
ダッシュボードとレポートの表示

さまざまな期間における、さまざまな項目についてのダッシュボードまたはレポートを表示でき

ます。ダッシュボードには、さまざまなダッシュボードや表を含めることができます。また、

デバイスの動作状況とパフォーマンス、およびネットワークの使用状況についての情報を含める

ことができます。次のトピックで、ダッシュボードとレポートについて説明します。

• ダッシュボードの概要, 1 ページ

• ダッシュボードの基本, 8 ページ

• ネットワーク概要ダッシュボードの解釈, 20 ページ

• マルウェアトラフィックダッシュボードの解釈, 28 ページ

• NG侵入防御ダッシュボードの解釈, 29 ページ

• ASAトラフィックダッシュボードの解釈, 30 ページ

ダッシュボードの概要
ダッシュボードは、ネットワークトラフィックのさまざまな側面の情報を集計します。ネット

ワーク上のトラフィックを分析するため、さまざまな期間のダッシュボードを表示できます。ほ

とんどの場合、一般情報から特定の情報にドリルダウンできます（たとえば、すべてのユーザの

ダッシュボードを表示してから、特定のユーザの詳細を表示できます）。
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次の図は、シングルデバイスモードのネットワーク概要ダッシュボードを示しています。マル

チデバイスモードでは、デバイスを選択し、ASAと ASA CXを切り替えることができるセレク
タが存在します。

図 1：ネットワーク概要ダッシュボード、シングルデバイスモード

ヘルスおよびパフォーマンスダッシュ

ボード。概要ダッシュボードには数

項目のダッシュボードがあります。

4デバイスサマリーダッシュボード。1

グラフの上にマウスを置くと、個々の

データポイントに関するポップアッ

プ詳細が表示されます。

5ダッシュボードのデータ範囲を決定す

る時間セレクタ。

2

すべてのトランザクション、許可トラ

ンザクション、拒否トランザクション

の表示を切り替えます。

6トランザクションカウントまたはス

ループット（ビット毎秒）に基づいて

データの表示を切り替えます。

3
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マルチデバイスモードのネットワークの概要のデバイスサマリーにはセレクタがあり、次の図

に示すように、デバイスの選択および ASAと ASA CXの間の切り替えを行うことができます。
独立したデバイスには、切り替えはありません。

図 2：デバイスサマリーダッシュボード（マルチデバイスモード）

選択した期間の、選択したデバイスに

関する CPU、メモリ、およびスルー
プット使用量。

4ASAと ASA CXの間で切り替えま
す。

1

[ViewMore]リンク。このリンクをク
リックすると、デバイスサマリー

ダッシュボードに移動して、上位5つ
だけでなく、すべての管理対象デバイ

スが表示されます。

5デバイス表示名。2

デバイスに対するアラート。アラートが 1つであればテキスト全体が表示され、そう
でなければ、アラート数のサマリーが表示されます。テキストをクリックすると、特

定のアラートを表示するデバイスダッシュボードに移動します。

3

概要ダッシュボードと詳細ダッシュボードには、[Top Sources]や [Top Destinations]など、複数の
ダッシュボードコンポーネントがあります。これらのダッシュボードには、表示しているダッ

シュボードのそのタイプで最も発生頻度の高い項目が示されます。たとえば、特定のユーザの詳
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細ダッシュボードを表示している場合、上位宛先にはそのユーザが最も多くアクセスした宛先が

示されます。

図 3：[Top Destinations] ダッシュボード

[ViewMore]リンク。このリンクをク
リックすると、そのレポート可能項目

のサマリーダッシュボードに移動し

ます。

4ダッシュボードタイトル。1

すべてのトランザクション、許可トラ

ンザクション、拒否トランザクション

の表示を切り替えます。

Next Generation IPSダッシュボードの
場合、切り替えはトランザクションで

なく、脅威のヒットに対して行われま

す。

5トランザクションカウントまたはデー

タ使用量（送受信された合計バイト

数）に基づいてデータの表示を切り替

えます。

Next Generation IPSダッシュボードの
場合、切り替えは脅威のヒットとデー

タの使用量の間で行われます。脅威

のヒットは、トランザクション数を上

回る可能性があります。

2
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ダッシュボードには複数のレポート項目が含まれることがあります。上位宛先には、

Webカテゴリ、Web宛先、アプリケーション、およびアプリケーションタイプの 4つ
の項目を表示できます。ダッシュボードは複数のダッシュボードタイプで表示されま

すが、ダッシュボードの実際の内容は変動し、表示項目は表示しているダッシュボー

ドに固有のものに常になります。その項目の詳細ダッシュボードに移動するには、名

前をクリックします。

3

利用可能なダッシュボード

次は、製品で使用できるメインダッシュボードです。 [Dashboard]メニューからこれらを開くこ
とができます。

一般に、名前、アイコン、[ViewMore]リンクなど、多くの項目をクリックして、個々の項目また
は監視するカテゴリ全体に関する詳細な情報を取得できます。マルチデバイスモードでは、統

計情報は、すべての管理対象デバイスの要約です。

[Network Overview]

このダッシュボードは、ネットワークのトラフィックおよびデバイスのヘルスとパフォーマ

ンスに関するサマリー情報を表示します。マルチデバイスモードでは、ASAおよびその
ASACXを含むすべての管理対象デバイスに対する、ヘルスおよびパフォーマンスの情報を
入手できます。シングルデバイスモードでは、CXデバイスのみに対する情報を入手でき
ます。この情報は、詳細な分析を必要とするエリアの識別、またはネットワークが一般的

な予期内で動作していることの確認に使用します。

[Malware Traffic]

このダッシュボードは、参照するWebサーバのWebレピュテーションに基づいてトランザ
クションの結果を示します。トランザクションは、サイトのWebレピュテーションが -6以
下の場合に悪意があると見なされます。この情報は、より詳細な分析や既存のポリシーの

変更を必要とするエリアの識別、またはレピュテーションフィルタリングが一般的な予期

内で実行されていることの確認に使用します。

また、ネットワークの概要の [Malicious Transactions]ダッシュボードで[View All]をクリッ
クしても、このダッシュボードを表示できます。

[NG Intrusion Prevention]

このダッシュボードは、Next Generation IPSフィルタリングの結果を示します。 IPSフィル
タリングを有効にし、NG IPSプロファイルを 1つ以上のアクセスポリシーに適用する場合
にのみ、ダッシュボードにデータが表示されます。この情報は、より詳細な分析や既存の

ポリシーの変更を必要とするエリアの識別、またはNext Generation IPSフィルタリングが一
般的な予期内で実行されていることの確認に使用します。

また、ネットワークの概要の [CX IPS Threatss]ダッシュボードで[View All]をクリックして
も、このダッシュボードを表示できます。
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[ASA Traffic]（マルチデバイスモードのみ）。

