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概略
今日、企業が利用している WAN は、重要な資産の１つとして考えられていますし、毎日スムーズに稼動し続け
る必要があります。この要求を実現するために、IT 管理者は、WAN トラフィックをネットワーク上のどこで誰が
使用しているかを明確に把握する必要があります。
従来のトラフィック解析は、ハードウェアプローブやパケットを解析することで、ネットワークトラフィック上の詳細
データを得ています。しかしながら、ハードウェアプローブは複雑な手順を必要とし、一般的には、IP sec トラフィ
ックを解析できません。また、パケット解析は、具体的なアプリケーションのトラフィックを直接扱えません。結果
として、トラブルシューティングをする頻度が多くなり、ネットワークの問題のための緊急会議を頻繁に開く必要
が出てきます。
Cisco 社製の NetFlow を導入することで、トラフィック解析時間が大幅に短縮され、企業にさらに大きな利益をも
たらします。NetFlow は、コスト面やデバイスパフォーマンスに大きな影響を与えることなく、IP トラフィック上の
詳細データを連続的に収集することを可能にしています。ManageEngine NetFlow Analyzer は、この NetFlow エ
クスポートデータを用いて、WAN の状態を把握するのに必要なトラフィックデータの可視化を行うことができ、
会議などのために即時に有用で万全なレポートを準備できます。また、トラブルシュートや WAN 上のキャパシ
ティーの推測には何が必要であるのかがわかります。

ネットワーク可視化
ネットワーク可視化の
可視化の必要性
今日の企業活動の基盤は、IT インフラに対するアクションとそれらを操作するネットワーク管理者に大きく依存
します。IT チームは、問題があれば、常に迅速に WAN 上の問題をトラブルシュートし、いつでもパフォーマンス
レベルを快適に戻す必要があります。しかし、概して、IT チームには、問題の根源を見つけるために必要なトラ
フィックデータの可視化手段が欠けています。
これらの難問に解決するために、IT 管理者は、WAN 上のトラフィックデータを完全に可視化する必要がありま
す。つまり、ネットワーク、アプリケーション、ユーザがトラフィックをどのように利用しているかを把握するために
積極的にデータを記録、監視することで、詳細な考察を行う必要があります。完全なネットワークの可視化は、
適切なトラフィック解析が適切な場所で行えた場合にのみ可能です。
メモ
ある調査会社の結果によると、約 1,000 人規模の企業ではトラブルシュートを行うために年$216,000（日本円で
約 2,600 万円）以上の費用がかかっているとの報告があります。
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トラフィック解析は、次にあげる重要な疑問を答えるのに役立ちます。
 重要なビジネスアプリケーションに帯域が適切に供給されているか？
 ウィルスや動作不良のアプリケーションをどのように認識するか？
 WAN リンクがなぜ混雑しているのか？
 どのアプリケーションやユーザが帯域を利用しているのか？
効果的なトラフィック解析を行うには、包括的で早くて、簡易かつ効率がよい必要があります。しかし、トラフィッ
クデータを装置から収集するときに負荷がかかるのは好ましくありません。Cisco 社製の NetFlow は、これらを
クリアしています。

Cisco NetFlow:トラフィック
トラフィック解析
トラフィック解析
Cisco 社は、各デバイスに Multilayer Switching Feature Card と Policy Feature Card を加えることによって、トラフ
ィック解析の革新的なアプローチを提供しています。NetFlow は、Cisco 装置からインターフェースに入っていく
IP ネットワークトラフィックデータを収集する機能を備えています。装置自身がプローブとして使われていますの
で、設備投資を抑え、低コストで NetFlow データを収集できます。
ネットワークトラフィックを測定し、解析するための手段である NetFlow は、従来の解析ツールやハードウェアプ
ローブより多くのメリットを提供します。
 既存設備の活用 Cisco 社製装置を備えている場合、トラフィック情報取得用の新たなアプライアンスを導
入しなくて済みます。
 単純な環境設定 装置インターフェイス上で NetFlow の設定を行うだけで済みます。
 データの完全性 NetFlow は、全てのアプリケーショントラフィックについて自動的にデータを測定しレポ
ートします。（多くのプローブはそれぞれのトラフィックタイプに対して環境設定を行う必要があります。）
NetFlow は、設定した装置の CPU 使用率を若干増加させますが、コストを抑え容易で詳細な解析をするには
最適です。（装置の CPU 使用率は、装置のプラットフォームやフロー量によって変化します。）
迅速で効率的なトラフィック解析を行うためには、NetFlow データを収集、解析、およびレポートを行い続ける必
要があります。NetFlow データ解析ツールは市場に多く存在しますが、NetFlow Analyzer は、容易にトラフィック
解析でき、低価格です。

