
CloudSense 分析の管理

この章は、次の項で構成されています。

• CloudSense分析, 1 ページ

• レポートの生成, 2 ページ

• アセスメントの生成, 4 ページ

• カスタムレポートテンプレートのレポートビルダー, 5 ページ

• レポートビルダテンプレートの作成, 5 ページ

• テンプレートからのレポートの生成, 7 ページ

• テンプレートから生成されたレポートの表示, 8 ページ

• テンプレートから生成されたレポートの電子メールによる送信, 9 ページ

CloudSense 分析
Cisco UCS Directorの Cloudsense分析は、インフラストラクチャリソースの使用率、ITインフラ
ストラクチャスタック全体にわたる重要なパフォーマンスメトリック、およびリアルタイムの

キャパシティを可視化します。CloudSenseは、仮想インフラストラクチャおよびクラウドインフ
ラストラクチャのキャパシティのトレンド、予測、レポート、プランニングの性能を大きく改善

します。

CloudSenseを使用して次のレポートを生成できます。

•顧客の課金レポート

• EMCのストレージインベントリレポート

• NetAppのストレージインベントリレポート

•グループごとの NetAppストレージ節約量

• NetAppストレージ節約量レポート
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•ネットワークのインパクトアセスメントレポート

•仮想コンピューティングインフラストラクチャの組織使用状況

• PNSCアカウントの要約レポート

•グループの物理インフラストラクチャのインベントリレポート

•ストレージの重複除外状況レポート

•グループのストレージインベントリレポート

•シンプロビジョニングされた領域レポート

• UCSデータセンターのインベントリレポート

•グループごとの VMアクティビティレポート

• VMwareホストのパフォーマンスサマリー

•仮想インフラストラクチャおよびアセットレポート

これは、システムで使用可能なレポートの完全なリストです。ただし、ユーザのシステムで利

用可能なレポート数はユーザロールによって異なります。デフォルトでは、[CloudSense]オプ
ションはMSP管理者に表示されません。システム管理者はMSP管理者に対してこのオプショ
ンを有効にする必要があります。この作業を完了することで、MSP管理者がログインしたと
きに、お客様の組織に関連するレポートのみが表示されます。

（注）

レポートの生成

はじめる前に

このタスクを実行する前に、アプライアンスにサインインする必要があります。

手順

ステップ 1 [CloudSense] > [レポート（Reports）]を選択します。
ステップ 2 生成するレポートのタイプに基づいて、タブをクリックします。次のいずれかを設定できます。

•アプリケーションコンテナレポート

•顧客の課金レポート

• Cisco C880M4インベントリレポート

• EMCのストレージインベントリレポート

•グループインフラストラクチャインベントリレポート
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• Hyper Vクラウド使用状況サマリーレポート

• IBM Storwizeインベントリレポート

• NetAppのストレージインベントリレポート

•グループあたりの NetAppストレージの節約レポート

• NetAppストレージ節約量レポート

•ネットワークのインパクトアセスメントレポート

•仮想コンピューティングインフラストラクチャの組織使用状況レポート

• PNSCアカウントの要約レポート

•グループの物理インフラストラクチャのインベントリレポート

•サービスリクエスト統計情報

•グループ別サービスリクエスト統計情報

•ストレージの重複除外状況レポート

•グループのストレージインベントリレポート

•シンプロビジョニングされた領域レポート

• UCSデータセンターのインベントリレポート

•グループ別 VMアクティビティレポート

• VMパフォーマンスサマリーレポート

• VMwareクラウド使用状況サマリーレポート

• VMwareホストパフォーマンスサマリーレポート

•仮想インフラストラクチャおよびアセットレポート

ステップ 3 [レポートの生成（Generate Report）]をクリックします。
ステップ 4 [レポートの作成（Generate Report）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します。

説明名前

レポートを生成するグループを選択します。

管理者の場合は、管理者権限があるす

べてのグループがこのドロップダウン

リストに表示されます。たとえば、

MSP管理者の場合は、このドロップ
ダウンリストには管理対象のすべて

の顧客グループが表示されます。この

リストには、他のグループは表示され

ません。

（注）

[コンテキスト（Context）]ドロップダウンリス
ト
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説明名前

生成する他のレポートと区別するために、レ

ポートにラベルを付けることができます。

[レポートラベル（Report Label）]フィールド

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
レポートはシステムで生成されます。この生成されたレポートには、あなたと管理対象のグルー