このダッシュボードは、ASAデバイスを経由した接続の最上位の送信元、宛先、およびサー
ビスを表示します。ドリルダウンレポートで、ASAファイアウォールの拒否ルールの適用
を示す、拒否されたトラフィック情報を表示できます。許可されたトラフィックの場合、

デバイスに CXモジュールが含まれる場合、ASAによって許可されたトラフィックは、最
終的に CXポリシーによって拒否される場合があることに注意してください。ネットワー
クを通過するトラフィックのタイプを評価するためにこの情報を使用します。

[Users]

これには、合計トランザクション数、許可トランザクション数、ブロックトランザクショ

ン数、データ使用量、および送受信バイト数に基づいてネットワークの上位ユーザが表示さ

れます。ユーザ名の形式は Realm\usernameです。実行中の認証に失敗したユーザはユーザ
名の領域でユーザのダッシュボードにユーザ名がゲストのゲストアクセスがイネーブルに

なっていない場合、\匿名表されます。認証の必要がないためマッピングをもたないユーザ
は、IPアドレスで表示されます。この情報は、ユーザの異常活動の識別に役立ちます。

ユーザ名は、ユーザの ID情報がトラフィックフローに関連付けられ
ている場合に限り使用できます。少なくとも、ディレクトリレルム

を定義し、レルムのアイデンティティポリシーを作成する必要があり

ます。ユーザ IDが大多数のトラフィックのダッシュボードで使用で
きるようにする場合は、アイデンティティポリシーでアクティブ認証

を使用する必要があります。また、パッシブ認証を提供し、必要に応

じてバックアップ方法としてアクティブ認証を使用するように、CDA
または ADエージェントを設定できます。

ヒント

[Web Destinations]

このダッシュボードには、www.cisco.comなど、アクセス先のサーバが表示されます。この
情報を使用すると、上位宛先の識別に役立ち、望ましくないサーバの使用量を減らすために

追加のアクセスコントロールが必要かどうかを判断できます。サーバのドメイン名を入手

できない場合は、IPアドレスが使用されます。

[Web Categories]

このダッシュボードは、参照するWebサイトのカテゴリに基づいて、ネットワークで使用
されているWebサイトのカテゴリ（ギャンブル、広告、検索エンジン、ポータルなど）を
示します。ユーザが参照する上位カテゴリを識別し、アクセスコントロールによって望ま

しくないカテゴリが十分にブロックされているかどうかを判別するために、この情報を使用

します。

[Policies]

このダッシュボードには、アクセスポリシーがネットワークトラフィックにどのように適

用されたかが表示されます。ポリシーを削除した場合は、名前に「- DELETED」が付きま
す。この情報を使用すると、ポリシーの効果の評価に役立ちます。
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[User Devices]

このダッシュボードには、ネットワークに対してリモートアクセスVPN接続を行っている
ユーザデバイスのタイプが表示されます。 VPNユーザデバイス情報は、リモートアクセ
スVPN接続時にAnyConnect SecureMobilityクライアントにより取得されます。この情報を
使用すると、ネットワークに接続しているクライアントのタイプの評価に役立ちます。

[Applications]

このダッシュボードには、Application Visibility and Control（AVC）エンジンによるネット
ワークトラフィックの分析に基づいて、ネットワークで使用中のアプリケーション（Facebook
など）が表示されます。この情報を使用すると、ネットワークで使用された上位アプリケー

ションの識別に役立ち、不要なアプリケーションの使用量を減らすために追加のアクセス

コントロールが必要かどうかを判断できます。

[Application Types]

このダッシュボードには、Application Visibility and Control（AVC）エンジンによるネット
ワークトラフィックの分析に基づいて、ネットワークで使用中のアプリケーションタイプ

（検索エンジンまたはインスタントメッセージングなど）が表示されます。この情報を使

用すると、ネットワークで使用された上位アプリケーションタイプの識別に役立ち、不要

なアプリケーションタイプの使用量を減らすために追加のアクセスコントロールが必要か

どうかを判断できます。

クラウド

このダッシュボードは、どのアプリケーションをクラウドベースでにサービスがアプリケー

ションの可視化に基づいてネットワークで使用される、（AVC） Engineのネットワークト
ラフィックの分析を制御するか表示します。この情報を使用すると、ネットワークで使用

された上位アプリケーションの識別に役立ち、不要なアプリケーションの使用量を減らすた

めに追加のアクセスコントロールが必要かどうかを判断できます。

[Devices]（マルチデバイスモードのみ）。

このダッシュボードには、この PRSMサーバによって管理される各デバイスのサマリー情
報が表示されます。デバイス詳細のドリルダウンレポートで、デバイスのインターフェイ

スに関する情報も表示できます。この情報を使用すると、ネットワークのさまざまなデバ

イスの使用量およびポリシー適用の違いや、デバイスのヘルスおよびパフォーマンスの分析

に役立ちます。

デバイスをインベントリから削除した場合、履歴期間中そのデータは

使用可能な状態のままになります。デバイス名に「DELETED」が付
きます。

（注）
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ダッシュボードの基本
ここでは、ダッシュボード使用の基本を説明します。以降のトピックは、いずれか 1つの特定の
ダッシュボードではなくダッシュボード全般に適用されます。

ダッシュボードとレポートデータの概要

ダッシュボードのデータはデバイスからすぐに収集されるので、ダッシュボードに反映されるデー

タとネットワークアクティビティの間に遅延時間はほとんどありません。ただし、データを分析

するときは次の点に注意してください。

•データは、アクセスポリシーのデフォルト設定である [Eventing: On]を選択したアクセスポ
リシーに一致するトラフィックだけについて収集されます。アクセスポリシーのイベント

生成をオフにした場合、ポリシーに一致するトラフィックはいずれもダッシュボードに示さ

れず、Event Viewerにイベントを生成しません。

• Next Generation IPSダッシュボードの場合、データコレクションはさらにモニタリングして
いる脅威に制限されます。無視している脅威は、脅威シグニチャヒットカウントに表示さ

れません。

•データは 5分バケットで集約されるため、30分グラフと 1時間グラフではデータポイント
は 5分刻みで表示されます。時間の終了時に、 5台の微細なバケットは、日、および週のバ
ケットを集計される 1時間のバケットに集約されます。 5台の微細なバケットは 31日間、
7日 1時間のバケット、および 365日間日のバケットに保持されます。前にさかのぼるほ
ど、データはさらに集約されます。古いデータを照会すると、これらのデータバケットの

可用性にクエリーを調整します、最善の結果が得られます。複数の計算、 UTC時刻に基づ
いています;サーバまたはクライアントの時間は無視されます。

たとえば、5分間よりも長い間デバイスが到達不能になったなどの理由によ
り、データポイントが欠けている場合は、折れ線グラフが途切れます。

（注）

•「Top N」ダッシュボードは一定のデータポイントに限定されます。 5分のバケットの制限
よりも多くのデータポイントがある場合、制限内のデータ・ポイントのみがカウントされま

