームポリシーの作成

新しいアラームポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
の順に選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]アイコンをクリックし、[ポリシータイプの選択（Select A Policy Type）]ウィンドウからポ
リシータイプを選択します。

[新しいアラームポリシーの作成（Create a New Alarm Policy）]ウィザードが表示されます。

ステップ 3 [ポリシーの属性（Policy Attributes）]ページで [名前（Name）]、[説明（Description）]（任意）に入力し、
実行するアクションのタイプを選択します。

ここに表示されるアクションのタイプは、前のステップで選択したポリシーに基づきます。「関連リンク」

の「アラームポリシーのタイプ」を参照してください。

ステップ 4 ポリシータイプがアクセスポイント、コントローラ、インターフェイス、レイヤ 2スイッチ、システム、
および有線インフラストラクチャの場合は、次の手順を実行します。

a) [アクションオプション（Action Options）]タブにある次のオプションのうち、いずれか 1つを選択し
ます。

•完全に抑制（Suppress Permanently）
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• [この期間に条件が改善されない場合に表示（分）（Display if the condition persists for this duration
(minutes)）]：タイムスライダを使用して期間を選択します。

このタブは、ステップ 3で [アラームの抑制（Suppress Alarms）]を選択した場合のみ有効に
なります。

（注）

b) デバイスグループを選択します。

デバイスを選択しないと、ポリシーがすべてのデバイスに適用されます。

c) （インターフェイスポリシーの場合のみ）ポートグループを選択します。

ポートを選択しないと、ポリシーがすべてのポートデバイスに適用されます。

d) 抑制するアラームまたはイベント、あるいは [ポリシーの属性（Policy Attributes）]ページで選択した
アクションに基づいて重大度を変更するアラームまたはイベントを選択します。

e) [概要（Summary）]をクリックして、ポリシーの詳細を表示します。設定を変更する場合は、それぞれ
のページに移動し、必要な変更を行います。

f) [終了（Finish）]をクリックします。

ステップ 5 APの関連付け解除ポリシータイプの場合は、次の手順を実行します。

APの解除アラームポリシーは、リーフノードにのみ適用されます。（注）

a) [アクションオプション（Action Options）]タブにある次のオプションのうち、いずれか 1つを選択し
ます。

ステップ 3で [APの関連付け解除アラームの抑制の設定（Configure Suppression for AP Disassociated
Alarms）]を選択している場合は、次のオプションを選択します。

•完全に抑制（Suppress Permanently）

• [この期間に条件が改善されない場合に表示（分）（Display if the condition persists for this duration
(minutes)）]：タイムスライダを使用して期間を選択します。

ステップ 3で [関連付け解除しきい値アラームの作成（Create Disassociation Threshold Alarm）]を選択
している場合は、次のオプションを選択します。

•完全に抑制（Suppress Permanently）

•設定された関連付け解除のしきい値に達したら非表示にする（Suppress after the configured
disassociation threshold is reached）

•非表示にしない（Do not Suppress）

b) デバイスグループを選択します。

[ポリシーの属性（PolicyAttributes）]ページで [関連付け解除しきい値アラームの作成（CreateDiassociation
Threshold Alarm）]アクションを選択した場合、これは必須ステップです。[APの関連付け解除アラー
ムの抑制の設定（Configure Suppression for AP Disassociated Alarms）]アクションを選択しなかった場合
は、ポリシーがすべてのデバイスに適用されます。

c) [関連付け解除しきい値アラームの作成（Create Diassociation Threshold Alarm）]アクションの場合は、
必要な関連付け解除しきい値のパーセンテージを選択します。
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d) [APの関連付け解除アラームの抑制の設定（Configure Suppression for AP Disassociated Alarms）]アク
ションの場合、アラームを完全に抑制するには [完全に抑制（Suppress Permanently）]をクリックする
か、または [この期間に条件が改善されない場合に表示（Display if the condition persists for this duration）]
をクリックし、スライダーを使用して抑制する期間を選択します。

e) [概要（Summary）]をクリックして、ポリシーの詳細を表示します。設定を変更する場合は、それぞれ
のページに移動し、必要な変更を行います。

f) [終了（Finish）]をクリックします。

関連トピック

アラームポリシーのタイプ（20ページ）
既存のアラームポリシーの編集（24ページ）

既存のアラームポリシーの編集

アラームポリシーを編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
の順に選択します。

ステップ 2 ポリシーを選択し、[編集（Edit）]アイコンをクリックします。

[アラームポリシーの編集（Edit Alarm Policy）]ウィザードが表示されます。

ステップ 3 [ポリシーの属性（Policy Attributes）]ページで、必要に応じて [説明（Description）]を確認し、変更しま
す。

ポリシー作成中は、選択したポリシー名およびアクションを編集できません。

ステップ 4 [アラームポリシーの編集（Edit Alarm Policy）]ウィザードでの残りのステップは、[新しいアラームポリ
シーの作成（Create a New Alarm Policy）]ウィザードの手順と同じです。新しいアラームポリシーの作成
（22ページ）を参照してください。.

ステップ 5 [終了（Finish）]をクリックして、変更を保存するか、または [キャンセル（Cancel）]をクリックして、変
更を廃棄します。

関連トピック

アラームポリシーとは（19ページ）
新しいアラームポリシーの作成（22ページ）

アラームポリシーの削除

アラームポリシーを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームポリシー（Alarm Policies）]
の順に選択します。
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ステップ 2 削除するアラームポリシーを選択し、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

ステップ 3 [削除の確認（DeleteConfirmation）]ダイアログボックスで [はい（yes）]をクリックして削除するか、また
は [いいえ（No）]をクリックしてキャンセルします。

アラームおよびイベントの通知ポリシー
特定のデバイスグループから特定の受信者グループに生成された特定の対象アラームに関する

通知を送信するためのポリシーを作成できます。

詳細については、『Cisco Prime Infrastructure Administrator Guide』の「Fault Management
Administration Tasks」の章の「Event Receiving, Forwarding, and Notifications」の項を参照してく
ださい。
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