プのユーザのみがアクセスできます。たとえば、MSP管理者の場合、この生成されたレポートは
他のMSP管理者やグループには表示されません。

アセスメントの生成

手順

ステップ 1 [CloudSense] > [アセスメント（Assessments）]を選択します。
ステップ 2 [レポートの生成（Generate Report）]をクリックします。
ステップ 3 [レポートの作成（Generate Report）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します。

説明名前

レポートを生成するグループを選択します。

管理者の場合は、管理者権限があるす

べてのグループがこのドロップダウン

リストに表示されます。たとえば、

MSP管理者の場合は、このドロップ
ダウンリストには管理対象のすべて

の顧客グループが表示されます。この

リストには、他のグループは表示され

ません。

（注）

[コンテキスト（Context）]ドロップダウンリス
ト

生成する他のレポートと区別するために、レ

ポートにラベルを付けることができます。

[レポートラベル（Report Label）]フィールド

ステップ 4 [送信（Submit）]をクリックします。
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カスタムレポートテンプレートのレポートビルダー
Cisco UCS Directorのレポートビルダオプションを使用すると、カスタムレポートテンプレート
を作成して、特定のパラメータでレポートを実行できます。コンテキスト、実行するレポートの

タイプ、およびレポートのデータサンプルの期間を指定できます。複数のテンプレートを作成す

ることもできます。

レポートテンプレートを作成した後、そのテンプレートを使用してレポートをPDFまたはHTML
形式で生成できます。それにより、CiscoUCSDirectorでカスタムレポートを表示したり、自分自
身または組織内の他のユーザにレポートを電子メールで送信できます。これらのレポートをCisco
UCS Directorの外部で確認したりアーカイブしたりできます。

テンプレートの作成だけでなく、カスタムレポートテンプレートの編集、複製、および削除もで

きます。

レポートビルダーを使用して日、時間単位のコストのトレンドレポートを生成することはで

きません。週次および月次の期間のトレンドレポートのみが生成できます。月次のトレンド

レポートを生成しているときに、その月の第1日目から現在の日付までのデータが計算されま
す。たとえば、3月 5日にトレンドレポートを生成する場合、そのレポートには 3月 1日から
3月 5日までのデータが含まれます。

（注）

レポートビルダテンプレートの作成

手順

ステップ 1 [CloudSense] > [レポートビルダー（Report Builder）]を選択します。
ステップ 2 [テンプレートの追加（Add Template）]をクリックします。
ステップ 3 [テンプレートの追加（Add Template）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します

説明名前

レポートテンプレートの名前。[名前（Name）]フィールド

テンプレートの説明。[説明（Description）]フィールド

レポートにエントリを追加するには、[+]をク
リックします。

[レポート（Reports）]フィールド

ステップ 4 [レポートへのエントリの追加（Add Entry to Reports）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入
力します。
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説明名前

次のいずれかのオプションを選択します。

• VDC

•クラウド

•物理アカウント

•マルチドメインマネージャ

•グローバル

•グローバル管理

[レポートコンテキスト（Report Context）]ド
ロップダウンリスト

VDCを選択します。

このフィールドは、レポートのコンテキストが

[VDC]に設定されている場合のみ表示されま
す。

[VDC]ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストからクラウドを選択しま

す。このリストには、以前にシステムで設定し

たすべてのクラウドが表示されます。

このフィールドは、レポートのコンテキストが

[クラウド（Cloud）]に設定されている場合のみ
表示されます。

[クラウド（Clouds）]ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストから物理アカウントを選

択します。このリストには、以前にシステムで

設定したすべてのアカウントが表示されます。

このフィールドは、レポートのコンテキストが

[物理アカウント（PhysicalAccounts）]に設定さ
れている場合のみ表示されます。

[物理アカウント（Physical Account）]ドロップ
ダウンリスト

ドロップダウンリストからマルチドメインマ

ネージャを選択します。このリストには、以前

にシステムで設定したすべてのアカウントが表

示されます。

このフィールドは、レポートのコンテキストが

[マルチドメインマネージャ（Multi Domain
Manager）]に設定されている場合のみ表示され
ます。

マルチドメインマネージャ
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説明名前

[選択（Select）]をクリックして、テンプレート
に含めるレポートを選択します。

このリストは、選択したレポートのコンテキス

トに応じてフィルタリングされます。

[レポート（Reports）]ドロップダウンリスト

レポートのコンテキストとして [VDC]を指定し
た場合は、次のいずれかの期間をテンプレート

用に選択します。

• [毎時（Hourly）]