す;制限外のデータポイントは、これらの項目に関するイベントが再発する）が無視されま
す。その結果、データが 5個の微細なバケットから集約されるため、 1バケット Top Nに表
示される別の品目ではなく、不完全なメトリックがあります。

たとえば、 Top Usersレポートを考慮します。最初の 5微細なウィンドウ中、ユーザ John
Doeは上位 Nユーザです。次の 5微細なバケットの間に、 John Doeは、ネットワークトラ
フィックを生成していますが、その時間の上位Nにありません。その後、毎時の概要がその
時間を構成する 12バケットから 5分間計算されたとき、その要約ユーザー John Doeのエン
トリは最初の 5分のデータが含まれますが、 John Doeがその期間内 Top-Nにないため 2 5分
分から開始して、 John Doeのトラフィックで何も含まれません。
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•イベントおよびレポートデータのストレージ領域がいっぱいになると、システムは新しい
データを保存するスペースを確保するために、自動的に古いデータを削除します。したがっ

て、使用可能な履歴データの量は、システムのイベントレートやストレージ容量によって異

なります。

•（マルチデバイスモードのみ）。デバイスからのデータ取得がとぎれた場合、ダッシュボー
ドの上部の時間範囲バーにアラートが表示されます。このアラートは、ダッシュボードに表

示される少なくとも 1つのデバイスに対してデータの中断を含む時間範囲を選択した場合だ
け表示されます。メッセージは、「接続の途切れのためにレポートデータが欠落している

可能性がある」ことを示しています。関連するシステムイベントを表示するには、リンクを

クリックしてイベントビューアを開きます。 Event Receiver Disconnected、Event Receiver
Connectedメッセージがギャップを示します。

• PRSMマルチデバイスモードでダッシュボードを表示する場合、データはすべての管理対象
デバイスから集約されます。 1つのデバイスに固有の情報を表示するには、[Devices]ダッ
シュボードを使用します。

•（マルチデバイスモードのみ）アプリケーションベースのデータの品質は、デバイスのレ
ポートで使用される AVCシグニチャセットが PRSMサーバのセットより最近の場合、劣化
する可能性があります。シグニチャセットが長時間同期していない場合、データに不明な

アプリケーションの数の増加が含まれることがあります。PRSMサーバが長期間アップデー
トをダウンロードできず、管理対象デバイスは正常にアップデートをダウンロードしている

場合、または、シグニチャセットがすでに同期されていないときにアップデートをディセー

ブルにした場合に、同期の欠落が発生することがあります。すべてのデバイスが同じシグニ

チャセットを使用すると、最善の結果が得られます。

•（マルチデバイスモードのみ）。ASAデータは、デバイスおよび Syslogイベントから取得
されます。マルチコンテキストモードのデバイスの場合、データはシステムコンテキスト

から取得されます。 PRSMサーバを ASAの Syslogサーバとして定義しない場合、接続デー
タはデバイスから取得されるヘルスおよびパフォーマンスのモニタリングデータから取得さ

れ、許可または拒否された接続の統計情報を表示できません。 6以上のSyslogロギングレベ
ルを設定します。

•（マルチデバイスモードのみ）。ハイアベイラビリティペアはペアの論理名の下に表示さ
れます。

ダッシュボードのドリルダウン

ダッシュボードには、必要な情報にドリルダウンするための多くのリンクが含まれます。項目の

上にマウスを置くと、どの項目でその詳細に進めるかがわかります。
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たとえば、次の図に示す上位 5アプリケーションリストなどの一般的なダッシュボードレポート
項目において、[View More]リンクをクリックすると、その項目のサマリーダッシュボードに移
動できます。

図 4：上位 5 ダッシュボードからフルサマリーダッシュボードへの移動

未処理値でのデータ表示とトラフィッ

クボリューム全体の比率でのデータ

表示の切り替えを行います。

2[Items shown]。ダッシュボードに表示
する項目の個数を選択します。

1

サマリーダッシュボードの上位 5ダッシュボードで項目をクリックして、特定の項目の詳細ダッ
シュボードに移動することもできます。次の図に示すように、上位 5アプリケーションダッシュ
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ボードまたはアプリケーションサマリーダッシュボードのいずれかで [Hypertext Transfer Protocol]
をクリックすると、HTTPのアプリケーション詳細ダッシュボードに進みます。

図 5：上位 5 ダッシュボードまたはサマリーダッシュボードから詳細ダッシュボードへの移動

トランザクションカウントをクリックしてサマリーダッシュボードから Event Viewerに移動し、
データの収集に使用されたイベントを表示することもできます。次の図に示すように、Event
Viewerはダッシュボード項目およびダッシュボードに選択した時間範囲に基づいて自動的にフィ
ルタリングされます。
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表示されるイベント数は、古い期間クエリーのトランザクション数およびディスクスペース

が減り、新しいイベントの到着時にイベントがストレージから除外されるため、特に異なる場

合があります。前に 30日間にわたり期間のクエリーは、一致するイベントを返さないことが
あります。逆に、トランザクション数と、それらのピリオドが含まれていないため、項目が

マスクされた各 5微細なバケットの上位 N個の 1台の範囲でない場合は、トランザクション
よりもイベントが表示されることがあります。

（注）

図 6：サマリーダッシュボードからイベントビューアへのトランザクションリンクによる移動

ダッシュボードの時間範囲の変更

ダッシュボードを表示するときは、[Time Range]リストを使用して、ダッシュボードに含める情
報を定義する時間範囲を変更できます。時間範囲のリストは各ダッシュボードの上部にあり、こ

れを使用して最近 1時間または 1週間などの定義済みの時間範囲を選択したり、特定の開始時刻
と終了時刻でカスタムの時間範囲を定義したりできます。選択した時間範囲は、選択を変更する

まで、表示する他のすべてのダッシュボードに引き継がれます。

ダッシュボードは自動的に 10分ごとに更新します。

時刻はご使用のワークステーションで設定されているタイムゾーンではなく、デバイスで定義

されているゾーンに基づいたものになります。

（注）
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次の表に、時間範囲オプションの説明を示します。

表 1：ダッシュボードの時間範囲

戻されるデータTime Range

5分間隔で 30分間と、追加で最大 5分間。Last 30 minutes

5分間隔で 60分間と、追加で最大 5分間。Last Hour

直前の時間境界に丸めた、1時間間隔で最近 24時間。たとえば、現在
時刻が 13:45の場合、[Last 24 Hour]は昨日の 13:00から今日の 13:00ま
での期間になります。

