
Orion Network Performance Monitor
データ センター ネットワークの可用性・パフォーマンス管理

IT環境の新しい技術や変化すべてについていくの
は簡単なことではありません。特に、データセンター 
ネットワークが従来のLAN/WAN スイッチングや
ルーティングを越え、物理デバイスや仮想ネット 
ワーク、専用ネットワーキングを包含する真のネット
ワークファブリックへと進化している現状では、困難
を極めます。そしてその間も、つねに変わり続ける
ネットワークで100%の可用性を達成しなければな
らないニーズに加え、仮想データセンターやプライ 
ベートクラウドのイニシアティブが追い打ちをかけ
ており、さらにリソースの追加投入もままならない
ことは珍しくありません。このような状況で、どうした
ら遅れずについていけるというのでしょう。
 

ネットワークエンジニアとシステム管理者が集まった当社では、ユーザーが抱えるこうした問題を認識
し、複雑で進化を続けるネットワークやデータセンターの管理に何が必要かを把握。社員の「こうだった
らいいのに」という声を集め、Orion Network Performance Monitor（NPM）を設計しました。進化し続ける
ネットワークを掌握するために必要とされる重要な情報を提供し、パワフルで簡単に使えるネットワーク
の可用性・パフォーマンス管理ソリューションは、こうして誕生したのです。 

Orion NPMは、ネットワークで発生したパフォーマンス上の問題や機能停止を素早く検知、診断、解決し
ます。ネットワークがダウンしていないかどうかの問い合わせがユーザーから殺到することはもうありま
せん。また、同種のソリューションの中でも、展開や使用、維持は屈指の簡単さ。ネットワーク管理ソフトウ
ェアのメンテナンスではなく、ネットワークの管理自体に時間を費やすことができます。さらに、ユーザー
自身が1時間ほどで展開しすぐに監視を開始できるので、コンサルタントも不要です。Orion NPMで、どれ
ほどネットワーク管理が簡単になるかをぜひご体験ください。

Orion NPMの主な機能
•   ルーター、スイッチ、ワイヤレスアクセス ポイント、サーバー、その他のあらゆるSNMP対応デバイ
 スに対して、ネットワークパフォーマンス統計情報をリアルタイムかつ詳細に監視・分析

•   VMware® サーバーを監視し、vCenter™を通して仮想マシンのパフォーマンスを自動的に追跡 

•   仮想化したCisco® Nexus 1000V スイッチを、物理的なサーバーと同様の簡単さで監視

•   VSANとファイバチャネルのパフォーマンスに関する問題を監視し、しきい値を使ったリアルタイ
 ムのアラートとVSAN健全性を示したレポートを生成

•   データ センターのネットワーク健全性を一元表示することによって、Cisco Uni�ed Computing 
 System™（UCS）コンポーネントの管理を簡素化

•   関連するシステムとデバイスを動的にグループ化する、洗練されたアラート機能を使って、コアIT
 サービスやデータセンターのステータスを素早く確認

•   相関性があるイベント、持続している状態、複雑に絡み合った複数のデバイス ステータスに対し
 て、先進的なネットワーク アラート依存性を利用し、実際の問題に対してアラートを送信

ネットワーク パフォーマンスの監視を簡素化
「この製品が進化する様子を

バージョン7.0から
見てきましたが、 

インターフェースや内蔵ツールは 
実際に役に立ち、 

考え抜かれていると 
いつも感じています。 

インターフェースやノード、 
リソースに対する 

さらに詳細なレポートへの 
ドリル ダウン機能のおかげで、 
この製品は当社ネットワークの 

大黒柱となりました... 
今まで利用してきた 

NPM製品の中で、
間違いなく最高です。」 

eusbreeves氏
solarwinds.comへの投稿から 

 



NetFlowトトトトトト トトトトト | Orionモモモモモ

•   ネットワーク上の変更の定期的なスキャン、新
 しいデバイスの監視を促すメッセージ、ドラッ 
 グ＆ドロップによるネットワーク マップ更新機 
 能、デバイス間接続の自動表示

