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本資料について

◆本資料では、以下について説明します。

◼ネットワークの トラブルシューティング や キャパシティ管理 に有効なアプリケーション通信の

「見える化」のための技術

◼当該技術に対応する WebSAM Network Flow Analyzer のご紹介とアプリケーション通信の

「見える化」の 活用事例



2. ネットワークの運用管理における課題
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こんな問題を抱えていませんか？ （ケース1）

原因切り分けの現状

⚫ サーバの負荷状況は監視していて 問題ないこと を確認 （無関係）

⚫ 通信経路上で 通信量のしきい値超過が発生していたこと を確認 （直接原因）

⚫ しきい値超過を引き起こした 通信の詳細内容 (どこから どこへ どのような通信か) は 不明

◆ネットワーク利用者からのクレーム

⚫ 仕事をしていたら、レスポンスが急に悪くなった

⚫ ファイルをダウンロードしていたら、途中で止まってしまい、やり直しになった

作業効率が上がらず、
ストレスがたまるなぁ・・・

直接原因までは、すぐに突き止められるが、

根本原因は、不明のまま、または、究明に時間がかかる

システム管理者

時間経過と共に問題が一時的に解消するため
再現するのを待たなければ・・・
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こんな問題を抱えていませんか？ （ケース2）

◆ システム改善・強化への期待

⚫サーバーの統合・集約 、および、クラウドサービスの利用 により、
運用コスト削減 、 災害対策・BCP強化 につなげたい

システム管理の現状

⚫ 現状のシステム構成の把握 や 対象サーバーの明確化 は可能

⚫ 現状の対象サーバー宛の 通信量 や サーバ負荷 の状況は把握済み

⚫ 対象サーバ宛の通信内容 (どこからの どのような通信か) は不明

BCP：Business Continuity Plan

ハードウェアの数が少なくなれば、
保守コストが下がるはず・・・

クラウド上にデータを置くことで
災害時にも、即時復旧でき、安心！

通信経路が変化すること に対する影響の見極めが困難なため

システムの見直しスピードが鈍化

システム管理者

サーバー構成だけではなく、ネットワークの見直しも必要？？
現状の通信状況が不明なため、最適な経路設計ができない・・・
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問題（ケース1,2）を解決するには通信内容の分析が必要

従来からのネットワーク運用管理手法 を
アプリケーション通信の「見える化」技術 で補完

従来からのネットワーク運用管理 [SNMP , ping (ICMP Echo) ]

障害管理（異常検知）

・ハードウェア故障
・温度異常
・インターフェイスダウン

構成管理

・物理ネットワーク構成
・装置種別管理
・ファームバージョン管理

性能管理

・リソース監視（CPU・メモリ）

・通信量の監視

アプリケーション通信の「見える化」 技術

業務Aの
通信

業務Bの
通信

HTTP

その他
通
信
量

サーバA宛の通信

サーバB宛の通信

時間

全体の通信量

負荷原因の究明やネットワークの利用状況把握（キャパシティ管理）にも対応



アプリケーション通信の「見える化」技術
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アプリケーション通信の「見える化」技術の比較

DPI (Deep Packet Inspection) フロー (NetFlow, IPFIX, sFlow など)

説
明

ファイアウォール や IDS/IPS などの セキュリティアプライアンス、
帯域制御装置、トラフィックアナライザー(パケットキャプチャー)装置
などで利用されている パケットデータ を検査・解析する技術

様々な ルーター や スイッチ に実装されている通信フローを
受動的にモニターできる技術

パケットの ヘッダー部分 の解析結果(統計情報) を
ルーター / スイッチ が フローデータ として送信

メ
リ
ッ
ト

• パケットのすべての中身を解析可能 • 通信内容の 記録データサイズ は 小
(パケットキャプチャーデータの 約1/500※）

• 高速インターフェースへの追従も容易

• 既設ルーター / スイッチの利用で導入が容易

• 統計情報のみ の取り扱いのため、プライバシー問題の発生リスクなし

デ
メ
リ
ッ
ト

• 通信内容の 記録データサイズ が 膨大

• 高速なインターフェースへの追従が困難
(ハイスペックな装置 になり 高額)