Last 24 Hours

直前の時間境界に丸めた、1時間間隔で最近 7日間。Last 7 Days

直前の午前 0時から始まり、1日間隔で最近 30日間。Last 30 Days

ユーザ定義の時間範囲。開始日、開始時刻、終了日、および終了時刻

用に [Edit]ボックスが表示されます。各ボックスをクリックして、目的
の値を選択します。作業が完了したら、[Apply]をクリックしてダッシュ
ボードを更新します。

カスタム時間範囲を接続する必要があります。この場合、データバケッ

トの可用性と範囲を調整する必要があります。範囲のために以前 7-31
日は時間のクエリーを合わせます。古い範囲ごとに、時刻、整合;年間
の範囲に、週内の位置を合わせます。

いずれの場合も、日の境界を定める使用UTC時間;クエリーの時間帯、
サーバとクライアントは、データバケットに関連しません。たとえば、

時間帯を太平洋夏時間 (PDT)場合、 UTC（PDTにオフセットされる 8
時間）に携わる前に 40日、 2日の 1日の使用および日曜日の午後デー
タを照会します。

Custom Range

ダッシュボードに表示されるデータの制御

概要および詳細ダッシュボードには [Top Sources]や [Top Destinations]などいくつかの下位ダッ
シュボードが含まれます。各ダッシュボードパネルにあるコントロールを使用すると、データの

さまざまな側面を表示できます。次のコントロールを使用できます。
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[Transactions]または [Threats]、[Data Usage]

これらのリンクをクリックすると、トランザクション数またはトランザクションのデータ量

に基づいたグラフが表示されます。NextGeneration IPSダッシュボードの場合、[Transactions]
は、モニタリングしている脅威のヒットカウントである [Threats]で置き換えられます。 1
つのトランザクションは複数の脅威に一致できるため、脅威の数が一致するトランザクショ

ンの数より多い場合があります。

図 7：トランザクション数とデータ使用量の切り替え
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[All]、[Denied]、[Allowed]

各ダッシュボートの右上にあるラベルのないドロップダウンリストに、これらのオプショ

ンがあります。これらを使用して、拒否接続のみ、許可接続のみ、あるいは拒否または許

可にかかわらずすべての接続の表示に変更します。

Next Generation IPSダッシュボードの場合、これらの数は、モニタリングしている脅威のる
ヒットカウント、およびそれらのヒットに関連するトランザクションのデータ使用量です。

ASAダッシュボードの場合、これらのオプションは、PRSMサーバを ASAの syslogサーバ
として定義した場合にだけ使用できます。

図 8：すべてのトランザクションと拒否トランザクション（拒否されたサイト名はブランク）の切り
替え

[View More]

表示する項目のダッシュボードに移動するには、[View More]リンクをクリックします。た
とえば、[Top Destinations]ダッシュボードの [Web Destinations]グラフで [View More]をク
リックすると、[Web Destinations]ダッシュボードに進みます。詳細ダッシュボードのダッ
シュボードを表示している場合は、詳細を表示している項目の詳細な [WebDestinations]ダッ
シュボードに移動します。

ダッシュボードのカラム

通常、ダッシュボードにはグラフ形式で表示される情報に加えて、情報を提供する1つ以上のテー
ブルが含まれています。
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•多くのカラムの意味は、そのカラムを含むダッシュボードによって変わります。たとえば、
トランザクションのカラムには、レピュテーションなど、レポートの基準になる項目タイプ

のトランザクション数が示されます。未処理の数値で行うか、項目に報告されたすべての未

処理値の比率で行うか、値の切り替えを行うこともできます。

•カラムヘッダーをクリックすると、カラムのソート順を変更できます。

次の表に、各種ダッシュボードで使用されるすべてのカラムの説明を示します。標準カラムはす

べてのダッシュボードにあり、可変カラムはその項目のダッシュボードのみに表示されます。

PDFレポートにも同じカラムが多数含まれています。

表 2：ダッシュボードのカラム

説明カラム

標準カラム

報告された項目のトランザクション総数。トップレベルのダッシュボー

ドでは、数値はリンクになっています。クリックすると、表示している

項目に基づいてフィルタリングされたイベントテーブルがEventViewer
に表示されます。

表示されるイベント数は、古い期間クエリーのトランザクション数およ

びディスクスペースが減り、新しいイベントの到着時にイベントがス

トレージから除外されるため、特に異なる場合があります。前に 30日
間にわたり期間のクエリーは、一致するイベントを返さないことがあり

ます。逆に、トランザクション数と、それらのピリオドが含まれてい

ないため、項目がマスクされた各 5微細なバケットの上位 N個の 1台
の範囲でない場合は、トランザクションよりもイベントが表示されるこ

とがあります。

Transactions

報告された項目で許可されたトランザクションの数。Transactions allowed

報告された項目で（ポリシーに基づいて）ブロックされたトランザク

ションの数。

Transactions denied

報告された項目の送受信バイト数の合計。Data Usage

報告された項目の送信バイト数。Bytes sent

報告された項目の受信バイト数。Bytes received

可変カラム

AVCエンジンで判定された、トランザクションのアプリケーションの
名前。

Application
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説明カラム

AVCエンジンで判定された、トランザクションで使用されたアプリケー
ションのアプリケーションタイプの名前。

Application type

Next Generation IPS脅威と一致するトランザクションのトラフィック送
信元。

Attacker

（マルチデバイスモード）。管理対象デバイスの名前または IPアドレ
ス。デバイスをインベントリから削除した場合は、名前に「-
DELETED」が付きます。

Device Name

トランザクションに関係したWebサイトのDNS名または IPアドレス。Domain name

トランザクションと一致したコンテキスト対応アクセスポリシーの名

前。ポリシーを削除した場合は、名前に「- DELETED」が付きます。
Policy name

Next Generation IPS脅威と一致するトランザクションのトラフィック宛
先。

Target

トランザクションと一致する Next Generation IPS脅威の名前。Theat

トランザクションを行ったリモートアクセス VPNクライアントで使用
された、オペレーティングシステムまたはデバイスの名前。

User device

トランザクションを行ったユーザのユーザ ID。実行中の認証に失敗し
たユーザはユーザ名の領域でユーザのダッシュボードにユーザ名がゲス

トのゲストアクセスがイネーブルになっていない場合、\匿名表されま
す。認証の必要がないためマッピングをもたないユーザは、IPアドレ
スで表示されます。ユーザ名の形式は Realm\usernameです。

User name

Web（URL）カテゴリの名前。カテゴリの情報は、そのカテゴリに属す
すべての URLのサマリーになっています。

Web category

レポートの作成

ダッシュボードに表示されるデータのスナップショットをキャプチャするレポートを作成できま

す。次のトピックで、レポートについて説明します。

「Generating Reports」
ダッシュボードに表示されるデータのスナップショットをキャプチャするレポートを生成できま

す。レポートは PDF形式であるため、表示するには Adobe Acrobat Readerが必要です。
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手順

