
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

この章は、次の内容で構成されています。

•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（1ページ）
•基本的なデバイスヘルスモニタリングのセットアップ（3ページ）
•基本的なインターフェイスモニタリングの設定（3ページ）
•デフォルトのモニタリングポリシー（4ページ）
•ダッシュボードを使用したネットワークとデバイスの状態の確認（8ページ）
• Prime Infrastructureによるモニタリング対象のチェック（8ページ）
•モニタリングポリシーのデバイス、ポーリング、しきい値、およびアラーム設定の確認
（11ページ）

•モニタ対象を調整する（12ページ）
•過去のモニタリングポリシーデータ収集のステータスの確認（22ページ）
•ポリシーでモニタするデバイスセットの変更（22ページ）
•モニタリングポリシーのポーリングの変更（23ページ）
•モニタリングポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更（23ページ）
•レポートを使用したネットワークパフォーマンスのモニタ（26ページ）

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
モニタリングポリシーは、Prime Infrastructureが以下を制御することによってどのようにネッ
トワークをモニタするかを制御します。

•モニタ対象：Prime Infrastructureがモニタするネットワークとデバイスの属性。

•モニタ頻度：パラメータをポーリングするレート。

•問題を指摘するタイミング：ポーリングする属性の受け入れ可能な値。
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•問題の指摘方法：しきい値を超えた場合に Prime Infrastructureがアラームを生成するかど
うかとアラームの重大度。

モニタリングポリシーは、モニタ対象の制御は別として、レポート、ダッシュボード、および

Prime Infrastructureのその他の領域に表示可能なデータを決定する点で重要です。モニタリン
グポリシーは、デバイス上の変更を行いません。

デフォルトで、デバイスヘルスモニタリング（つまり、デバイスヘルスモニタリングポリ

シー）のみが有効になります。インターフェイスヘルスモニタリングは、大規模な展開でシ

ステムパフォーマンスを保護するためにデフォルトでは有効になりません。に記載された光モ

ニタリングポリシーを使用します。

次の手順は、モニタリングポリシーの設定方法を要約したものです。

1. モニタリングポリシー用のテンプレートとしてモニタリングポリシータイプを使用し、
ポリシーにわかりやすい名前を付けます。ポリシータイプは、Prime Infrastructureに同梱
されており、などのさまざまなテクノロジーとサービスのモニタリングを簡単に開始でき

るようにします。

2. ポリシーのポーリング頻度を調整するか、特定のパラメータのポーリングをすべて無効に
します。

3. パラメータのしきい値を超えたときに Prime Infrastructureが生成する Threshold Crossing
Alarm（TCA）を指定します。一部の TCAはデフォルトで設定されます。これらを調整ま
たは無効にしたり、新しい TCAを設定したりできます。

4. ポリシーでモニタするデバイスを指定します。デバイスは、ポリシータイプに基づいて
フィルタ処理されます。

5. ポリシーをアクティブにします。ポーリングされたデータがWebGUIのダッシュボード、
レポート、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]テーブルなどの領域に表示さ
れます。

モニタリングポリシーを表示して管理するには、[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）]を選択します。

説明ナビゲーション

Prime Infrastructureでデフォルトで有効になるポリシーが一覧表示されま
す。デバイスヘルスモニタリングポリシーだけがデフォルトで有効にな

ります。このポリシーの設定を調整できます。

自動監視

（Automonitoring）

自分が作成したポリシーがここに表示されます。[マイポリシー（My
Policies）]からポリシーを選択すると、そのポリシーの詳細を表示できま
す。

マイポリシー

（My Policies）
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基本的なデバイスヘルスモニタリングのセットアップ
デバイスヘルスモニタリングポリシーは、デフォルトで有効になっています。シスコデバイ

スとサードパーティデバイスの両方をモニタします。シスコデバイスの場合、デバイスヘル

スモニタリングは管理対象デバイスで CPU使用率、メモリプールの使用率、環境温度、デバ
イスの可用性をチェックします。サードパーティデバイスの場合、デバイスヘルスモニタリ

ングは管理対象デバイスの可用性のみをチェックします。このポリシーに、使用率や温度のし

きい値を指定します。もしこのしきい値を超えた場合、GUIクライアントに表示されるアラー
ムをトリガーします。

このポリシーの現在の設定を表示するには、[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）]の順に選択し、左側の
リストから [自動モニタ（Automonitoring）]を選択します。また、ポーリング頻度やさまざま
なパラメータのしきい値を調整できます。ポーリング頻度やしきい値を調整するには、GUIク
ライアントに表示されるドロップダウンリストを使用します。

また、特定のデバイス（たとえば、特定のタイプのデバイスや特定の地理的場所に位置するデ

バイスなど）をモニタするデバイスヘルスモニタリングポリシーを作成することもできます。

その実行方法については、モニタ対象を調整する（12ページ）を参照してください。

基本的なインターフェイスモニタリングの設定
デフォルトでは、インターフェイスはモニタされません。これにより、多数のインターフェイ

スがあるネットワークのシステムパフォーマンスが保護されます。

インターフェイスのヘルスモニタリングは、シスコデバイスとサードパーティデバイスの両

方に対して実行されます。シスコデバイスの場合、インターフェイスヘルスモニタリングは

管理対象デバイスの入力使用率、出力使用率、入力キューのパーセンテージの低下、出力キュー

のパーセンテージの低下、および QoSをチェックします。サードパーティは、入力キューの
パーセンテージの低下、出力キューのパーセンテージの低下、および QoSのモニタリングを
サポートしていません。

基本的なインターフェイスモニタリングを設定するには、次の手順を使用します。

インターフェイスモニタリングを設定して有効するには、次の手順に従います。

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）]の順に選択し、左側のリストから [マイポリシー（My Policies）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックして、新しいポリシーを作成します。