• インライン型 になり 設置場所の設計 が必要

• 通信内容の 見え過ぎ による プライバシー問題の 発生リスクあり

• パケットのデータ部分の解析は不可

• ルーター / スイッチの CPU負荷 が 10% 程度増加
（機種や設定内容に依存）

※ 通信状況や利用プロトコルによっては、更に小さくなる場合があります。

広範囲に、かつ、簡易的に「見える化」対応するには「フロー 技術」 が有効
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フロー技術

ルーター / スイッチのパケット転送処理の際に通信内容をモニター

送信元IPアドレス 送信元ポート番号
入力インターフェイス

(ifIndex)
IPプロトコル番号 フローのバイト数 送信元AS番号

宛先IPアドレス 宛先ポート番号
出力インターフェイス

(ifIndex)
TOSバイト(DSCP) フローのパケット数 宛先AS番号

フローデータの主な内容

フローコレクター が集めた フローデータ を
フローアナライザー が分析し、ネットワークの利用状況 を「見える化」

AS(Autonomous System)：
BGPによる経路制御の単位となる
自律システム

通信フロー： エンドポイント間の通信の流れ

エクスポーター：通信フローをキャプチャーし
フローデータを送信する装置

※ フローアナライザーとフローコレクターは
統合されている場合があります。

フローデータ

フローコレクター※

通信フロー毎の統計情報を
フローデータとして送信

フローアナライザー※

ルーター / スイッチ
（エクスポーター）

パケット パケット

パケット情報をモニター

通信フロー
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代表的なフロープロトコル： NetFlow, IPFIX, sFlow

IPFIX

NetFlow v9 を元に拡張された IETF 標準技術
• RFC7011~7015, RFC5103 で仕様を公開

• NetFlow v9と同等のフローデータの取得が可能

• ベンダー拡張領域を持ち、ベンダー独自の情報送信が可能

NetFlow

Cisco Systems 社が開発した技術
• RFC3954 で v9 の仕様を公開

• キャッシュベースの技術で、パケット転送処理を行ったすべてのパケットがモニター対象
(一定時間経過後、キャッシュ満杯時、通信終了時 など にフローデータを送信)

• ルーター / スイッチ 、ネットワークへ与える負荷は低くはないが、得られる統計情報の
精度が高いのが特長

sFlow

InMon 社が開発した技術
• RFC3176 で v4 の仕様を公開

• サンプリングベースの技術で、一部のパケットの状況から統計処理を実施
統計情報の精度は高くはないが、ルーター / スイッチ 、ネットワーク へ与える負荷が
低いのが特長
(サンプリング間隔を短くすることで統計情報の精度向上)
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各社での NetFlow, IPFIX, sFlow サポート状況

NEC の QXシリーズ、IXシリーズ、IP8800シリーズ は sFlow をサポート

NetFlow IPFIX sFlow

NEC - - QX-S, IX2000/3000, IP8800, PF5200/5300

Cisco Systems Catalyst, Nexus, ASR, ISR など - Nexus3000/9000

Juniper Networks - - EX など

ALAXALA Networks AX7800S, AX5400S - AX7800S, AX5400S など

Extreme Networks - - X, VSP, SLX, VDX など

F5 Networks - BIG-IP BIG-IP

A10 Networks Thunder Thunder Thunder

Fortinet FortiGate, FortiSwitch など FortiSwitch FortiGate, FortiSwitch など

Palo Alto Networks PA - -

Hewlett Packard Enterprise - - FlexFabric switch, Aruba switch など

Allied Telesis SwitchBlade など - X, SwitchBlade など

Ruckus Networks - - ICX, FastIron など

APRESIA Systems - - ApresiaNP など

VMware NSX NSX -

既設の多くの装置で フロー技術 をサポートしており、容易に導入可能



WebSAM によるフロー技術への対応

フローコレクター ＆ フローアナライザー 製品

WebSAM Network Flow Analyzer のご紹介
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フローコレクター ＆ フローアナライザー 製品