ステップ 1 [Dashboard]メニューからダッシュボードを選択します。

ステップ 2 ダッシュボードのタイトル行の右側にある [Generate Report]をクリックします。

ステップ 3 目的のレポートタイプと時間範囲を選択します。

また、レポートで使用するロゴをアップロードできます。レポートプロパティの詳細について

は、レポートプロパティ, （18ページ）を参照してください。

ステップ 4 [Generate]をクリックします。
準備ができると、レポートが開きます。

レポートプロパティ

レポートを生成するには、次のプロパティを設定する必要があります。必要なプロパティを選択

したら、[Generate]をクリックします。

Report Type

生成するレポート。詳細については、レポートタイプ, （18ページ）を参照してくださ
い。

Time Range

レポートに表示されるデータを定義する範囲。過去 30分、1時間、24時間、7日、30日を
選択するか、[Custom]を選択し、表示されたボックスで開始日と終了日を選択します。

Report Logo

組織独自のロゴを追加するには、[Upload Logo]をクリックします。ページに、イメージの
制限に関する説明が表示されます。

レポートタイプ

次のタイプのレポートを生成できます。各レポート

•トランザクションデータは、トランザクションの総数、許可された数、および拒否された数
を示します。

•バイトデータは、トランザクションの合計バイト数に基づいてトランザクションを示し、許
可されたトランザクションのバイト数および拒否されたトランザクションのバイト数を示し

ます。

• [Top 5 by transactions]カラムには、項目名（ユーザ、Webカテゴリなど）とその項目のトラ
ンザクション数の両方が含まれます。
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次のレポートタイプを使用できます。

[Administrative]レポート

次の表およびグラフがあります。

•ポリシーの変更。変更履歴情報が表示されます。各行は、変更したユーザ、ポリシー
名、チケット番号、日時、変更されたデバイス、変更の詳細（変更されたフィールド、

変更のタイプ（アクション）、古いデータと新しいデータを含む）を示します。新し

い項目の場合、[old]カラムがブランクで、削除済みアイテムの場合、[new]カラムがブ
ランクです。

•トランザクション数で示す、ヒットした上位ポリシー。各アクセスポリシーの上位ユー
ザ、Webカテゴリおよびアプリケーションタイプが含まれます。

•トランザクション数およびデータ量で示す、トラフィック合計。ネットワークのロー
カルユーザとリモートアクセス VPNユーザ間の詳細を示します。

[Application and Web Destination Analysis]レポート

次の表があります。

•トランザクション数で示す、上位アプリケーション。各アプリケーションの上位ユー
ザおよびWeb宛先が含まれます。

•トランザクション数で示す、上位Web宛先。各Web宛先の上位ユーザ、デバイス、お
よびWebカテゴリが含まれます。

•トランザクション数で示す、上位アプリケーションタイプ。各アプリケーションタイ
プの上位アプリケーションおよびユーザが含まれます。

•トランザクション数で示す、上位Webカテゴリ。各Webカテゴリの上位ユーザおよび
Web宛先が含まれます。

[Threat Analysis]レポート

次の表があります。

•トランザクション数で示す、上位脅威。脅威平均スコアおよび上位攻撃者、ターゲッ
ト、および各NextGeneration IPS脅威に対するアクセスポリシーヒットが含まれます。

•トランザクション数で示す、上位攻撃者。各攻撃者によって生成された上位の脅威、
そのターゲット、トラフィックが最もヒットしたアクセスポリシーが含まれます。

•トランザクション数で示す、上位ターゲット。上記脅威、攻撃者、およびポリシーヒッ
トが含まれます。

•トランザクション数で示す、最大脅威を検出する上位ポリシー。上位脅威、攻撃者、
およびターゲットが含まれます。
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[User and Device Analysis]レポート

次の表があります。

•トランザクション数で示す、上位ユーザ。各ユーザの上位アプリケーション、Webカ
テゴリおよびユーザデバイスが含まれます。

•トランザクション数で示す、上位ユーザデバイス。

ネットワーク概要ダッシュボードの解釈
ネットワーク概要にはネットワークトラフィックに関するサマリー情報と、デバイスのヘルスお

よびパフォーマンスが表示されます。マルチデバイスモードでは、ASAおよびその ASA CXを
含むすべての管理対象デバイスに対する、ヘルスおよびパフォーマンスの情報を入手できます。

シングルデバイスモードでは、CXデバイスのみに対する情報を入手できます。

ネットワークの概要を表示するには、[Dashboard] > [Network Overview]を選択します。

トランザクションとデータ使用量ビュー間でさまざまなダッシュボードを切り替え、すべての、

拒否された、または許可されたトランザクションに基づいてフィルタリングできます。名前、ア

イコン、[ViewMore]リンクなど、多くの項目をクリックして、個々の項目または監視するカテゴ
リ全体に関する詳細な情報を取得できます。マルチデバイスモードでは、統計情報は、すべて

の管理対象デバイスの要約です。この情報は、詳細な分析を必要とするエリアの識別、または

ネットワークが一般的な予期内で動作していることの確認に使用します。

次のダッシュボードが、ネットワーク概要ダッシュボードとドリルダウンレポートで使用可能で

す。

•オンボックスサマリー、デバイスサマリー：デバイス（シングルデバイスモード）または
管理対象デバイス（マルチデバイスモード）に関する情報。詳細については、ヘルスとパ

フォーマンスのモニタリング, （21ページ）およびデバイスアラートの解決, （24ページ）
を参照してください。

•ヘルスとパフォーマンス：CPUとメモリの使用状況に関する情報。詳細については、ヘルス
とパフォーマンスのモニタリング, （21ページ）を参照してください。

•悪意のあるトランザクション：処理される合計トランザクションと比較した、Webレピュ
テーションが低い（-6以下）サイトが検出されたトランザクション。検出された悪意のある
トランザクションの場合、許可された数が表示されます。 [ViewMore]をクリックして [Malware
Traffic]ダッシュボードを開き、マルウェアトラフィックダッシュボードの解釈, （28ペー
ジ）を参照します。

• CX IPS脅威：また、許可とブロックされた回数を基準として、モニタリングされる Next
Generation IPS脅威に一致する数の全体像を提供します。送受信バイト数を表示するデータ
使用量にビューを切り替えることができます。 [View More]をクリックして [NG Intrusion
Prevention]ダッシュボードを開き、NG侵入防御ダッシュボードの解釈, （29ページ）を参
照します。
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•上位ポリシー：トランザクション数またはデータ使用量で示す、最も多くのトラフィックフ
ローと一致したアクセスポリシー。

•上位の発信元：トランザクション数またはデータ使用量で示す、最も多くのトラフィックを
生成したユーザと、該当する場合、そのリモートアクセス VPNユーザデバイスに関する情
報。