ステップ 3 汎用インターフェイスモニタリングの場合は [インターフェイスヘルス（InterfaceHealth）]を選択します。

ポリシーを選択すると、Prime Infrastructureによりこのウィンドウにポリシー設定が読み込まれます。

ステップ 4 わかりやすい名前と説明を入力します。
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ステップ 5 [デバイスの選択（Device Selection）]ドロップダウンリストから適切なオプションボタンをクリックし、
モニタするデバイスまたはデバイスグループを選択します。インターフェイスヘルスのモニタリングポ

リシーを選択した場合は、ポートグループも選択できます。

Prime Infrastructureでは、ステップ 3で選択したポリシーに該当するデバイスまたはポートのみが一覧表示
されます。

次の点に注意してください。

•ポーリングとしきい値にデフォルト設定を使用するには、ステップ 8に進みます。

•現在のリリースの制約により Prime Infrastructureでは、インターフェイスヘルスのモニタリングポリ
シーは、巡回冗長検査（CRC）エラーデータについて、選択したポートグループに関連付けられてい
るインターフェイスだけでなく、ネットワーク内のすべてのインターフェイスをポーリングします。

CRCエラーのデータを確認するときは、常にこのことに注意してください。

ステップ 6 インターフェイスのポーリング頻度を調整するには、[ポーリング頻度（Polling Frequency）]ドロップダウ
ンリストから値を選択します。異なるパラメータのポーリング頻度を設定できるポリシーと、すべてのパ

ラメータに 1つのポーリング頻度だけが適用されるポリシーがあります。

ステップ 7 ポリシーで TCAカスタマイズがサポートされている場合は、しきい値を調整できます。モニタリングポ
リシーのしきい値およびアラーム動作の変更（23ページ）を参照してください。

ステップ 8 次をクリックします。

•モニタリングを今すぐ開始する場合は、[保存してアクティブにする（Save and Activate）]をクリック
します。

•ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]をクリックしま
す。

デフォルトのモニタリングポリシー
Prime Infrastructureは、[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）] > [自動モニタリング（Automonitoring）]の下で
SNMPオブジェクトをポーリングし、次のヘルスモニタリングポリシーのモニタリング情報
を収集します。

•デバイスパラメータ：デバイスパラメータ自動モニタリングメトリックの表では、ポー
リングされるデバイスヘルスパラメータについて説明します。

•インターフェイスパラメータ：インターフェイスパラメータ自動モニタリングメトリッ
クの表では、以下についてポーリングされるインターフェイスパラメータについて説明し

ます。

•トランクポートおよびリンクポート
• WANインターフェイス
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保証情報を提供する次のモニタリングポリシーの場合、データはNetFlowまたはNAMを通じ
て収集されます。

•アプリケーション応答時間
• NAM正常性
•トラフィック分析
•音声ビデオデータ
•音声ビデオシグナリング

表 1 :デバイスパラメータ自動モニタリングメトリック

含まれているMIBオブジェクトMIBポーリングされる

デバイス

メトリック

sysUpTimeSNMPv2-MIBすべての SNMPデ
バイス、サード

パーティ製デバイ

ス

デバイスアベ

イラビリティ

cpmCPUTotalPhysicalIndex cpmCPUTotal1minRevCISCO-PROCESS-MIBCisco IOSデバイ
ス、サポート対象

のすべての Nexus
デバイス、Cisco
UCSデバイス

CPU使用率

CISCO-ENTITY-QFP-MIBCisco ASRデバイ
ス

ciscoMemoryPoolName ciscoMemoryPoolType
ciscoMemoryPoolUsed ciscoMemoryPoolFree

CISCO-MEMORY-POOL-MIBCisco IOSデバイ
ス、ISRデバイ
ス。

[メモリプール
使用率

（Memory Pool
Utilization）]

cpmCPUTotalIndexcpmCPUMemoryUsedcpmCPUMemoryFreeCISCO-PROCESS-MIBサポート対象のす

べてのCiscoNexus
デバイス、Cisco
UCSデバイス、お
よび Cisco IOS XE
デバイス

cempMemPoolTypecempMemPoolNamecempMemPoolUsedcempMemPoolFreeCISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIBCisco ASAデバイ
ス、IOSXRおよび
Edisonデバイス

ceqfpMemoryResTypeceqfpMemoryResInUseceqfpMemoryResFreeCISCO-ENTITY-QFP-MIBCisco IOS ASRデ
バイス
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含まれているMIBオブジェクトMIBポーリングされる

デバイス

メトリック

entSensorValueCISCO-ENVMON-MIBASR、サポート対
象のすべての

Nexusデバイス、
Cisco UCSデバイ
ス

[環境温度
（Environment
Temp）]1

ciscoEnvMonTemperatureStatusValueCISCO-ENVMON-MIBCatalyst 2000、
3000、4000、
6000、ISR

1
スタック構成のスイッチデバイスの場合、[環境温度（Environment Temp）]には各スタック構成インスタンスの
温度が表示されます。

表 2 :インターフェイスパラメータ自動モニタリングメトリック

含まれているMIBオブジェクトMIBポーリングされるデバイスメトリック

ifOperStatusIF-MIBCisco IOSデバイス、すべ
てのサポートされている

Nexusデバイス、サード
パーティデバイス

インターフェイス

のアベイラビリ

ティ

ifHCInBroadcastPkts, ifHCInMulticastPkts,
ifInErrors, ifInDiscards, ifInUnknownProtos
ifHCInBroadcastPkts, ifHCInMulticastPkts,
locIfInputQueueDrops

IF-MIB、
Old-CISCO-Interface-MIB

Cisco IOSデバイス、サー
ドパーティデバイス

入力使用率

ifHCOutBroadcastPkts、ifHCOutMulticastPkts、
ifHCOutUcastPkts、ifOutDiscards、
ifOutUnknownProtos、locIfOutputQueueDrops