•   ネットワークを図示し、動的なネットワーク
 マ ップでリアルタイムのパフォーマンス統計 
 データを視覚的に追跡可能

•   ネットワーク上の問題の素早く簡単な解決
 をサポートする、SolarWinds LUCID™（論理
 的（Logical）、効果的（Usable）、カスタマイズ
 可能（Customizable）、インタラクティブ
 （Interactive）、ドリル ダウン型（Drill-down））
 インターフェース

•   各デバイスのドリル ダウンをはじめ、ネットワーク デバイスやサーバー、仮想マシン、仮想スイッチ、
 ファイバ チャネル スイッチの詳しいシステム情報の表示をサポート 

•   用意されているレポートで、ネットワークやデータセンターの健全性を詳しく確認

•   Orion NPMへのアクセス権を持たない関係者とパフォーマンスデータの共有が可能、レポートの
 スケジュール設定とPDF形式へのエクスポートが簡単

•   フェイルオーバーエンジン（FoE）、複数のポーリングエンジン、増設ウェブサーバーを使って、成長
 とエンタープライズネットワーク管理のニーズに対応する拡張性 

•   NetFlowトラフィック分析、IP SLA監視、IPアド
 レス管理、ネットワーク設定管理、アプリケー 
 ションとサーバーのパフォーマンスまで拡張 
 された管理機能

•   ユーザー自身による展開は1時間もかからず、
 コストのかかるコンサルタントは不要

•   既存のMicrosoft® Active Directory™ ユー
 ザーアカウントをOrionログイン資格証明
 で利用可能

Orion NPMの機能
可用性とパフォーマンスの管理
Orion NPMはネットワークがつねに最大パフォー
マンスで稼働するように、包括的な障害管理や、パ 
フォーマンスと可用性の監視を行います。先進のウェブインターフェースは、ネットワーク上にある数千
のノードやインターフェースのパフォーマンスを一元表示。ルーターやスイッチ、ファイアウォール、サー
バーなどのあらゆるSNMP対応デバイスから得たパフォーマンス指標を、単一のウェブページから監視
することができます。監視する一般的な指標には、帯域幅利用率、パケットロス、遅延、エラー、放棄、QoS
などがあります。Orion NPMを使って、問題を早急に解決するために必要な情報を収集し、ユーザーがヘ
ルプデスクに問い合わせるような事態を未然に防ぎましょう。

LUCIDインターフェース
使い方の簡便さをうたっているソフトウェアは世の中にあふれています。しかしSolarWindsでは、LUCIDイ
ンターフェースを開発し、「簡単に使える」という言葉を真に実現しました。数千人にも上る皆様のような
エンジニアの方々からいただいたフィードバックを基に、インターフェースで必須と言える5つの要素を抽
出・実装し、ネットワークの問題解決を簡素化します。

「ウェブ ベースの 
インターフェースのおかげで、

当社ネットワークの 
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IT担当者、経営幹部が

迅速かつ 
つねに把握しています。」
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モデル 管理数
SL100 構成要素数100まで
SL250 構成要素数250まで
SL500 構成要素数500まで
SL2000 構成要素数2,000 まで
SLX 構成要素数無制限

「（Orionは）
新しいリリースごとに 

どんどん良くなっています。」

Psykobmbor氏
solarwinds.comへの投稿から

•  Logical（論理的）：SolarWinds  LUCIDインター
フェースは、ネットワークのパフォーマンス情
報を論理的かつ直観的に表示し、ユーザーが
情報を十分に集めた上でネットワークに関
する決定を素早く行えるようにします。ネット 
ワークのパフォーマンスが低下しているかど
うかをすぐに判断するのに必要な情報を正
確に表示するインターフェースです。

•  Useable（効果的）： Orion NPMはあらゆる画面
で膨大な情報を表示しますが、インターフェー
スは極めて効果的です。管理者によるOrionシ
ステムのメンテナンス作業もすべて、わずか
数回のマウスクリックで行えるように設計され
ています。

•  Customizable（カスタマイズ可能）：それぞれ
のネットワーク環境に合わせて、ウェブリソースの再編成、トップ10ビュー、期間の設定、リソー
スのカスタマイズを行うことができます。Orionのマップも合わせて簡単にカスタマイズできる
ので、パフォーマンスに関連したいかなる問題もすぐに見つけることができます。

