
NetFlowトラフィックアナライザで
帯域幅の占有を抑制

NetFlowトラフィックアナライザの主な機能

• 

「最近SolarWindsのおかげで、
当社WANのパフォーマンス
に関する大きな問題を発見
でき、データプロバイダから

167,000ドルの払い戻し
を受けました。

まさに最高の投資回収と
なったわけです。 」

クリス・フルシュカ氏
（ラーニングケアグループ社）

NetFlowトラフィックアナライザ
Orionモジュール

ネットワークパフォーマンスは、ユー
ザーのアクティビティによって上下しま
す。ストリーミングされた音楽やオンラ
インゲームといった、帯域幅を占有する
アプリケーションを社内ネットワークで
多く使用されるとパフォーマンスが低下
します。
そこで CBQoS を使って、音声のような重
要なトラフィックに高い優先順位を与え
るようにしましたが、使用したポリシー
が効果的であるかどうか判断することは
困難です。

ネットワークのトラフィックを分析して対処するには、どうすればいいのでしょうか。
その回答は、ここにあります。
NetFlow トラフィックアナライザ（NTA）は、ネットワークトラフィックの連続ストリー
ムからデータを取得し、生の数値データを理解しやすい図表に変換して、社内ネットワー
クが誰にどんな目的でどのように利用されているかを正確に定量化します。また、
CBQoS 監視機能によって、重要なトラフィックを最優先ポリシーとして表示することが
できます。
NTA を使用すると、ネットワークトラフィックの包括的な視覚化、ボトルネックの発見、
帯域幅占有原因の追跡が簡単に実施できます。

どのユーザー、アプリケーション、プロトコルがネットワーク帯域幅の大半を占
有しているかを特定し、ネットワーク上のトップ帯域幅利用者の IP アドレスをハ
イライト表示

• ネットワークデバイスから Cisco® NetFlow v5や v9、Juniper® J-Flow、IPFIX、
sFlow®、Huawei NetStreamなどのフローデータを取得してネットワークトラフィ
ックを監視

• 指定したポート、発信元 IP、宛先 IP、さらにはプロトコルから来るトラフィック
を判別しやすいアプリケーション名にマッピング

• 迅速なアラート通知で、あるインターフェイスがその利用率しきい値を超えた際に、トップ帯域幅利用者のリストなどを報告

• Class-BasedQualityofService（CBQoS）監視を行って、 トラフィック優先順位決定ポ
リシーが効果的であることを確認

• 必要な全体像を得られるよう複数の表示を使って、指定したネットワーク構成要素上のトラフィックを素早くドリルダウン
• わずか数回のクリックでネットワークトラフィックレポートを生成

• NPMおよび NCMと完全な統合を行って、障害、パフォーマンス、設定に関する問
題の調査をサポート



NetFlowトラフィックアナライザの機能
詳細なトラフィック分析

NetFlowの担当捜査官

先進的なアプリケーションマッピング

Network Tra�c View Builder

トップ帯域幅利用者の最適化

NetFlowトラフィックアナライザ Orionモジュール

SolarWinds Orionモジュール
・NPM（Network Performance 
Monitor）
・NCM（Network Con�guration 
Manager）
・SAM（Server & Application 
Monitor）
・IPAM(IP Address Manager)
・UDT（User Device Tracker）
・VMAN（Virtualization Manager）
その他多数

NetFlow トラフィックアナライザ（NTA）は、ネッ
トワークリソースを最適化し、ネットワークトラ
フィックを分かりやすく視覚化します。主要ベン
ダー製のルーターやスイッチ上のフローデータを分
析して、ユーザー、アプリケーション、エンドポイ
ント、カンバーセーション、インターフェイス、 プ
ロトコル、サービスタイプ ごとのトラフィック解析
します。 
また、他の Orion 製品との統合によって、 デバイス
の各要素で詳細なドリルダウン表示が可能となり、
トラフィックパターン全体の使用状況やパフォーマ
ンス、可用性等、統計情報でより深い可視化を実現
します。

NTA は素早くかつ簡単に、ネットワーク帯域幅の過
度の利用や予想外のアプリケーショントラフィック
を調査・特定するとともに、ユーザーやグループ、
アプリケーション、国、プロトコルごとに QoS パ
フォーマンスを分析します。

帯域幅の何 % が「ウェブトラフィック」であると
分かるよりも、重要なビジネスアプリケーションと
比べて YouTube™、 Facebook®、 Amazon® でどれくら
い利用されているかを知ることの方がはるかに役立
ちます。
NTA は、指定されたポートや発信元 IP、宛先 IP、 さ
らにはプロトコルから来るトラフィックを、判別し
やすいアプリケーション名と関連付けることが可能