IF-MIB、
Old-CISCO-Interface-MIB

Cisco IOSデバイス、サー
ドパーティデバイス

出力使用率

cbQosCMDropBitRate,cbQosCMPrePolicyBitRateIF-MIB、
Old-CISCO-Interface-MIB

Cisco IOSデバイスQoSクラスあたり
のドロップパーセ

ンテージ

locIfIn、outQueueDrops、および QOSモニタリングは、サードパーティ製デバイスではサポー
トされていません。

（注）
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表 3 :クラスベース、QoS、ヘルスモニタリングメトリック

含まれているMIBオブ
ジェクト

MIBポーリングされるデバイスメトリック

cbQosCMDropByte64
cbQosCMPostPolicyByte64
cbQosCMPrePolicyByte64

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBCisco IOSデバイスQOS計算

ifInErrorsIF-MIBCisco IOSデバイス、サード
パーティデバイス

インターフェイスインバウ

ンドエラー

ifOutErrorsIF-MIBCisco IOSデバイス、サード
パーティデバイス

インターフェイスアウトバ

ウンドエラー

ifInDiscardsIF-MIBCisco IOSデバイス、サード
パーティデバイス

インターフェイスインバウ

ンドの破棄

ifOutDiscardsIF-MIBCisco IOSデバイス、サード
パーティデバイス

インターフェイスアウトバ

ウンドの破棄

デフォルトのモニタリングポリシーの変更

Prime Infrastructureのモニタリングポリシーは、ネットワークデバイスのメトリックを監視し
て、問題が操作に影響する前に条件を変更するよう警告します。デフォルトでは、Prime
Infrastructureはサポート対象のルータ、スイッチ、およびハブとサードパーティ製デバイスの
デバイスヘルスメトリックのみをポーリングし、WANインターフェイス、リンク、およびト
ランクポートではインターフェイスヘルスメトリックをポーリングします。ストレージデバ

イスおよび UCSシリーズデバイスではポーリングされません。しきい値に 3回違反すると、
Prime Infrastructureは重大アラームを生成します。そのアラームは [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）]ページ
に表示されます。

ポーリング頻度としきい値パラメータを変更またはディセーブルにするには、次の手順に従い

ます。

ステップ 1 [Monitor] > [Monitoring Tools] > [Monitoring Policies] > [Automonitoring]の順に選択します。

ステップ 2 [Device Health]を選択し、目的どおりにポーリング頻度としきい値を変更します。

ステップ 3 次のいずれかをクリックします。

•ポリシーを保存して選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合は [Save and Activate]。

•ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。
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ダッシュボードを使用したネットワークとデバイスの状

態の確認
Prime Infrastructureは、デバイスとネットワークをモニタするためのさまざまなダッシュボー
ドを提供します。ダッシュボードが提供できる内容の例を次に示します。

•ネットワーク全体のリアルタイムのステータス情報（到達不能なデバイス、ダウンしてい
るインターフェイス、最新のアラームなど）。

•履歴情報の要約（最も頻繁に発生するアラーム、メモリと CPUの使用率が最も高いデバ
イスとインターフェイスなど）。

•デバイス固有の情報（デバイスの可用性履歴、使用率、インターフェイス統計情報、ア
ラームなど）。

•テクノロジー固有の情報。

「デバイスがメンテナンス状態に設定されると、CPUやメモリなどのメトリックのポーリング
は発生しません。ただし、デバイスの可用性がポーリングされます。NAMデバイスの場合、
ポーリングされるメトリックはありません。」

（注）

ダッシュボードの詳細については、ダッシュボードのセットアップと使用を参照してくださ

い。

Prime Infrastructureによるモニタリング対象のチェック
このトピックでは、次の情報を取得する方法について説明します。

•有効化されているポリシー、そのステータス、およびその履歴。

• Prime Infrastructureがポーリングしている特定のパラメータ、ポーリング頻度、およびそ
のしきい値超過アラーム（TCA）の設定。

•ポリシーの作成者、およびポリシーのベースとして使用されたポリシータイプ。

ポリシーによるポーリング対象、ポリシーの前回の実行時間、およびポリシーが現在アクティ

ブかどうかを確認するには、[モニタ（Monitor）]> [モニタリングツール（MonitoringTools）]>
[モニタリングポリシー（MonitoringPolicies）]を選択してから、[マイポリシー（MyPolicies）]
を選択します。 Prime Infrastructureに、作成したモニタリングポリシー、またはアクセス権の
あるモニタリングポリシーが、次の情報とともに一覧表示されます。
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説明ポリシーのフィールド

ポリシー名（ポリシーの作成者が指定しま

す）。ポリシーの作成者を確認するには、こ

の表の後にある手順を参照してください。

Name

ポリシーの説明（ポリシーの作成者が指定し

ます）。

[メッセージ（Message）]

このポリシーを作成するときに使用されたテ

ンプレート（ポリシータイプ）。ポリシータ

イプの詳細については、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（1ページ）を参照してください。

[タイプ（Type）]

[アクティブ（Active）]または [非アクティブ
（Inactive）]

[ステータス（Status）]

ポリシーがパラメータしきい値をモニタし、

TCAを生成するかどうか。「はい（Yes）」
が表示される場合、この表の後にある手順を

使用して TCA設定を確認できます。

[しきい値（Threshold）]

アクティブなモニタリングポリシー：ポリシー

が有効化された回数を表示し、次の情報が含

まれる [有効化履歴（ActivationHistory）]ポッ
プアップウィンドウへのハイパーリンクを提

供します。

•ポリシーが有効化された時間。

•各ポリシー実行でポーリングされたデバ
イス。非常に長い一覧の場合は、マウス

カーソルを一覧の [有効化対象（Activated
for）]列にホバーし、ポップアップウィ
ンドウを起動します。

非アクティブなモニタリングポリシー：[使用
できません（NotAvailable）]が表示されます。

[有効化履歴（Activation History）]