•  Interactive（インタラクティブ）： Orionはネットワークのパフォーマンス指標を自動的に最新の状
態に更新するため、ネットワークの問題がユーザーに影響を与える可能性をすばやく判断する
ことができます。

•  Drill-down（ドリル ダウン型）：最新の各パフォーマンス指標を掘り下げるだけで、事実上あらゆ
るデバイス、パフォーマンス指標、ステータスリンクの詳しい情報を表示します。

ConnectNow™トポロジマッピング
ネットワークを自動的にマッピングするOrion NPM
のNetwork Atlas™ は、ネットワークを図示し、ユー
ザーが動的なネットワークマップを使ってリアルタ
イムでパフォーマンス統計情報を視覚的に追跡で
きるようにします。当社独自のConnectNow技術が、
マップ上のネットワークデバイス間の接続を自動
的に検出・表示。また、地理的マップの内蔵テンプ
レートの利用や、フロアや建物、部署、さらに広範
な地理的場所を単位にしたネットワークの論理図
のインポートにも対応しています。そして、複数の 
ネットワークマップをネストし、ドリルダウン機能で
利用することも可能です。

条件付きグループ依存性
Orionの条件付きグループ依存性機能を使うと、接続されたデバイスやインターフェースの関係をインテ
リジェントに定義することができます。この依存性によって、コアのルーターがダウンした場合でも、同時
にダウンした接続デバイスとインターフェースのそれぞれに対する無数のアラートが殺到するのではな
く、単一の緊急アラートのみが送信されます。

動的サービス グループ
ネットワークデバイスやインターフェース、サーバー、ボリュームを論理的にグループ化して、大規模で複
雑なIT環境の監視を簡素化します。動的サービスグループ機能により、サーバーやルーター、スイッチ、イ
ンターフェース、その他の動的グループを、サービス（メール）や場所、部署、メーカー単位で監視し一元
表示することができます。 

メッセージ センター
Orionメッセージセンターは、ネットワークパフォーマンスに関するあらゆる通知メッセージを一元表示。
さまざまな機器をポーリングするのではなく、単一のインターフェースからSNMPトラップやSyslogを分
析することができるので、ネットワークのパフォーマンスに関する問題を素早く解決することができます。
また、イベントやアラートもこのインターフェースに表示されるため、手動によるイベントの関連付けや
基本的な主要因分析を行うことが可能です。



Orion NPMモジュール

•   アプリケーション
パフォーマンスモニター

•   IPアドレスマネージャ

•   NetFlowトラフィックアナライザ

•   IP SLAマネージャ

•   ネットワーク
コンフィグレーションマネージャ

Orion NPMモジュールは、ネットワーク
トラフィック分析、VoIPインフラ
ストラクチャ監視、IPアドレス管理、
アプリケーション監視、ネットワーク設定 
管理、サーバーとアプリケーションの
監視にまでOrion NPMの機能を
拡張します。

システム要件
CPU：3.0GHz。ハードドライブ容量：
20GB。メモリ：3GB。OS：Windows Server  
2003または2008（32ビットまたは
64ビット）、R2を含む、IISの
インストール要、32ビットモードで
使用、.NET Framework 3.5。
データベース：SQL Server 2005 SP1
または2008（Express、Standard、
Enterpriseのいずれか）

エンタープライズに適した拡張性
Orion NPMでは、管理ソリューションがネットワー
クの成長に追いつかないという事態を避けること
ができます。極めて拡張性が高い、エンタープライ
ズ向けのネットワーク管理プラットフォームである
Orion NPMは、複数のポーリングエンジン、増設ウェ
ブサーバー、エンタープライズオペレーションコン
ソールを追加することにより、ネットワークの成長
に対応が可能です。