•上位CX（マルチデバイスモードのみ）。トランザクション数またはデータ使用量で示す、
最も多くのトラフィックを処理した CXデバイス。

•ロケーションごとのトラフィック：トランザクション数またはデータ使用量で示す、ローカ
ル（非 VPN）接続とリモートアクセス VPN接続の間の関係を示す円グラフ。

•上位の宛先：トランザクション数またはデータ使用量で示す、トラフィック宛先またはアプ
リケーションの特性に関する情報。

•上のクラウドサービスアプリケーション：データやトランザクションを使用してクラウド
ベースのアプリケーションとして、対応アプリケーションに関する情報。

ヘルスとパフォーマンスのモニタリング

デバイスの基本システムのヘルスおよびパフォーマンス情報を表示するには、ネットワーク概要

ダッシュボードを使用できます。マルチデバイスモードでは、デバイスダッシュボードも使用

できます。

次の機能は、ヘルスとパフォーマンスのモニタリングに使用可能です。

オンボックスサマリー、ネットワーク概要（シングルデバイスモードのみ）。

対処が必要なすべてのアラートを含む、ログイン先の CXデバイスについてのサマリー情
報。サマリーには、次の情報が含まれます。

•左側のリストには、デバイス上で実行されているソフトウェアバージョン、デバイス
モデル、および最終展開日（最後に設定変更がデバイスに保存された時）が表示され

ます。

•右側のグラフとテーブルには、システムを通過するネットワーク活動の量が表示され
ます。グラフの上のリンクを使用すると、トランザクション（未処理の接続数）とス

ループット（データレート）間で切り替えることができます。ドロップダウンリスト

を使用して、拒否トランザクション、許可トランザクション、あるいはすべてのトラ

ンザクションを表示します。グラフの上にマウスを置くと、そのデータポイントの時

刻と値がわかります。
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デバイスサマリー、ネットワーク概要（マルチデバイスモードのみ）

この PRSMサーバを使用して管理している各 ASAおよび CXデバイスについてのサマリー
情報。 [ASA|CX]アイコンはトグル動作となり、それぞれの側のトグルをクリックすると、
ASAとそれに含まれる CXの間でデータ表示が切り替わります。検討しているデバイスを
確認するには、デバイス名のカラムを使用します。

サマリーにはデバイスごとに次の情報が含まれます。

•デバイスに問題がある場合、最新の問題についてのアラート。複数のアラートがある
場合は、特定のアラートではなくサマリーカウントが表示されます。リンクをクリッ

クすると、詳細ダッシュボードに移動し、すべてのアラートがリストされます。アラー

トの詳細については、デバイスアラートの解決, （24ページ）を参照してください。

•現在の CPUとメモリの使用率、および最小、最大、および平均メトリックを含むデバ
イスのデータスループット。

•管理しているデバイス数が多くサマリーに収まり切らない場合は、[View More]をク
リックするとリスト全体が表示されます。

ヘルスとパフォーマンス、ネットワーク概要、およびデバイス詳細

デバイスの負荷がわかる、CPUとメモリの使用率が集約された別々のグラフ。グラフは動
作モードによって異なります。

シングルデバイスモード

線の上にマウスを置くと、グラフのデータポイントの特定の時刻と値がわかります。

データポイントが入手できなかった場合は、線が途切れます。使用率が 85%を超え
ると、高いことがマークで示されます。

マルチデバイスモード

棒グラフは、定義済みの使用量範囲に収まるデバイスの数を示します。範囲に収まる

デバイスのデバイスダッシュボードを表示するには、範囲をクリックします。範囲

にあるのが 1つのデバイスの場合は、そのデバイスの詳細ダッシュボードに直接進み
ます。複数ある場合は、範囲にあるデバイスのリストが表示され、デバイスをクリッ

クして詳細を表示します。

デバイス詳細ビューでは、ASAとCXの線は別になっています。凡例のデバイスタイ
プをクリックして、線の追加または削除ができます。線の上にマウスを置くと、グラ

フのデータポイントの特定の時刻と値がわかります。データポイントが入手できな

かった場合は、線が途切れます。使用率が 85%を超えると、高いことがマークで示
されます。ハイアベイラビリティデバイスの場合、アクティブデバイスとスタンバ

イデバイス間で切り替えることができます。
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デバイスサマリー、デバイス詳細ダッシュボード（マルチデバイスモードのみ）

対処する必要のあるアラートを含む、管理対象デバイスに関するサマリー情報。サマリー

には、次の情報が含まれます。

•左側のリストには、各デバイス上で実行されているソフトウェアバージョン、デバイ
スモデル、および最終展開日（最後に設定変更がデバイスに保存された時）が表示さ

れます。デバイス上で使用可能なネットワークインターフェイスおよびその現在のス

テータスもグラフに表示されます。赤は停止を意味し、緑は稼働中で動作しているこ

とを意味し、色なしはインターフェイスが設定されていないことを示します。ポート

をクリックすると、インターフェイスに関する詳細情報が表示されます。

•ハイアベイラビリティデバイスの場合、デバイス情報の上のリンクを使用して、アク
ティブデバイスとスタンバイデバイス間で切り替えることができます。

•右側のグラフとテーブルには、システムを通過するネットワーク活動の量がトランザ
クション/接続（未処理の接続数）、スループット（データレート）、および変換（ASA
用）に基づいて表示されます。グラフの上のリンクを使用すると、ASAと CXの間で
切り替わります。ドロップダウンリストを使用して、拒否トランザクション、許可ト

ランザクション、あるいはすべてのトランザクションを表示します。グラフの上にマ

ウスを置くと、そのデータポイントの時刻と値がわかります。

グラフの凡例で [Transactions]、[Connections]、[Translates]、または [Throughput]をクリッ
クすると、線の追加または削除ができます。
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インターフェイスダッシュボード（マルチデバイスモードのみ）

インターフェイスダッシュボードは、VLANを含むデバイス上に設定されたインターフェ
イスの詳細情報を表示します。 CXデバイスの場合、インターフェイスは CXデバイスをホ
ストするデバイスにあります。この情報を使用すると、インターフェイスパフォーマンス

の分析およびトラブルシューティングに役立ちます。

インターフェイスダッシュボードを表示するには、デバイス詳細ダッシュボードのポート

アイコンをクリックします。詳細ダッシュボードに移動するには、[Dashboard] > [Devices]
を選択し、インターフェイスを表示するデバイスの名前をクリックします。次に、設定済

みポートをクリックします。未設定ポートには使用可能なインターフェイスダッシュボー

ドがありません。

ダッシュボードには次のメイン情報が表示されます。

•トラフィック使用状況グラブ：トラフィックレートを示します。線の上にマウスを置
くと、特定のデータポイントの時刻と値がわかります。特定の VLANのデータレー
ト、毎秒のパケットレート、ビット毎秒のスループット、バイトでの平均パケットサ