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
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説明ポリシーのフィールド

アクティブなモニタリングポリシー：次の情

報が含まれる [収集ステータス（Collection
Status）]ポップアップウィンドウへのハイパー
リンクを提供します。

•各ポリシー実行でポーリングされたパラ
メータ。非常に長い一覧の場合は、マウ

スカーソルを一覧の [パラメータ
（Parameters）]列にホバーし、ポップアッ
プウィンドウを起動します。

非アクティブなモニタリングポリシー：[使用
できません（NotAvailable）]が表示されます。

[収集ステータス（Collection Status）]

ポーリング頻度とTCAの詳細を表示するには、[ポリシー（MyPolicies）]で、左側の一覧から
ポリシーを選択します。ポリシータイプに応じて次の情報が表示されます。

説明ポリシーのフィールド

名前、説明、作成者、ステータス、ポリシー

タイプ（機能カテゴリ）。ポリシータイプの

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

（1ページ）を参照してください。

全般情報（General Information）

ポリシーがモニタするデバイス。[デバイスの選択（Device Selection）]

Prime Infrastructureがデバイスパラメータを
ポーリングする頻度。

[ポーリング頻度（Polling Frequency）]

ポーリングされたパラメータとそのTCA設定
（ある場合）。TCA設定を表示するには、パ
ラメータ名の横にある矢印をクリックします。

さまざまなポリシータイプによってポーリン

グされるパラメータを表示する方法について

は、モニタリングポリシーによりポーリング

されるパラメータとカウンタの確認（11ペー
ジ）を参照してください。

[パラメータとしきい値（Parameters and
Thresholds）]

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
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モニタリングポリシーによりポーリングされるパラメータとカウンタ

の確認

Prime Infrastructureによるモニタリング対象のチェック（8ページ）現在アクティブなモニ
タリングポリシーを確認する方法を説明します。ポリシーでポーリングされるパラメータを確

認するには、次の手順に従います。

この手順では、次のパラメータを確認できます。

•既存のポリシーにより（ポリシーがアクティブ/非アクティブであるかどうかに関係なく）
ポーリングされるパラメータ。

• 1つのポリシータイプで使用されるパラメータ。ポリシーの作成前に、新しいポリシーで
ポーリングされる内容を確認する場合に便利です。

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）]を選択し、[マイポリシー（My Policies）]を選択します。Web GUIに、既存のアクティブなモ
ニタリングポリシーと非アクティブなモニタリングポリシーのリストが表示されます。

ステップ 2 既存のポリシーで使用されるパラメータを確認するには：

•最後にポーリングされたパラメータを確認するには、右側のウィンドウでポリシーを見つけ、[収集ス
テータス（CollectionStatus）]列の [詳細（Details）]をクリックします。[収集データ（CollectionData）]
ダイアログボックスの [パラメータ（Parameter）]列のテキストにマウスカーソルを合わせます。ポー
リングされたパラメータのリストが表示されます。

•パラメータとそのポーリング設定を確認するには、左側のナビゲーションエリアで [マイポリシー
（MyPolicies）]を展開し、確認するポリシーを選択します。右側のウィンドウに、パラメータとその
ポーリング設定が表示されます。

ステップ 3 特定のポリシータイプで使用されるパラメータを確認するには：

a) [編集（Edit）]をクリックします。左側のナビゲーションエリアに、サポートされるポリシータイプ
のリストが表示されます。

b) ポリシータイプを選択します。右側のウィンドウに、そのポリシーでポーリングされるパラメータと、
デフォルトのポーリング設定およびTCA設定が表示されます。（モニタリングポリシーの作成時にこ
れらの設定をカスタマイズできます。）

モニタリングポリシーのデバイス、ポーリング、しきい

値、およびアラーム設定の確認
モニタリングポリシーのしきい値とアラーム設定を確認するには、次の手順を実行します。

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
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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）]を選択してから、[マイポリシー（My Policies）]を選択します。

ステップ 2 モニタリングポリシーを選択し、[編集（Edit）]をクリックしてポリシーの詳細を開きます。

ステップ 3 ポリシーで監視するデバイスを確認するには、[デバイスの選択（Device Selection）]ドロップダウンリス
トをクリックします。監視されているデバイスは、チェックマークで示されます。デバイスを追加または

削除するには、ポリシーでモニタするデバイスセットの変更（22ページ）を参照してください。

デバイスヘルスポリシーを選択すると、[デバイスの選択（Device Selection）]ドロップダウンリ
ストには、UCS Bシリーズのデバイスだけが表示されます。

（注）

ステップ 4 ポリシーで使用されているポーリング間隔を確認するには、[ポーリング間隔（Polling Interval）]の設定を
クリックします。パラメータごとのポーリングについては、個別のパラメータを展開して設定を確認しま

す。ポーリングの設定を調整するには、モニタリングポリシーのポーリングの変更（23ページ）を参照
してください。

ステップ 5 ポリシーで使用されているしきい値とアラームの設定を確認するには、[ポーリングとしきい値（Polling
andThresholds）領域のパラメータを展開します。しきい値とアラームの設定を変更するには、モニタリン
グポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更（23ページ）を参照してください。

モニタ対象を調整する
Prime Infrastructureのモニタ対象を調整するには、次の表のガイダンスに従って、必要な最良
の方法を見つけてください。

参照先：条件：

モニタリングポリシーのポーリングの変更

（23ページ）
ポーリング頻度を変更する必要が

ある

Prime
Infrastructureが
必要なデータ

を収集してい

る

モニタリングポリシーのしきい値および

アラーム動作の変更（23ページ）
アラーム動作を調整する必要があ

る

ポリシーでモニタするデバイスセットの

変更（22ページ）
モニタするデバイスを調整する必

要がある

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
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参照先：条件：