ManageEngine NetFlow Analyzer:効果的
効果的な
効果的な NetFlow 解析ツール
解析ツール
ManageEngine NetFlow Analyzer(以下、NetFlow Analyzer)は、100%ウェブベースツールで、Cisco 社製装置か
らネットワーク利用時間、帯域消費量、上位トラフィックフロー、トラフィック容量を含むネットワークトラフィックに
ついての詳細情報を備えた NetFlow データを収集し解析します。 NetFlow Analyzer によって得られた情報は、
次のタスク処理に役立ちます。
 上位トラフィックフローと通信の確認：どのユーザやアプリケーションが帯域幅を利用しているか確認し、詳
細を掘り下げることができます。
 トラフィックの利用状況や傾向の予測：ネットワークトラフィックの傾向をつかみ、最大のアプリケーション数
と最大利用時間を予測できます。
 アプリケーションごとに判別可能：無制限に存在するアプリケーションの中で必要なものを定義するために、
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ポートとプロトコルを用いて、トラフィックレポート内で不必要なアプリケーションを除外してトラフィックを確
認できます。
 各部署の帯域使用量の設定：IP アドレスに基づき部署を区別し、各部署でのアプリケーション使用率や帯
域使用率を確認できます。
 NetFlow 装置毎にデータ参照可能：ローカルグループ内からエクスポートされた NetFlow データを装置ご
とに分類でき、各々についてトラフィックレポートを見ることができます。
 リソースの使用状況の改善：帯域やネットワークの利用量を、統計的にリアルタイムで解析し、リソースの
使用状況を改善するためのデータを提供します。

Cisco NetFlow と NetFlow Analyzer
NetFlow Analyzer：
：効率的なトラフィック
効率的なトラフィック解析
なトラフィック解析でさらに
解析でさらに可視化
でさらに可視化を
可視化を
NetFlow Analyzer による解析は、WAN パフォーマンスの全範囲を改善するためのデータを提供します。下記
のシナリオは、NetFlow Analyzer がどのようにパフォーマンスの問題を解決し、どのようにトラブルシューティン
グを行うのに役立つかをわかりやすく示してあります。
シナリオ１
シナリオ１
問題背景：複数の遠隔地にあるオフィスから成る大企業の例です。遠く離れたあるユーザから、E メールをメー
ルサーバに送れないという電話がヘルプデスクに届きました。ヘルプデスクの受け手は、当初、WAN がダウン
していると判断しました(図 1)。
(1)

メール送信に
失敗

WAN
ルータ

ユーザ

メールサーバ
NetFlow Exporting

(2)
ヘルプデスクへ連絡

(4)
ヘルプデスク
担当者

(3)

調査開始

WANが
ダウン？

図 1 ユーザがメール送信に失敗し、ヘルプデスク担当者に問い合わせるまでの流れ

①該当インターフェースのトラフィック確認
IT 管理者は、最初のステップとして、この問題が本当に WAN リンク上で発生しているかどうかを判断します。
NetFlow Analyzer では、まず問い合わせのあったメールサーバについてのトラフィックを確認するために、それ
が属するルータ名を探し、インターフェース名をクリックします(図 2)。この手順は、グループ分けを行うことで、
IP グループ、インターフェースグループからも可能です。
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ルータ名

インターフェース名

図 2 全ての装置―ダッシュボード画面

当該インターフェースでの、トラフィックボリュームを確認します（図 2 全ての装置―ダッシュボード画面）。
IT 管理者は、NetFlow Analyzer から即時で得られるトラフィックレポートによって、最大トラフィックは許容範囲
なのか、不具合の原因を WAN から除いてよいのかを判断できます。この画面から、IT 管理者は最大トラフィッ
ク量が許容範囲内であることを確認しました。
「トラフィック」タブを選択

「ボリューム」タブを選択

図 3 トラフィック―ボリュームレポート

②上位アプリケーショントラフィックの確認
次に、IT 管理者は、単にメール送信に失敗したのか、遠隔のアプリケーション全てが影響をうけているのかな
ど、詳細な原因にせまっていきます。上位トラフィックフローレポートにより、IT 管理者は遠隔地で稼動している
多数の上位アプリケーションについて、即時に現在のトラフィックレベルを見ることができます（図 4）。

Copyright©2008 Adventnet K.K. All Rights Reserved.

「アプリケーション」タブを選択

「グラフをみる」を選択

図 4 アプリケーション―ボリュームレポート

上位アプリケーションレポートによると、意外にも、E メールトラフィックは重要な原因ではありませんでした。IT
管理者は、このメール問題の原因としてメールサーバを疑いました。
そこで、IT 管理者は、E メールチームに、メールの不具合をチーム独自で調査をしたのか、サポートしている遠
隔地サイトのサーバ上のプロセスで問題がないかどうかを問い合わせました。

その後
その後
NetFlow Analyzer を用いることによって、IT 管理者はメールサーバを調査する必要があると判断し、迅速に対
応することができました。E メールチームへ詳細なトラフィック情報を提供することで、E メールチームが問題を
明らかにし解決するのに役立ちました。
シナリオ２
シナリオ２
問題背景：世界各地に多くのサイトをもつ国際的な企業の例です。アジア―太平洋リンク上のユーザが、重要
なフィナンシャルアプリケーションやルータにアクセスできませんでした(図 5)。