WebSAM Network Flow Analyzer

ネットワークを流れる アプリケーション通信 の「見える化」を実現

◆特長

⚫ ネットワークの通信状況を即座に把握・分析

• 通信量の多い端末やアプリケーションをランキング表示し、ネットワークの負荷原因を
即座に確認可能

• 表示されたアプリケーション名やIPアドレス(ホスト名)のクリック操作で容易に
ドリルダウン分析が可能

• アノマリー分析で普段と異なるフローデータの挙動を検知することで障害予兆を把握し未然にトラブ
ルを防止可能

⚫ 目的に合わせた情報表示で分析作業を効率化

• 分析対象を自由に設定できるダッシュボードで、素早い現状把握・分析をサポート

• ポート番号、IPプロトコルの情報に送信元／宛先のIPアドレス、ドメイン名を組み合わせて、
固有の業務アプリケーションやサービスの通信を識別表示

• Microsoft365、BOX、Zoomなどのクラウドサービス通信負荷を可視化し、通信負荷の
高いクラウドサービスのオフロード検討や新規クラウドサービス採用時の負荷調査に
利用可能

• 受信した全フローのRawデータを保持することでセキュリティインシデント発生時の通信を分析可能

⚫ 様々なネットワーク環境を統合管理

• NetFlow※, IPFIX※, sFlow をサポートし、様々な環境に適用可能

• WebSAM NetvisorPro Vと連携し、ネットワークの状態をきめ細かに統合管理

※ サンプリングにも対応しています。

NetFlow, IPFIX,
sFlow 

WAN ルータ スイッチ

サーバー/ストレージ

ネットワーク利用者

システム管理者

WebSAM Network Flow Analyzer

Webブラウザー
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ネットワークの通信状況を即座に把握・分析

◆通信量のランキング表示
以下の観点で 通信量 ランキング (Top N) を表示

⚫ 通信フローの測定ポイント (エクスポーター、インターフェイス)

⚫ 通信フローの送信元・宛先・カンバセーション

⚫ 通信フローの通信内容 (アプリケーション など)

◆ドリルダウン分析
クリック操作により、分析条件を簡単設定

分析条件の組み合わせで、負荷原因のフローを特定

通信量の多い
カンバセーション Top5 通信量の多い

アプリケーション Top5

例：
① 通信負荷の高いインターフェイスのリンクをクリック

② 分析結果の複数グラフの中から
通信量の多いアプリケーションのリンクをクリック

分析対象を
自動設定

フィルター条件を
自動設定

http の通信量が多い 送信元、宛先、カンバセーション のランキングを表示

カンバセーション： 特定の2点間の通信のやりとり
アプリケーション： サービスポート番号と利用プロトコル(TCP, UDP)

で識別できる通信の種類
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目的に合わせた情報表示で分析作業を効率化

◆ダッシュボード表示

業務内容に合わせ 複数の ダッシュボード を定義
切り替え運用により現状把握を効率化

例：データセンター、WAN、LAN に対する
管理用ダッシュボードを定義し、
作業内容に合わせて、切り替えながら
ネットワークの状況を確認

◆アプリケーション定義

固有のアプリケーション、サービスの通信も細かく識別
Microsoft365、BOX、Zoomなどのクラウドサービス通信も識別可能

WAN

業務システム

データセンター

本社 支社

ルーター

ルーター ルーターシステム管理者

データセンター用

WAN用

LAN用

通常 定義後

アプリケーション定義

http 通信

業務A の通信

業務B の通信

その他の
http の通信

識別情報に、IPアドレスを付加
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全フローデータを保持して内外の不正アクセスの証跡を保全

受信した全フローのRawデータを保持することで簡易的なネットワーク
フォレンジック(※)として活用可能

◆ 受信した全フローのRawデータをCSVで保持可能

◆ 通信量の少ないフローのデータを残すことができ、ポートスキャンのように細かいフローが大量に発生するような攻撃も

分析可能。

◆ WebSAM NetvisorPro Vと連携して不正アクセス検知のトラップ受信時に通信内容を確認し、想定外の通信が発生してい

ないかなど影響を調査することも可能

※ネットワークフォレンジックとは
セキュリティインシデント発生時に分析ができるように、
いつどのような通信が流れていたのかを記録、分析、

保持しておく対策

短時間にランダムなTCPポートに対して
大量のSYNパケットが観測されており、

SYNスキャンによる攻撃を受けて
いることが分析可能
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様々なネットワーク環境を統合管理

WebSAM Integrated Management Server コンポーネント により
複数サイトの統合管理 や WebSAM NetvisorPro Vとの 連携運用が可能

ネットワークの監視作業 と 通信フロー分析作業 を シームレスにつなぎ
日常的に行うオペレーション の 作業コストを低減

システム構成

NvPro：WebSAM NetvisorPro V
NFA： WebSAM Network Flow Analyzer
IMS： WebSAM Integrated Management Server コンポーネント