既存のポリシーベースの新規モニタリング

ポリシーの作成（13ページ）
同様のモニタリングポリシーが

すでに存在する

Prime
Infrastructureが
必要なデータ

を収集してな

い

事前設定されたポリシータイプを使用し

た新規モニタリングポリシーの作成（14
ページ）

同様のモニタリングポリシーは

存在しないが、ポリシータイプ

の1つにモニタするパラメータが
含まれている

サポートされないパラメータとサードパー

ティデバイスを対象としたモニタリング

ポリシーの作成（20ページ）

同様のモニタリングポリシーは

存在せず、どのポリシータイプ

にもモニタするパラメータが含ま

れていない

サポートされていないデバイスま

たはサードパーティデバイスを

モニタする必要がある

既存のポリシーベースの新規モニタリングポリシーの作成

ステップ 1 現在のモニタ対象を調べて、新しいポリシーを作成する必要があるかどうかを確認します。PrimeInfrastructure
によるモニタリング対象のチェック（8ページ）を参照してください。

ステップ 2 既存のポリシーの複製を作成します。

a) [モニタ（Monitor）]> [モニタリングツール（MonitoringTools）]> [モニタリングポリシー（Monitoring
Policies）]の順に選択し、左側にあるリストで [マイポリシー（My Policies）]をクリックします。

b) 複製するポリシーを見つけます。
c) ポリシーを選択し、[複製（Duplicate）]をクリックします。
d) [複製ポリシーの作成（Duplicate Policy Creation）]ダイアログで、親フォルダを選択し、ポリシーの名
前と説明を入力して [OK]をクリックします。

ステップ 3 複製したポリシーに変更を加えます。

a) [マイポリシー（My Policies）]でポリシーを見つけます。
b) ポリシーを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。
c) 必要に応じて、設定を変更します。参照先：

•ポリシーでモニタするデバイスセットの変更（22ページ）
•モニタリングポリシーのポーリングの変更（23ページ）
•モニタリングポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更（23ページ）

ステップ 4 次をクリックします。

•ポリシーを保存し、選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合には、[保存してアクティブにす
る（Save and Activate）]。

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
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•ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。

事前設定されたポリシータイプを使用した新規モニタリングポリシー

の作成

ステップ 1 現在モニタされている対象を確認します。Prime Infrastructureによるモニタリング対象のチェック（8ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 2 [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）]を選択し、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [ポリシータイプ（Policy Types）]メニューから、使用するポリシータイプテンプレートを選択します。

ステップ 4 新しいポリシーを設定します。

a) [デバイスの選択（Device Selection）]ドロップダウンリストから、デバイス、デバイスグループ、ま
たはポートグループを選択します。（すべてのモニタリングタイプをポートグループに適用できるわ

けではありません。）

b) 名前と連絡先を入力し、説明を編集します。
c) [パラメータとしきい値（Parameters and Thresholds）]で、ポーリング設定、パラメータ値、およびア
ラームの条件を設定します。モニタリングポリシーのポーリングの変更（23ページ）およびモニタ
リングポリシーのしきい値およびアラーム動作の変更（23ページ）を参照してください。

ステップ 5 次をクリックします。

•ポリシーを保存し、選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合には、[保存してアクティブにす
る（Save and Activate）]。

•ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。

GETVPNモニタリングポリシー

GETVPNポリシータイプの場合、Prime Infrastructureは次の表に示すメトリックを使用しま
す。
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表 4 :

含まれているMIBオブジェクトMIBGETVPNモニタリング
パラメータ

gmGdoiGroupTable

cgmGdoiGroupName、cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiGroupIdLength

cgmGdoiKeyServerTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiKeyServerIdValue、
cgmGdoiKeyServerIdType、cgmGdoiKeyServerIdLength、
cgmGdoiKeyServerActiveKEK、cgmGdoiKeyServerRekeysPushed

cgmGdoiKsKekTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiKeyServerIdValue、
cgmGdoiKeyServerIdType、cgmGdoiKsKekIndex、cgmGdoiKsKekSPI、
cgmGdoiKsKekSrcIdValue、cgmGdoiKsKekSrcIdType、
cgmGdoiKsKekSrcIdLength、cgmGdoiKsKekDstIdValue、
cgmGdoiKsKekDstIdType、cgmGdoiKsKekDstIdLength、
cgmGdoiKsKekOriginalLifetime、cgmGdoiKsKekRemainingLifetime

CISCO-GDOI-MIBグループ名（Group
Name）

グループ ID（Group
ID）

グループ IDタイプ
（Group ID Type）

グループ IDの長さ
（Group ID Length）

キーサーバ ID（Key
Server ID）

グループメンバー ID
（Group Member ID）

デバイスタイプ

（Device Type）

デバイスID（Device
ID）

デバイス IDタイプ
（Device ID Type）

デバイス IDの長さ
（Device ID length）

登録済みキーサーバID
（Registered Key Server
ID）

登録済みキーサーバID
のタイプ（Registered
Key Server ID Type）

登録済みキーサーバ ID
の長さ（Registered Key
Server ID Length）
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含まれているMIBオブジェクトMIBGETVPNモニタリング
パラメータ

cgmGdoiKsTekSelectorTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiKeyServerIdValue、
cgmGdoiKeyServerIdType、cgmGdoiKsTekSelectorIndex、
cgmGdoiKsTekSrcIdValue、cgmGdoiKsTekSrcIdType、
cgmGdoiKsTekSrcIdLength、cgmGdoiKsTekDstIdValue、
cgmGdoiKsTekDstIdType、cgmGdoiKsTekDstIdLength

cgmGdoiKsTekPolicyTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiKeyServerIdValue、
cgmGdoiKeyServerIdType、cgmGdoiKsTekPolicyIndex、cgmGdoiKsTekSPI、
cgmGdoiKsTekOriginalLifetime、cgmGdoiKsTekRemainingLifetime、
cgmGdoiKsTekWindowSize

cgmGdoiGmTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiGmIdValue、
cgmGdoiGmIdType、cgmGdoiGmIdLength、cgmGdoiGmRegKeyServerIdValue、
cgmGdoiGmRegKeyServerIdType、cgmGdoiGmRegKeyServerIdLength、
cgmGdoiGmActiveKEK、cgmGdoiGmRekeysReceived

cgmGdoiGmKekTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiGmIdValue、
cgmGdoiGmIdType、cgmGdoiGmKekIndex、cgmGdoiGmKekSPI、
cgmGdoiGmKekSrcIdValue、cgmGdoiGmKekSrcIdType、
cgmGdoiGmKekSrcIdLength、cgmGdoiGmKekDstIdValue、
cgmGdoiGmKekDstIdType、cgmGdoiGmKekDstIdLength、
cgmGdoiGmKekOriginalLifetime、cgmGdoiGmKekRemainingLifetime

cgmGdoiGmTekSelectorTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiGmIdValue、
cgmGdoiGmIdType、cgmGdoiGmTekSelectorIndex、cgmGdoiGmTekSrcIdValue、
cgmGdoiGmTekSrcIdType、cgmGdoiGmTekSrcIdLength、
cgmGdoiGmTekDstIdValue、cgmGdoiGmTekDstIdType、
cgmGdoiGmTekDstIdLength

cgmGdoiGmTekPolicyTable

cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiGmIdValue、
cgmGdoiGmIdType、cgmGdoiGmTekPolicyIndex、cgmGdoiGmTekSPI、
cgmGdoiGmTekOriginalLifetime、cgmGdoiGmTekRemainingLifetime、
cgmGdoiGmTekWindowSize

CISCO-GDOI-MIB
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含まれているMIBオブジェクトMIBGETVPNモニタリング
パラメータ

アクティブ KEK
（Active KEK）

キー再生成回数

（Rekeys Count）

KEKインデックス
（KEK Index）

KEK SPI

KEK送信元 ID（KEK
Source ID）

KEK送信元 IDのタイ
プ（KEK Source ID
Type）

KEK送信元 IDの長さ
（KEK Source ID
Length）

KEK宛先 ID（KEK
Destination ID）

KEK宛先 IDのタイプ
（KEK Destination ID
Type）

KEK宛先 IDの長さ
（KEK Destination ID
Length）

KEKの元のライフタイ
ム（KEK Original
Lifetime）

KEKの残りのライフタ
イム（KEK Remaining
LIfetime）

TEKセレクタインデッ
クス（TEK Selector
Index）

TEK送信元 ID（TEK
Source ID）

TEK送信元 IDのタイ
プ（TEK Source ID
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含まれているMIBオブジェクトMIBGETVPNモニタリング
パラメータ

Type）

TEK送信元 IDの長さ
（TEK Source ID
Length）

TEK宛先 ID（TEK
Destination ID）

TEK宛先 IDのタイプ
（TEK Destination ID
Type）

TEK宛先 IDの長さ
（TEK Destination ID
Length）

TEKポリシーインデッ
クス（TEK Policy
Index）

TEK SPI

TEKの元のライフタイ
ム（TEK Original
Lifetime）

TEKの残りのライフタ
イム（TEK Remaining
LIfetime）

TEKウィンドウサイズ
（TEK Window Size）

DMVPNモニタリングポリシー

DMVPNポリシータイプの場合、Prime Infrastructureは次の表に示すメトリックを使用します。
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表 5 : [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）] > [DMVPNメトリック（DMVPN
Metrics）]

含まれているMIBオブジェクトMIBDMVPNモニタリングパラメータ

cipSecTunnelTable

cipSecTunRemoteAddr、cipSecTunInOctets、
cipSecTunOutOctets

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIBリモートピア物理 IP（Remote
Peer Physical IP）

復号化バイト数（DecryptedByte
Count）

暗号化バイト数（Encrypted Byte
Count）

リモートトンネル IP（Remote
Tunnel IP）

NHRP有効期限（NHRP
Expiration）

リモートサブネット IP（Remote
Subnet IP）

リモートサブネットマスク

（Remote Subnet Mask）

nhrpCacheTable

nhrpCacheInternetworkAddr、
nhrpCacheHoldingTime、nhrpCacheNbmaAddr、
nhrpCacheType

NHRP-MIB

pCidrRouteTable

ipCidrRouteNextHop、ipCidrRouteDest、
ipCidrRouteMask

IP-FORWARD-MIB

LISPモニタリングポリシー

LISPモニタリングポリシータイプの場合、<Product Name>は次の表に示すメトリックを使用
します。

表 6 : [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）] > [LISPモニタリング（LISP
Monitoring）]

含まれているMIBオブジェクトMIBLISPモニタリングパラメータ

lispFeaturesMapCacheSizeLISP-MIBLISPマッピングキャッシュサイズ（LISPMap Cache Size）

lispFeaturesMapCacheLimitLISP-MIBLISPマッピングキャッシュ制限（LISP Map Cache Limit）

[デバイス（Device）]ダッシュボードの [デバイスLISPマッピングキャッシュエントリ（Device
Lisp Map Cache Entries）]ダッシュレットおよび [ネットワークデバイス（Network Devices）]
ダッシュボードの [上位NのLISPマッピングキャッシュエントリ（TopNLispMapCacheEntries）]
ダッシュレットでポーリングしたデータを表示できます。