アジア – 太平洋リンク

フィナンシャル
アプリ

(1)
ルータ

ユーザ

(2)

フィナンシャル
アプリケーション
にアクセス
できない…

管理者
へ連絡

(3)

サーバ

(4)
管理者

ネットワークで
何が起こってい
るのか？

調査
開始
NetFlow
Exporting

図 5 アプリケーションにアクセスできないユーザがネットワーク管理者に問い合せるまでの流れ
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①該当インターフェーストラフィックの確認
ユーザから問題発生の知らせを受け取った IT 管理者は、まずネットワーク上で何が起こっているか知る必要
があります。NetFlow Analyzer では、まず問い合わせのあったアプリケーションが稼動するサーバが接続して
いるネットワークのトラフィックを確認するために、それが属するルータ名を探し、インターフェース名をクリック
します(図 6)。この手順は、グループ分けを行うことで、IP グループ、インターフェースグループからも可能です。

ルータ名

インターフェース名

図 6 全ての装置―ダッシュボード

当該インターフェースでの、トラフィックボリュームを確認するため、IT 管理者は、関連するネットワークインター
フェース上のリアルタイムトラフィックレポートを見てみました（図 7）。すると、10 分前にトラフィック率がスパイク
していることを見つけたので、このスパイクについてさらに調査するため、上位アプリケーションレポートを見て
みます。
「トラフィック」タブを選択

「ボリューム」タブを選択

図 7 トラフィック―ボリュームレポート(上)と拡大したグラフ(下) 極端なスパイクが見られる

②上位アプリケーショントラフィックの確認
特定時刻における上位アプリケーションのボリュームレポートを見るために、スパイクが発生した時刻に開始時
間と終了時間を調整します(図 8)。
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「アプリケーション」タブを選択

スパイクが発生した
時間帯に合わせる

図 8 アプリケーション―ボリューム

スパイクが発生した期間の上位アプリケーションレポートを見てみると、MS-SQL のトラフィック量が通常では考
えられないほどの高い値であることを見つけました。
③上位通信レポートの確認
上記のトラフィック量の上昇から、SQL スラマーウィルスがネットワーク上で活動したと
考えられたので、IT 管理者は、ウィルスに感染したホスト全ての包括的なリストを得るのに必要な上位通信レ
ポートを見るため上位アプリケーションレポートをドリルダウンしました（図 9）。
「送信」ラジオボタンを選択

帯域使用率が大きくなっている
MS-SQLをクリックする

図 9 アプリケーション―MS-SQL

SQL スラマーウィルスがネットワーク上で活動したためかどうか確証を得るために、MS-SQL で用いられてい
る上位通信レポートを確認しました（図 10）。このレポートから、IT 管理者は、これらの IP アドレスのノードが
SQL スラマーウィルスに感染していると判断しました。
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図 10 上位通信レポート

IT 技術者は、すでにこのウィルス問題の存在を認識していましたので、セキュリティチームへ、感染したホスト
を隔離してウィルスが拡がるのを防ぐように警告しました。
その後
その後
NetFlow Analyzer により、IT 管理者とセキュリティチームは、ウィルスが原因であると特定でき、システム中断
時間とセキュリティに欠陥を生じさせる事態を最小限に抑え、数分以内に感染したホストを探し出し、問題を解
決することができました。

最後に
最後に
WAN トラフィック解析
トラフィック解析：
解析：ネットワーク最適化
ネットワーク最適化の
最適化の鍵
今日の企業において、WAN トラフィック解析は重要な役割を担っており、アプリケーション、エンドユーザが
WAN をどのように利用しているのかについての情報の可視化が注目されています。IT 管理者が業務運用に
関連する WAN を監視する際に、WAN トラフィック解析ソリューションは、問題が生じた箇所を見つけて示し、問
題の原因と発生源を特定するのに役立ちます。また、現在のパフォーマンスを最適化するためにパフォーマン
ス履歴情報を提供する一方で、将来、ネットワークを拡張する際に効率的な計画を作成するのに役立ちます。
NetFlow Analyzer は、トラフィックに関する問題を誰が解決できるのかを明らかにするのに役立つ WAN トラフィ
ック解析ソリューションです。また、トラブルシューティングを合理化し最大限で効率的な計画によって、WAN パ
フォーマンスを最適化するためのソリューションを提供します。Cisco 社製 NetFlow から提供されるトラフィック
データの精度と粒度のレベルを補完することで、NetFlow Analyzer は、低価格ながらも、ネットワークや装置の
パフォーマンス維持に役立つ情報を出力するために効果的なソリューションを提供します。CiscoNetFlow と
NetFlow Analyzer を組み合わせることによって、企業はインフラ投資効果を最大限にでき、多数の WAN につ
いての課題に対応し、複数のポイントで用いる製品の必要性を排することで、容易にトラフィック解析を行えま
す。
製品紹介トップページ：http://www.adventnet.co.jp/products/NetFlow_Analyzer/index.html
製品ダウンロードページ：http://www.adventnet.co.jp/products/NetFlow_Analyzer/download.html
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