イズ、およびドロップされたパケット数を表示するようにグラフを操作できます。パ

ケットレートの場合、凡例のラベルをクリックして削除できる入出力用に別々の行が

あります。

•トラブルシューティンググラフ：さまざまなエラー率を示します。線の上にマウスを
置くと、特定のデータポイントの時刻と値がわかります。ほとんどのグラフで、凡例

のラベルをクリックして線の追加または削除ができます。 [Refresh]をクリックすると、
新しいデータでグラフが更新されます。パケットエラー（CRCおよびフレーム）、
バッファリソース（オーバーランがおよびアンダーラン）、衝突数、およびその他（ブ

ロードキャストパケット）を表示するようにグラフを操作できます。

デバイスアラートの解決

特定のタイプの問題がデバイスで発生した場合、ネットワークの概要でそのデバイスサマリーに

アラートが表示されます。マルチデバイスモードでは、これらのアラートはデバイス詳細ダッ

シュボードでも表示されます。さらに、マルチデバイスモードのデバイスインベントリページ

にアラートがいくつか表示されることがあります。アラートは 5分ごとに更新されます。

いずれかの管理対象デバイスにアラートがないか確認するには、次の操作を実行します。

• [Dashboard] > [Network Overview]を選択してデバイスサマリーを調べます。マルチデバイス
モードで、簡単に表示できないほど多くのアラートがデバイスにある場合、アラートの数の

要約が表示されます。特定のアラートを表示するには、アラート要約をクリックしてデバイ

ス詳細ダッシュボードを表示します。次の図はこれを示しています。

•（マルチデバイスモードのみ）。[Dashboard] > [Devices]を選択し、次にデバイス名をクリッ
クします。デバイス詳細ダッシュボードのみにアラートが表示されます。
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•（マルチデバイスモードのみ）。Configurations > Policies/Settingsを選択し、リポジトリ
ビューに切替え、[Overview][Overview]タブを選択します。インベントリテーブルでアラー
トを探します。

図 9：概略アラートから特定アラートへの移動

次に、表示される可能性があるアラートのリストを示します。これらのアラートの多くは、シン

グルデバイスモードには適用されません。

CX Config Version Out-dated

CXデバイスで実行されているコンフィギュレーションバージョンが、PRSMデータベース
に保存されているものと大幅に異なります。これは、古いバックアップを回復した場合、

または複数の連続した展開が長期間失敗している場合に発生することがあります。このア

ラートを取得した場合、CXホームページにログインし、デバイスのデータベースと PRSM
のデータベースを再同期するオプションを選択します。CXの設定を維持する場合は、PRSM
インベントリからデバイスを削除してから追加し、PRSMデータベースをアップデートする
必要があります。

Delete failed

このサービスのインベントリからの削除を完了できませんでした。CXデバイスにログイン
し、リンクをクリックしてシングルデバイスモードに切り替えます。
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Device Failed Over

ハイアベイラビリティペアのアクティブデバイスで障害が発生し、スタンバイデバイスが

引き継ぎました。障害が発生したデバイスの問題を評価し、オンラインに戻します。

Device_type Deploy failed

デバイスの展開ジョブに失敗しました。この問題を評価するには、[Administration]> [Change
History]を選択し、フィルタコントロールを使用してデバイスに関係する最新ジョブを入手
します。失敗の原因がタイムアウトまたはデバイスが使用できないことである場合は、デ

バイスの接続に問題がないか調べてください（DeviceUnavailableアラートの説明を参照）。
見つかった問題をすべて修正します。

展開を再試行するには、メニューバーの [ChangesPending]リンクをクリックし、[Deployment
Status]タブを選択します。再展開を試みるデバイスを決定し、[Redeploy]ボタンをクリック
します。

Device_type Device unreachable

PRSMサーバとデバイス間の通信に失敗しています。いくつかの原因が考えられます。

•デバイスが停止しています。デバイスに直接ログインを試みて、正しく機能している
かを判断します。ASACXの場合は、親ASAにログインして次のコマンドを使用しま
す。

• show module：ASA CXモジュールのステータスは [Up]となるはずです。その他
のステータス [Down]、[Init]、[Unresponsive]はモジュールに問題があることを示
しています。

• show service-policy：トラフィックを ASA CXに送っている場合は、ASA CXモ
ジュールから戻ったパケットを探します。

•サーバとデバイス間のネットワークパスに問題があります。サーバにログインし、
pingコマンドと tracerouteコマンドを使用して接続を確認します。問題は、ルータの
誤設定などの論理的なものであったり、ケーブルの抜けや断線などの物理的なもので

あったりします。

• TLS/SSL証明書が失効しました。最新の証明書を取得するには、インベントリリスト
でデバイスを選択し、[Refresh Certificate] コマンドを使用します。

•デバイスをインベントリに追加するときに指定したユーザアカウントの、パスワード
を変更しました。これが問題の原因である場合、デバイスの概要タブでクレデンシャ

ルを更新します。

Discovery failed

このアラートは、デバイスを追加したときにデバイス設定のディスカバリに失敗した場合

に、デバイスインベントリに表示されます。デバイスの上にマウスを置き、[DeleteDevice]
をクリックします。ネットワーク接続を含むデバイスの状態を確認して再試行します。
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Discovery in progress

このアラートは、デバイスを追加したときに PRSMがその設定の検出中である場合に、デ
バイスインベントリに表示されます。ディスカバリが完了するまで待ってから、デバイス

への変更の展開を試みます。

Interface interface_name down

示されたインターフェイスが停止しています。この状況は、意図的なものであることも、

問題を示していることもあります。インターフェイスが管理目的で停止しているかを判断

するには、デバイス詳細ダッシュボードに移動し（デバイス名をネットワークの概要でク

リックし）、赤いインターフェイスをクリックしてインターフェイスダッシュボードを開

きます。管理者がインターフェイスをシャットダウンしたことがアラートで示されている

場合、その状態は意図的なものです。そうでなければ、ASAにログインして問題を評価し
ます。たとえば、ネットワークケーブルの抜けや断線など、物理的な問題である可能性が

あります。

N license expired

示された数のライセンスが失効しました。新しいライセンスをアップロードし、それをデ

バイスに適用して中断したサービスを確保する必要があります。ライセンスをアップロー

ドして適用するには、[Administration] > [Licenses]を選択します。

N license expiring in nn days

示された数のライセンスが、示された日数で失効します。中断したサービスを確保するに

は、それまでに新しいライセンスを入手できることを確認する必要があります。

No Events Processed

システムがデバイスからイベントを受信していません。これはデバイスがトラフィックを

処理していない場合、またはASAに関しては、PRSMをASAの syslogサーバとして設定し
ていない場合には、正常である可能性があります。デバイスからイベントを受け取る必要

がある場合は、次のようにします。

• CXデバイス：CLIにログインし、show services statusを使用してプロセスが正常に機
能していることを確認します。プロセスを停止してから開始してみるか、最後の手段