Nexus仮想ポートチャネル（VPC）のヘルスモニタリングポリシー

Nexus VPCのヘルスモニタリングポリシーは、プライマリ VPCが設定された Nexusスイッチ
から設定パラメータを定期的に取得し、セカンダリ VPCが設定された Nexusスイッチと関連
付けることで、不整合の原因となる可能性がある設定上の不一致を探します。不整合が検出さ
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れると、モニタリングポリシーがアラームを生成し、グローバルレベルおよびVPCレベルで
の不整合の詳細を取得します。次の表では、Nexus VPCヘルスモニタリングポリシーのパラ
メータについて説明します。

表 7 : [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）] > [Nexus VPCヘルス（Nexus VPC
Health）]

Nexus VPCモニタリングパラメータカテゴリ

stpModestp、Disabled、stpMstRegionName、stpMstRegionRevision、
stpMstRegionVlanMap、stpLoopguard、stpBridgeAssurance、stpEdgePortType、
bpduFilterGuard、stpMstSimulatePvst、passVlans

グローバルエラー（Global Fault）

VpcCardType、OperationalPortMode、Mode、LacpMode、InterfaceType、
AdminPortMode、Speed、Duplex、Mtu、NativeVlan、StpPortType、StpPortGuard、
StpMstSimulatePvst

VPCエラー（VPC Fault）

サポートされないパラメータとサードパーティデバイスを対象とした

モニタリングポリシーの作成

サードパーティまたはシスコのデバイスおよびデバイスグループをモニタするためのカスタム

MIBポーリングポリシーを設計できます。また、Prime Infrastructureがデフォルトポリシーを
提供していないデバイスの機能をモニタするためのカスタムMIBポリシーを作成することも
できます。この機能を使用して、以下の操作を実行することができます。

•デバイスタイプの SNMP MIBをアップロードし、ポーリングするデバイスと属性および
ポーリング頻度を選択する。

•単一のMIB定義ファイルまたは依存関係があるMIBのグループをZIPファイルとしてアッ
プロードする。

•折れ線グラフまたは表として結果を表示する。

この機能により、同じデバイスおよび属性に対するポーリングを容易に繰り返すことができ、

SNMPを使用してシスコデバイスをポーリングする方法をカスタマイズできます。

最大 25のカスタムMIBポーリングポリシーを作成できます。

カスタムMIBポーリング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）] > [モニタリングポリシー（Monitoring
Policies）]を選択し、[マイポリシー（My Policies）]を選択し、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 2 [ポリシータイプ（Policy Types）]メニューから、[カスタムMIBポーリング（Custom MIB Polling）]を選
択します。

ステップ 3 ポリシーの名前を入力します。

ステップ 4 [MIBの選択（MIB Selection）]タブで、ポーリング頻度を指定し、MIB情報を入力します。

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

20

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

サポートされないパラメータとサードパーティデバイスを対象としたモニタリングポリシーの作成



• Prime InfrastructureでモニタするMIBが [MIB（MIBs）]ドロップダウンリストに表示されない場合は、
URL http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2からモニタするMIBをダウ
ンロードします。

• MIBをアップロードするには、ZIPファイルをアップロードする場合にのみファイル名の拡張子を指
定します。

• ZIPファイルをアップロードする場合は、すべての依存MIBファイルが ZIPに含まれているか、また
はすでにシステムに存在することを確認してください。

•ファイルをアップロードし、MIB定義に同じ名前が付いていることを確認します。ZIPファイルをアッ
プロードする場合、そのファイル名を好きなように指定できますが、その中に含まれているMIBファ
イルも同じ規則に従う必要があります（例：MyMibs.zipは、ZIP内のすべてのMIBファイルがその
MIB名に一致していれば許容可能です）。

ステップ 5 デバイスで作成したポリシーをアクティブ化する前にテストするには、[テスト（Test）]タブをクリックし
て、新しいポリシーをテストするデバイスを選択します。

ステップ 6 指定したデバイスでポリシーを即座にアクティブ化するには、[保存してアクティブにする（Save and
Activate）]をクリックします。

ステップ 7 MIBポーリングデータを表示するには、作成したポリシーの名前を使用して[パフォーマンス（Performance）]
ダッシュボードの汎用ダッシュレットを作成します。

CiscoASRデバイスのSNMPポーリングの日付を表示するには、CPU使用率の場合は showplatform
hardware qfp active datapath utilization | inc Processingコマンドを、メモリ使用率の場合は show platform
hardware qfp active infrastructure exmem statistics | sec DRAMコマンドを使用する必要があります。

（注）

例：IP SLAのモニタ
ネットワークベースのアプリケーションおよびサービスの IPサービスレベルを表示するため
のモニタリングポリシーを作成できます。約 7つの IP SLA関連MIBがあります。この例で
は、ビデオMIBのみがモニタされます。

ステップ 1 次の URLから IP SLAビデオMIBをダウンロードします。 http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/
BrowseMIB.do?local=en&step=2

ステップ 2 [モニタ（Monitor）] > [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] > [マイポリシー（My Policies）]
を選択し、[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 [Custom MIB Polling]をクリックします。

ステップ 4 ポリシーの名前を入力します。

ステップ 5 [MIBの選択（MIB Selection）]タブで、[MIBのアップロード（Upload MIB）]をクリックして、ステッ
プ 1でアップロードしたMIBに移動します。

ステップ 6 [Tables]プルダウンメニューから、テーブルを選択し、モニタする特定のメトリックを選択します。
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ステップ 7 デバイスで作成したポリシーをアクティブ化する前にテストするには、[Test]タブをクリックして、新し
いポリシーをテストするデバイスを選択します。