NetFlow トラフィックアナライザでは、ネットワー
クトラフィックのカスタムビューを作成し共有する
ことができます。細かい設定が可能なので、例えば、
ある IP アドレスから標準勤務時間内に生成された
ドメイントラフィックを見たい、 という場合にも対
応します。ネットワークトラフィックのカスタム
ビューを使って、問題があるアプリケーションや
ユーザーを素早く特定し継続的に監視できます。 

トップ帯域幅利用者の最適化機能で、ネットワーク
帯域幅の大半を占有しているユーザーとアプリケー
ションを突き止めるトラフィック分析が可能です。
NTA は、帯域幅利用の大半を占めるフローを検出し
て保存する一方、帯域幅全体への影響がごくわずか
なユーザーやアプリケーションからのフローデータ
を無視することが可能です。 この洗練されたソ
リューションによって、全ネットワークトラフィッ
クの 95% を占めるフローに絞って解析した場合、 
NTA の総合パフォーマンスは最大 10 倍に上昇しま
す。
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Cisco, Extreme Networks, HP, 
Juniper, Nortel Networks, Huawei
等の主要デバイス
サポート Flowデータ
NetFlow v5/v9, sFlow v2/v4/v5, 
IPFIX, J-Flow, Huawei NetStream
VMware vSwichからの NetFlow

【最小ハードウェア要件】
CPU：
メインポーラー：4Core, 3 GHz以上
Flow Storage DB：4Core, 3 GHz以上
メモリ： 
メインポーラー：3GB
Flow Storage DB：16GB
HDD：
メインポーラー：3GB
Flow Storage DB：20GB

【最小ソフトウェア要件】
OS：Windows® Server 2003 R2SP2 
～ 2012R2 

SQL：SQL Server 2008 ～ 2014 Express, 
Standard, Enterprise

Webブラウザ：IIS ver. 6以上、
Firefox 3.0 以上

必須モジュール：SolarWinds NPM、
メッセージキュー（MSMQ）サービス

NTA では、帯域幅の使用率が指定したしきい値を超
えた際に通知し、 また誰が原因かを迅速に突き止め
る、インターフェイス使用率アラートを簡単に設定
できます。 この機能によって、 次回その人物が仕事
中にオンラインのビデオ を見るなどしてインター
ネットゲートウェイのプライマリインターフェイス
に負荷をかけた場合は、 トップ帯域幅利用者リスト
内の人物によってそのインターフェイスで帯域幅使
用量が上限に達しつつあることを知らせるアラート
通知がメールで送信されるので、 そのトラフィック
の優先順位をすぐに下げることが可能です。 

NTAは、 サービスタイプやDSCPなど、 サー
ビスクラスの種類に応じて分割されたネッ
トワークトラフィックを表示します。
また、音声や ビデオのデータなど、重要
な QoS レベルがそれぞれ使用している帯
域幅の量を迅速に数値化し、会社の目標を
満たすようにネットワークが設定されてい
るかどうかを確認することができます。

見たい形でネットワークトラフィックを表示するには、IP アドレスグループを作成して
ください。この機能を使うと、複数の IPアドレス範囲（重複 IPアドレスも含む）、地域、
部署、さらには ファイアウォールやルーター、 スイッチ、サーバーといったデバイスの
種類ごとに、ネットワークトラフィックを可視化することができます。

NTA は Orion ファミリーの一製品であり、Orion 製品の特長であるエンタープライズク
ラスの拡張性や安定性をすべて備えています。 NetFlow、 J-Flow、 sFlow®、IPFIX、CBQoS の 
トラフィックの監視機能を、Orionの使い慣れた直観的なウェブベースの図、グラフ、表、
トップ 10リスト、レポートでご利用ください。

Orion 製品でおなじみのレポートは、NTA でも作成やスケジュール設定ができます。わ
ずか数回のマウスクリックで迅速かつシンプルに詳細なネットワークトラフィックレ
ポートを作成したり、上司に週報として自動的に送信するようスケジュールを設定する
ことができます。内蔵しているレポート例は次の通りです。

トップ 100アイテムの利用率に基づいたトップ xxリソースごとのトラフィック
過去 y日間のトップ xxアプリケーション、エンドポイント、プロトコル、ドメイ
ンごとのトラフィック
過去 y日間の IP アドレスグループごとのトラフィック


