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変更履歴

版 発行日 変更内容

第１版 2011/03/01 新規作成 （Orion NTA version 3.7）
第１．１版 2011/03/02 誤記修正

第１．２版 2011/07/20 ライセンスページの価格情報削除（価格改定のため）

納入後の製品サポートメールアドレス変更

第２．１版 2011/09/16 version 3.8 対応

SolarWinds、SolarWinds.com、OrionはSolarWinds社の登録商標です。
その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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Orion 製品概要 -製品群

• SolarWinds 社のネットワーク監視ソフトウェア
– SolarWinds 社は小規模企業から Fortune 500社まで、
世界170カ国93,000社以上の顧客をもつIT管理ソフトウェア企業です。

– Orion NTA 以外の Orion 製品群の概要については、
「Orion ネットワークパフォーマンスモニタ紹介」資料をご参照ください。

Orion NPM,NCM,NTA,
APM,IPAM,IP SLA,SEUM,UDT,EOC
ネットワーク性能＆コンフィグレーション管理

ipMonitor
ネットワーク
死活監視

Engineer’s Toolset 
Free Tools & LANsurveyor

ネットワークトラブルシューティング、診断、マップ

ネットワーク
管理

サーバーベース

エンジニア用
ツール

デスクトップツール
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Orion NetFlow トラフィックアナライザー （Orion NTA）
特長・機能概要
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Orion NTA 特長

• Orion NPMのアドオンモジュール
– ネットワークの死活および性能データと

トラフィック分析結果を単一のインター
フェイスで閲覧できます。

• トラフィックの可視化

– トラフィック分析結果をサマリ表示します。

– さまざまな視点からトラフィックの
使用量（バイト、パケット）、
使用率を把握できます。

• アプリケーション別

• カンバセーション別

• インターフェイス別

• ノード別

など

Orion NTA Web 画面例

Orion NPM Web 画面例
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Orion NTA 特長 -サポートするフロー

• 複数フローのサポート

– Cisco® NetFlow v5, v9
– Juniper® J-Flow
– IPFIX
– sFlow v5
– Huawei NetStream™

• サポートベンダー

– Cisco Systems® 
– Juniper Networks® 
– Extreme Networks® 
– Foundry Networks® 
– Riverbed® 
– HP® 
– Nortel Networks® 
– Huawei™ 

NetFlow v5 フローを
識別する要素

送信元IPアドレス

宛先IPアドレス

送信元ポート番号

宛先ポート番号

レイヤー３プロトコル

ToSバイト

入力インターフェイス

NetFlow v5 フロー
統計情報

Start sysUpTime

End sysUpTime

フローのパケット数

フローのバイト数

フロー送信元一覧例



Orion NTA 特長 - Class-Based Quality of Service 監視

• Class-Based Quality of Service （CBQoS）の監視機能
– Class-based quality of service ポリシーの効果をわかりやすいグラフ、
レポートに表示します。
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CBQoS ドロップグラフ例 CBQoS Pre-Policy Class Map例
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Orion NTA 特長 -動作イメージ （フローデータ収集）

リモートオフィス
ユーザー

（Endpoints）

NetFlow Ingressキャッシュ
&

エクスポーター

インターネット

フロー
エクスポート

NetFlow
コレクター

サーバー
（ Endpoints ）

Orion NPM & NTA
デフォルト：2055ポート使用

ユーザー
データフロー
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Orion NTA 特長 -動作イメージ （CBQoS 監視）
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Orion NTA 利点

• ネットワーク使用パターンの把握

• エンドポイントの把握
• Top Talkerの把握
• ボトルネックの把握

• キャパシティプランニング
• ウィルス感染したコンピューター
の検出

• DoSアタック攻撃の検出
• 閾値ベースのアラート通知
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Orion NTA 機能概要 - ダッシュボード機能

• ダッシュボード機能

– ネットワーク全体のトラフィック分析結果を１画面で確認できます。

– マウスクリックすると、より詳細な情報を閲覧できます（ドリルダウン表示）。



• グラフ表示機能

– 表示期間、フローの方向（Both, Ingress, Egress）を選択できます。
– ネットワークの使用パターンをすばやく把握できます。
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Orion NTA 機能概要 -わかりやすいグラフ表示機能

• グラフの種類

− アプリケーション別

− グループ別

− 国別

− プロトコル別

− サービスクラス別

− エンドポイント別

− カンバセーション別

− ドメイン別

など
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Orion NTA 機能概要 - アプリケーションマッピング機能

• アプリケーションマッピング機能

– YouTube™、Facebook®、 Amazon®、オンラインゲームなど
人気のあるアプリケーションからのトラフィックを解析できます。

– 帯域使用の用途を単に “Web Traffic”と表示するのではなく、
YouTube™、Facebook®、 Amazon® などで使用する帯域の割合と
クリティカルな業務で使用する帯域の割合を分けて解析できます。



Orion NTA 機能概要 - Flow Navigator 機能

• Flow Navigator （フローナビゲーター）機能
– 独自のビューを作成できます。

• ノード、インターフェイス、期間、フロー方向、
アプリケーション、AS、カンバセーション、国、
ドメイン、エンドポイント、IP アドレスグループ、
プロトコル、ToS の条件で表示する情報を
フィルタできます。