ステップ 8 IP SLAメトリックをモニタするデバイスを選択します。

ステップ 9 指定したデバイスでポリシーを即座にアクティブ化するには、[Save and Activate]をクリックします。

ステップ 10 ダッシュボードからこの情報をモニタするには、汎用ダッシュレットを作成する必要があります。詳細

については、「事前定義のダッシュレットをダッシュボードに追加する」を参照してください。

過去のモニタリングポリシーデータ収集のステータスの

確認
モニタリングポリシーの過去のデータ収集を確認するには、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）] > [モニタリングポリシー（Monitoring
Policies）]を選択し、[マイポリシー（My Policies）]をクリックします。

ステップ 2 ポリシーを見つけ、[収集ステータス（Collection Status）]の下にある [詳細（Details）]をクリックして [収
集データ（Collection Data）]ダイアログを開きます。デバイスに対してポーリングを行ったパラメータを
確認するには、[パラメータ（Parameter）]列のテキストの上にマウスを重ねます。

ポリシーでモニタするデバイスセットの変更
モニタリング情報の収集頻度（ポーリング間隔）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 Monitor > Monitoring Policies > My Policies を選択してから、編集するポリシーを選択します。

ステップ 2 編集するポリシーを確認して [Edit]をクリックします。

ステップ 3 [デバイスの選択（Device Selection）]ドロップダウンリストをクリックします。

[デバイスグループ（Device Groups）]オプションを使用してデバイスを選択する際に、レコード
件数が 100を超えるグループに対応するチェックボックスをオンにした場合、最初のデバイスを
選択するページには最初の 100件のレコードが表示されて、それらのレコードだけが選択されま
す。残りのレコードを選択するには、次のページにスクロールダウンする必要があります。

（注）

ステップ 4 必要に応じてデバイスを選択および選択解除します。

ステップ 5 [Save and Activate ]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アクティブ化します。

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

22

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

過去のモニタリングポリシーデータ収集のステータスの確認

bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_0_User_Guide_chapter1.pdf#nameddest=unique_25


モニタリングポリシーのポーリングの変更
モニタリング情報の収集頻度（ポーリング間隔）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）]を選択し、[マイポリシー（My Policies）]をクリックします。

ステップ 2 編集するポリシーを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 ポーリング頻度を調整します。ポーリングの調整方法は、モニタリングポリシーのタイプに応じて異なり
ます。

ステップ 4 ポリシーを保存して選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合は [保存してアクティブにする（Save
and Activate）]をクリックします。

モニタリングポリシーのしきい値およびアラーム動作の

変更
問題を示すしきい値と、問題が検出された場合にPrime Infrastructureで情報イベントまたは（任
意の重大度の）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）]を選択し、[マイポリシー（My Policies）]を選択します。

ステップ 2 編集するポリシーを選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 変更するパラメータを検索します。

ステップ 4 パラメータを展開します。既存の条件を変更するか、新しい条件を追加することができます。次の図では、
Cisco ASR 9000デバイスの CPU使用率のしきい値とアラームが指定されています。
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次の表に示すように、各メトリックに対して設定できるしきい値は合計 50個までです。（注）

ステップ 5 操作が完了したら、[保存してアクティブにする（Save and Activate）]をクリックして、選択したデバイス
にポリシーを保存して即座にアクティブにします。

パラメータメトリック

CPU使用率CPU

[メモリプール使用率（Memory Pool Utilization）]MEMORY

環境温度（Environment Temperature）ENVTEMP
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パラメータメトリック

インターフェイスインバウンドエラー（Interface
InboundErrors）、インターフェイスアウトバウンド
エラー（Interface Outbound Errors）、インターフェ
イスインバウンド破棄（Interface InboundDiscards）、
インターフェイスアウトバウンド破棄（Interface
Outbound Discards）、入力使用率（Input
Utilization）、出力使用率（Output Utilization）、入
力パケットブロードキャストパーセント（InputPacket
Broadcast Percent）、入力キューのパーセンテージの
低下（Percentage drops in input queue）、出力キュー
のパーセンテージの低下（Percentage drops in output
queue）

INTERFACE

QoSクラスあたりのドロップパーセンテージQOS

パラメータポリシー名

受信バイト（In Bytes）、受信パケット（In
Packets）、送信バイト（OutBytes）、送信パケット
（Out Packets）

トラフィック分析（Traffic Analysis）

合計バイト数（TotalBytes）、合計パケット数（Total
Packets）、受信バイト（In Bytes）、受信パケット
（In Packets）、送信バイト（Out Bytes）、送信パ
ケット（Out Packets）

トラフィック分析（Traffic Analysis）

平均ネットワーク時間（Average Network Time）、
平均クライアントネットワーク時間（Average Client
Network Time）、平均サーバネットワーク時間
（Average Server Network Time）、平均トランザク
ション時間（Average Transaction Time）、平均サー
バ応答時間（Average Server Response Time）、最大
ネットワーク時間（Maximal Network Time）、最大
クライアントネットワーク時間（Maximal Client
Network Time）、最大サーバネットワーク時間
（Maximal Server Network Time）、最大トランザク
ション時間（Maximal Transaction Time）

アプリケーション応答時間（Application Response
Time）

平均MOS（Average MOS）、最低MOS（Worst
MOS）、ジッター（Jitter）、実際のパケット損失
（Actual Packet Loss）、調整されたパケット損失
（Adjusted Packet Loss）

音声ビデオデータ
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レポートを使用したネットワークパフォーマンスのモニ

タ
Prime Infrastructureは、ネットワークのパフォーマンスをモニタするのに役立つさまざまなレ
ポートを提供します。次に例を示します。

•環境温度、CPUとメモリの使用率

•インターフェイスエラーと破棄

パフォーマンスレポートを実行すると、データベースに保存されている履歴データが取得され

ます。レポートには、Prime Infrastructureが収集するように設定されているデータ、つまりモ
ニタリングポリシーを使用して収集およびモニタされるデータのみが表示されます。（イベン

トおよびアラーム関連のレポートではモニタリングポリシーを有効にする必要はありません。

そのデータは自動的に収集されます。）
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