としてはシステムをリブートします。

• ASA：PRSMを正しいポートと設定で syslogサーバとして設定したこと、および ASA
が正常に機能していることを確認します。

PRSM-CX Version mismatch

このアラートは、管理対象のCXデバイスがPRSMデータベースに定義されているものとは
異なる設定を実行していることを示しています。不一致を修正する必要があります。各CX
ホームページにログインし、再同期リンクをクリックして古い設定に戻すか、デバイスを

インベントリから削除し、その再検出を行って現在の設定を維持します。
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マルウェアトラフィックダッシュボードの解釈
マルウェアトラフィックダッシュボードには、Webレピュテーションフィルタリングの結果が
表示されます。

ダッシュボードを表示するには、[Dashboard]> [MalwareTraffic]を選択します。また、ネットワー
クの概要の [Malicious Transactions]ダッシュボードで[View All]をクリックしても、ダッシュボー
ドを表示できます。

マルウェアトラフィックダッシュボードには、処理される合計トランザクションと比較した、

Webレピュテーションが低い（-6以下）サイトが検出されたトランザクションが表示されます。
検出された悪意のあるトランザクションの場合、許可された数が表示されます。許可されたトラ

ンザクションの数は、次の理由のいずれかで、ゼロ以外になる場合があります。

• Webレピュテーションサービスを有効にしていない。

• Webレピュテーションプロファイルなしのアクセスポリシーがある。

• -6より下のレピュテーションのトラフィックを許可するWebレピュテーションプロファイ
ルを使用している。このダッシュボードは低レピュテーションメトリックの区切りとして

常に -6を使用します。

許可されたトラフィックのイベントを表示するには、Event Viewerを開き、次のクエリー要素を
使用します。

• Reputation Score<-5.9

• Event Type=HTTP Complete

• Event Type=TLS Complete

[コンポーネント >網フィルタリングカテゴリサイトの評判を調べると、ネットワークのレ
ピュテーションスコアを確認し >たい[i]を選択します。

ヒント

個々の項目または全体としてモニタされるカテゴリに関する詳細情報を取得するには、[ViewMore]
リンクおよび一部の名前とアイコンをクリックします。マルチデバイスモードでは、統計情報

は、すべての管理対象デバイスの要約です。この情報は、より詳細な分析や既存のポリシーの変

更を必要とするエリアの識別、またはレピュテーションフィルタリングが一般的な予期内で実行

されていることの確認に使用します。

ダッシュボードには、レピュテーションフィルタリングで検出されたマルウェアタイプも表示さ

れます。潜在的なマルウェアタイプには、次のものが含まれます。

• Adware

• Conficker

•悪意のない。レピュテーションスコアが低くても、トラフィックは悪意があると見なされ
ません。
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•フィッシングに関連する

•スパムに関連する

•スパイウェア

•陽性と疑わしいマルウェア

•トロイの木馬

NG 侵入防御ダッシュボードの解釈
NG侵入防御ダッシュボードには、Next Generation IPSフィルタリングの結果が表示されます。
IPSフィルタリングを有効にし、NG IPSプロファイルを 1つ以上のアクセスポリシーに適用する
場合にのみ、ダッシュボードにデータが表示されます。

ダッシュボードを表示するには、[Dashboard] > [NG Intrusion Prevention]を選択します。

ダッシュボードには、脅威を検出した上位ポリシー、上位攻撃者とそのターゲット、および発生

した脅威を表示する複数のグラフが含まれます。マルチデバイスモードでは、統計情報はすべ

ての管理対象デバイスの要約であり、これらの脅威が発生している上位デバイスも表示されます。

Next Generation IPSダッシュボードで使用されるメトリックは、他のレポートとは若干異なりま
す。トランザクションが表示されるのではなく、このダッシュボードにはモニタリングしている

これらの脅威のヒットが表示されます。1つのトランザクションは複数の脅威に一致できるため、
脅威の数はトランザクション数に等しい必要はありません。トランザクションの数より多い場合

があります。

モニタ対象脅威数とデータ使用量ビュー間でさまざまなダッシュボードを切り替え、すべての、

拒否された、または許可された脅威に基づいてフィルタリングできます。そのメトリックの完全

なレポートを表示するには、任意のグラフで [View More]をクリックします。これらのレポート
から特定のレポート項目の詳細情報にドリルダウンできます。

次のダッシュボードが、NG侵入防御ダッシュボードとドリルダウンレポートで使用可能です。

• CXIPS脅威円グラフ：このダッシュボードは、ネットワーク概要でも使用可能です。また、
許可またはブロックされた回数を基準として、Next Generation IPS脅威に一致するトランザ
クションの数の全体像を提供します。送受信バイト数を表示するデータ使用量にビューを切

り替えることができます。

•最大の脅威を検出するポリシー：これらのトランザクションが一致したポリシーの名前。

•上位攻撃者：これらのトランザクションのトラフィック送信元。

•上位攻撃対象者：これらのトランザクションのトラフィック宛先。

•上位脅威：最も頻繁に発生した脅威の名前。
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ASA トラフィックダッシュボードの解釈
（マルチデバイスモードのみ）。ASAトラフィックダッシュボードは、ASAデバイスの接続統
計情報を表示します。 PRSMサーバをデバイスの Syslogサーバとして定義する場合にだけ、ダッ
シュボードにはデバイスからのデータが表示されます。また、ASAがマルチコンテキストモー
ドで設定されているか、サポートされていないソフトウェアバージョンを実行しているか、また

はフェールオーバーモードで動作している場合は、統計情報は表示されません。統計情報は、

Syslogメッセージ 302013、302015、および 106023から取得されます。

ダッシュボードを表示するには、[Dashboard] > [ASA Traffic]を選択します。デバイス詳細ダッ
シュボードの情報も表示できます。

上位ASAトラフィックのダッシュボードには、上位の送信元、宛先、サービスを表示するための
複数のグラフが含まれます。このダッシュボードは、デバイス詳細などの他のダッシュボードで

も使用可能です。

接続とデータ使用量ビュー間でさまざまなダッシュボードを切り替え、すべての、拒否された、

または許可されたトランザクションに基づいてフィルタリングできます。そのメトリックの完全

なレポートを表示するには、任意のグラフで [View More]をクリックします。これらのレポート
から特定のレポート項目の詳細情報にドリルダウンできます。

許可された接続統計情報は、トラフィックをCXにリダイレクトする前の、ASAファイアウォー
ルルールの最初の適用に基づいていることに注意してください。したがって、「許可された」

接続はその後CXポリシーによって拒否された場合もあります。また、許可または拒否された
接続に基づいてデータを表示するオプションは、PRSMサーバを ASAの syslogサーバとして
定義した場合にだけ使用できます。

ヒント
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