アドバンストアラート
Orion NPMでは、パワフルなネットワークアラート
エンジンを素早く簡単に設定して、複数の条件チ
ェックをはじめとするさまざまなネットワークシナリオに対応が可能です。パフォーマンス低下や可用性
の問題がユーザーに影響を与える前に、こうしたネットワークアラートを使って問題を把握・解決しましょ
う。相関性があるイベントや持続している状態にもアラート機能は対応しているため、重大な問題でない
限り夜中に連絡を受けることはありません。また、問題が解決されるまでネットワークアラートを自動的
にエスカレーションすることもできます。

統合ワイヤレスポーラー
ワイヤレスは便利な技術ですが、その管理は頭痛の種になりかねません。今日の市場に出回っている無
数のワイヤレスデバイスを監視、発見、サポートするのはほとんど不可能に近いとお悩みでしたら、Orion 
NPMをご利用ください。Orion NPMの統合ワイヤレスポーラー機能を使って、ワイヤレスシンや自律アク
セスポイント、その関連クライアントを簡単に管理しましょう。有線デバイスとともにワイヤレスデバイス
も監視し、ワイヤレスインフラストラクチャのアラートやレポート、トップ10リストを作成することが可能
です。

ユニバーサルデバイスポーラー
Orion NPMは、一般的なネットワークデバイスの大半をカバーするMIBデータベースを同梱しています。
しかし、ネットワークに潜む少数の非対応デバイスやMIBテーブルを持った新しいデバイスに対して
は、Orion NPMを使って、非常に詳細な役立つ管理データを収集することができます。Orion NPMでは、
ネットワークデバイスが記録する事実上あらゆる統計情報を含め、MIBを持つSNMP対応デバイスのす
べての値を監視するカスタムポーラーの作成が簡単です。また、グラフ化、アラート生成、レポート作成と
いう目的に合わせて、収集データの表示方法もカスタマイズが可能。さらに、MIB変換ウィザードを使う
と、MIB値を最も便利な測定単位に変換することができます。 

仮想インフラストラクチャ統合監視
Orion NPMは、データセンターから仮想マシンや下
層のネットワークインフラストラクチャまで、仮想化
を包括的に監視するよう設計されています。その仮
想インフラストラクチャ統合監視機能は、仮想環境
を深く可視化するため、ネットワークパフォーマン
スが仮想化プロジェクトの足かせとなっていないこ
とを確認することができます。

Orion NPMはVMwareインフラストラクチャと直接
通信し、ホストサーバーのパフォーマンスや各仮
想マシンの健全性評価を行います。情報は階層構 
造（vCenter -> データセンター -> クラスタ -> ホスト -> 仮想マシン）でまとめられるので、仮想インフラス
トラクチャのパフォーマンスが低いかどうかを素早く判断できます。また、CPUやメモリ利用率、ディスク



使用量、ゲストOS、ネットワーク利用率、CPUの実効負荷などの統計情報を詳しく見ることができるため、
アプリケーションのパフォーマンスが良好で、サーバー上の仮想リソースと物理リソースが最適化されて
いることを簡単に確認することが可能です。

モバイルビュー
Orion NPMの新しいモバイルビューを使うと、 iPhone®やBlackberry®、Android™などの一般的なモバイ
ルウェブブラウザからネットワークパフォーマンスを監視することができるので、デスクやワークステー 
ションに縛られることはもうありません。

Report Writer
Orion NPMの先進的なレポートエンジンは、カスタムのネットワークレポートを素早く生成し、PDF形式
へのエクスポートやプリント、ウェブ表示を行うことができます。数多くの種類のレポートを内蔵してお
り、指定した期間やネットワークセグメント単位でパフォーマンスデータのレポートを作成するのも簡単
です。

Microsoft Active Directory との統合
Microsoft  Active Directoryの既存のユーザーアカウントやグループを利用して、ユーザーがOrionにロ
グインできるようにしましょう。カスタムのユーザー名やパスワードの利用も、Active Directoryのパスス
ルーログインを使ったログイン画面の完全な迂回も可能です。また、管理者はそれぞれのアカウントや
グループをカスタマイズできるとともに、Orionインターフェースで表示する情報の種類を部署やグルー
プ、ユーザーごとに設定することができます。必要な情報を必要としているユーザーにのみ表示できるの
で、社内セキュリティのレベルが上がります。