– ブックマークを作成し、頻繁に閲覧する
ビューにすばやくアクセスすることができます。
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Orion NTA 機能概要 - Top Talker 設定の最適化とアラート通知機能

• Top Talker 設定の最適化とアラート通知機能
– ネットワークの帯域を大量消費しているユーザー（Top Talker）を
把握できます。

– 帯域使用に影響を与えないユーザやアプリケーションからのネットワーク
トラフィックデータを保存対象外にすることができます。

– 大量に帯域を消費する（閾値を超えた）Top Talker をアラート機能で通知で
きます。
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アラートメール例

Top Talker 最適化設定例



Orion NTA 機能概要 - CBQoS 性能表示機能

• CBQoS 性能表示機能
– クラスマップごとにCBQoSポリシーの効果を確認できます。
– 事前および事後のネットワークトラフィックを確認できます。
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Orion NTA 機能概要 - IP アドレスグループ作成機能

• IP アドレスグループ作成機能
– 地域、部門、機器の種類等ごとにグループを作成できます。

– グループごとの帯域使用率を表示できます。
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Orion NTA 機能概要 - レポート機能

• レポート機能
• NetFlow, J-Flow, sFlow®, IPFIX,

NetStream のカスタムレポートを
作成できます。

• 出荷時の組み込みレポートも
多数用意されています。

• 上位100 アプリケーション

• 上位100 カンバセーション

• 上位 20 トラフィック宛先／
送信元

• 上位 5 プロトコル

• 上位 50 エンドポイント

• 上位50 受信者／送信者

など

• レポート作成は自動化できます
（スケジュール実行）。
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Orion NetFlow トラフィックアナライザー （Orion NTA）
システム要件・ライセンス・デモサイト・評価版のご紹介
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• サーバーのソフトウェア、ハードウェアの最小要件は以下の通りです。

Orion NTA システム最小要件

ソフトウェア 要件

OS Windows® 2003 Server SP2 以降（32/64ビット、実行は32ビットモード）, R2 , 
IIS インストール
Windows® 2008 Server （32/64ビット、実行は32ビットモード）, R2, 
IIS インストール

Webサーバー Microsoft IIS version 6.0 以降

.NET Framework version 3.5以降

SQL Server
※Orion NTAサーバとは
別サーバ

SQL Server 2005 SP1 Standard, Enterprise 
SQL Server 2008 Standard, Enterprise
SQL Server 2008 R2 Standard, Enterprise

ハードウェア 要件

CPU 3 GHz （推奨：デュアルプロセッサ、デュアルコア）

HDD Orion NTA サーバ：5GB以上 （RAID 0, 1, 0+1,1+0）
SQL Serverサーバ：5GB以上（RAID 0, 1, 0+1,1+0, 最低 6スピンドル 、
その他のRAID構成およびSANの利用は非推奨）

メモリ 3 GB以上
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※詳細については、 “Orion NetFlow Traffic Analyzer Administrator Guide” をご参照いただくか
弊社（sales@jtc-i.co.jp）までお問い合わせください。

mailto:sales@jtc-i.co.jp
mailto:sales@jtc-i.co.jp
mailto:sales@jtc-i.co.jp
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Orion NTA ライセンス

• Orion NTA のライセンス
– Orion NTA のライセンスはベースとなるOrion NPM のライセンスによって
決定します。

– 例：

• Orion NPM が 2000 エレメントライセンスの場合、
Orion NTAで必要なライセンスも 2000 となります。
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Orion NTA デモサイトのご紹介

• SolarWinds社のHPにてOrion NTAのライブデモをご体験いただけます。
– 下のリンクをクリックし、ブラウザが表示されたら LOGIN を選択してください。

http://www.solarwinds.com/products/orion/eloqua.aspx?product=nta
– 注記： ライブデモでは管理者機能は利用できません。
管理者機能の操作を体験したい場合は、３０日利用可能な評価ソフト（次頁）を
ご利用ください。

http://www.solarwinds.com/products/orion/eloqua.aspx?product=nta
http://www.solarwinds.com/products/orion/eloqua.aspx?product=nta
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Orion NTA 評価版のご紹介

• Orion NTA の評価版を無料でご利用いただけます。
– 評価版の試用期間は３０日間です。

– 監視する機器の数に制限はありません。

– 評価目的の場合は、Windows XP, Vista, 7 にインストールできます。
– 事前に Orion NPM のインストールが必要です。

– Orion NTA 評価版をご希望の場合は、
弊社（info@jtc-i.co.jp）までご連絡ください。

mailto:info@jtc-i.co.jp
mailto:info@jtc-i.co.jp
mailto:info@jtc-i.co.jp
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お問い合わせ

ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.）
住所〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8Ｆ
URL http://www.jtc-i.co.jp/

• 製品に関するお問合せ

Tel 042-358-1250 
Email info@jtc-i.co.jp

• 納入後の製品サポート

Tel 042-358-1251
Email support1@jtc-i.co.jp

http://www.jtc-i.co.jp/
http://www.jtc-i.co.jp/
http://www.jtc-i.co.jp/
mailto:info@jtc-i.co.jp
mailto:info@jtc-i.co.jp
mailto:info@jtc-i.co.jp
mailto:support1@jtc-i.co.jp
mailto:support1@jtc-i.co.jp
mailto:support1@jtc-i.co.jp