• [毎日（Daily）]

• [毎週（Weekly）]

• [月 1回(Monthly)]

レポートのコンテキストとして [クラウド
（Clouds）]を指定した場合は、次のいずれか
の期間をテンプレート用に選択します。

• [毎日(Daily)]

• [毎週（Weekly）]

• [月 1回(Monthly)]

[傾向分析レポートの期間（Duration for Trend
Reports）]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。
ステップ 6 [テンプレートの追加（Add Template）]画面で、[送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

テンプレートを作成すると、そのテンプレートに基づいてレポートを生成できます。詳細につい

ては、テンプレートからのレポートの生成, （7ページ）を参照してください。

テンプレートからのレポートの生成

はじめる前に

システムでレポートテンプレートを作成しておく必要があります。詳細については、レポートビ

ルダテンプレートの作成, （5ページ）を参照してください。
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手順

ステップ 1 [CloudSense] > [レポートビルダー（Report Builder）]を選択します。
ステップ 2 テーブルからテンプレートを選択します。

ステップ 3 [その他のアクション（More Actions）]ドロップダウンリストから [レポートの作成（Generate
Report）]を選択します。

ステップ 4 [レポート生成の確認（Confirm Report Generation）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力
します。

説明名前

レポートのタイトル。[レポートのタイトル（Report Title）]フィール
ド

レポートの説明。[説明（Description）]フィールド

ステップ 5 [生成（Generate）]をクリックします。
システムでレポートが生成され、保存されます。

次の作業

生成されたレポートは、表示できるほか、必要に応じて電子メールで送信することもできます。

テンプレートから生成されたレポートの表示

はじめる前に

テンプレートを作成し、テンプレートを使用してレポートを生成する必要があります。

手順

ステップ 1 [CloudSense] > [レポートビルダー（Report Builder）]を選択します。
ステップ 2 テーブルからテンプレートを選択します。

ステップ 3 [その他のアクション（MoreActions）]ドロップダウンリストから [レポートの表示（ViewReports）]
を選択します。

[カスタムレポート（CustomReports）]画面に、テンプレートを使用して生成したレポートが表示
されます。
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ステップ 4 テーブルからレポートを選択します。

ステップ 5 [レポートの表示（View Report）]をクリックします。
ステップ 6 [レポートの表示（View Report）]画面で、レポートを表示する形式を選択します。

[HTML]または [PDF]のいずれかを選択できます。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。
レポートが新しいブラウザタブで開きます。

次の作業

組織内の別のユーザにレポートを電子メールで送信できます。

テンプレートから生成されたレポートの電子メールによ

る送信
テンプレートから生成されたレポートは、自分宛てに、または組織内の他のユーザ宛てに電子メー

ルで送信できます。

はじめる前に

•テンプレートを作成し、テンプレートを使用してレポートを生成する必要があります。

•また、システムの初期設定時に電子メールアドレスを設定している必要があります。この場
合、名前と電子メールアドレスが、レポートを添付した送信者として特定されます。

手順

ステップ 1 [CloudSense] > [レポートビルダー（Report Builder）]を選択します。
ステップ 2 テーブルからテンプレートを選択します。

ステップ 3 [レポートの表示（View Reports）]をクリックします。
[カスタムレポート（CustomReports）]画面に、テンプレートを使用して生成したレポートが表示
されます。

ステップ 4 テーブルからレポートを選択します。

ステップ 5 [電子メールレポート（Email Report）]をクリックします。
ステップ 6 [電子メールレポート（Email Report）]画面で、次を含む必須フィールドに値を入力します。

説明名前

受信者の電子メールアドレス。

複数の電子メールアドレスをカンマで区切って

入力できます。

[宛先（To）]フィールド
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説明名前

電子メールメッセージの件名。[件名（Subject）]フィールド

電子メールメッセージに添付されるレポートの

形式を選択します。次のいずれかを選択できま

す。

• HTML

• PDF

[形式（Format）]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックします。

次の作業

レポートが不要になった場合は、レポートを選択して [削除（Delete）]をクリックして、システ
ムからレポートを削除できます。
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