VSANサマリー
VSANデバイス専用のビューを使うと、各デバイス
やインターフェースを通過するトラフィック量、どの
VSANにどのポートが属しているか、デバイスが利
用しているメディアの種類などを素早く確認するこ
とができます。また、しきい値ベースのアラートによ
って、あらゆるVSAN パフォーマンスの問題をすぐ
に把握し、ユーザーに影響を与える前に解決しま 
しょう。

Cisco Uni�ed Computing System（UCS）の
サポート
コンピューティング、ネットワーキング、ストレージアクセス、仮想化を次世代データセンタープラット 
フォームに統合したCisco  Uni�ed Computing System（UCS）は、まさに仮想環境の革命と言えます。Orion 
Network Performance Monitor（NPM）は、データセンターのネットワーク健全性を一元表示して、Cisco 
Uni�ed Computing Systemコンポーネントの管理を簡素化します。

コミュニティコンテンツエクスチェンジ
SolarWindsは、ITのプロ向けのコミュニティであるスワックを運営しています。そのスワック上の便利な
情報やツールなどの役立つリソースが、Orion NPMのインターフェースに直接統合されました。Orion 
NPMを展開したら、スワックを利用して数千人のネットワークエンジニアのコミュニティに参加し、リソー
スの共有をはじめとするさまざまな利点を活用して、日々の業務に役立てましょう。スワックでは、カスタ
ムレポートやカスタムアラート、カスタムビューからアプリケーションモニターテンプレートまで、Orion
ユーザーがさまざまなものを共有しています。



その他のあらゆる商標は、それぞれの所有者の所有物です。

自動ネットワーク ディスカバリ
今日のダイナミックなネットワークでは、ネットワークデバイスのリストをリアルタイムで維持する
のは難しく、増え続けるネットワークデバイスの把握は困難を極めます。そこで当社では、ネット 
ワークに追加された新しいデバイスを自動的に検知するNetwork SonarをOrion NPMに搭載しまし
た。Network Sonarは新しいデバイスを検知すると、既存のSNMP資格証明を確認し、そのデバイスの監
視を開始するようメッセージを表示します。また、内蔵されたNetwork Atlasを利用すると、ネットワーク
マップを素早く作成・更新し、新しいデバイスへの接続を表示することができるため、ネットワークマップ
をつねに最新状態に維持するのも簡単です。

Cisco EnergyWise の監視
Cisco  EnergyWiseは、IP電話やワイヤレスアク
セスポイントなどのパワーオーバーイーサネッ
ト（PoE）デバイスから、IP対応のビルコントロー
ラや照明コントローラまで、Ciscoネットワークに
接続されたあらゆるデバイスの電力消費量を削
減することを目指しています。EnergyWise技術
では、企業の電力ニーズを検知、監視、最適化、
助言、調節するためのフレームワークを用意。
また、ネットワークデバイスとエンドポイントの
間で電力を制御するためのメッセージを送受
信する、高度にインテリジェントなネットワーク 
ベースの手段が規定されています。

ロールベースアクセス制御
Orion NPMでは、固有アカウントを設定して、Orionインターフェースで表示する情報の種類を部署やグ
ループ、ユーザーごとに設定することが可能です。これによって、必要な情報を必要としているユーザー
にのみ表示できるので、社内セキュリティのレベルが上がります。たとえば、サーバー管理者はサーバー
のみを、またテキサス州のITグループは管理している地域のみを見られるようにOrion NPMを設定する
ことができます。

ユーザー自身による展開
Orion NPMの展開は、シンプルな3つの手順で行うことができます。まず、シンプルなウィザードインター
フェースを使ってOrion NPMをインストールし設定します。次に、Orion NPMが自動的にネットワークを検
知。そして後は、ネットワークで障害とパフォーマンス上の問題の監視を開始するだけです。所要時間は
1時間以下で、コンサルタントも必要ありません。さらにOrion NPMは直観的なウェブインターフェースを
採用しているため、トレーニングクラスへの参加、分厚い解説書、マニュアルの流し読みは必要なく、導入
したその日からOrion NPMを使って生産性を上げることが可能です。
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