(無償バンドル品)

NvPro NFA

管理対象ノード/エクスポーター

IMS

NvPro NFA

Webブラウザー

管理対象ノード/エクスポーター

SNMP,
ICMP Echo

NetFlow,
IPFIX, sFlow

SNMP,
ICMP Echo

NetFlow,
IPFIX, sFlow

リージョングループ リージョングループ

グルーピングすることで
各製品の ノード (エクスポーター) の情報を
IMSで同一ノードとして統合管理※ 弊社検証では、10リージョングループの接続・動作を確認しています。

IMSコンポーネント の画面
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WebSAM Integrated Management Server - アノマリー分析 -

通常時の性能値の時系列データから予測モデルを作成し、
普段と異なる振る舞い(アノマリー)をリアルタイムに検知可能

◆ 通常時とは異なる振る舞いをリアルタイムに検知

◼ 蓄積した過去のデータから通常時のトラフィック状態を予測し、

外れた場合にアノマリーとして通知することで、障害予兆などを

早期に検出可能です。

◼ 通常時の振る舞いを基にした動的なしきい値監視により従来発生

していた誤検知や検知漏れを軽減することが可能です。

◆ フロー単位での分析も可能

◼ 特定の通信に絞って分析することができ、仮想環境などでシステム

単位での分析が可能です。

◼ 定期的に発生する通信に絞って分析を行うことで、タイミングや

通信量から通常時と異なる挙動をしていることを検知し、サイレント

障害等を検知可能です。

一定時間予測範囲から外れた
場合にアノマリーとして検知

過去データと
比較も可能
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WebSAM Integrated Management Server - トレンド分析 -

蓄積した性能データから将来の増減傾向を確認可能

◆ リソースのキャパシティ管理が可能

◼ 性能データの増減傾向から数ケ月後の通信状況を予測するなど、リソースのキャパシティ管理を行う際の指標として活用

することで対策の検討が可能です。

トラフィックが増加傾向で
あることを確認可能
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WebSAM Integrated Management Server - レポート作成 -

NvProで取得した性能データやNFAで取得したフロー情報を
Excel形式でレポートとしてまとめることが可能

◆ Excel上で条件を入力することで簡単に

作成可能

◼ レポート期間、出力情報、対象機器等を入力すれば

自動でレポートが作成されます。

◼ 複数機器まとめてのレポート作成も可能です。

◆ 外部からのデータ取得も可能

◼ RESTful APIによりデータの取得も可能なため、

Excel以外のツールを使用してのレポート作成なども

可能です。
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WebSAM Network Flow Analyzer 機能一覧

区分 機能 説明

分析・把握

ダッシュボード表示

• 通信フローの状況をグラフ・一覧(ウィジェット)でランキング表示

• 担当範囲や作業目的毎にウィジェットを自由に選択・配置可能

• 複数ダッシュボードを、運用の中で切り替えながら現状把握が可能

エクスポーター分析

• 指定インターフェイスを通過する通信フローを様々な視点で分析

• 様々な条件指定（送信元、宛先、アプリケーション、プロトコル、
DSCP値）で通信フローを特定し、振る舞いを観測可能

• 通信フローの振る舞いを過去にさかのぼって分析可能

表示定義

アプリケーション定義
• IPアドレス＋サービスポート番号＋プロトコル の組み合わせで、

固有のアプリケーション通信を識別・表示可能

グルーピング定義
• 通信のエンドポイントとなるIPアドレス、または、ネットワーク

アドレスをグルーピングし、部門毎の通信状況を分析可能
• リンクアグリゲーション・インターフェイスを分析するためのグルーピングが可能

監視 しきい値監視
• アプリケーションや送信元・宛先を特定した通信フローに対し、

通信量に対するしきい値監視が可能

外部利用 フローデータ出力
• 蓄積したフローデータを長期保存や他での活用のために、

CSV形式で外部出力可能
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WebSAM Integrated Management Server コンポーネント (IMS) 機能一覧

機能 説明

ダッシュボード表示 • 各製品が収集したネットワークの性能情報や障害状況をグラフや一覧で表示。

• ランキング形式での表示で、負荷が高い、稼働率が低いなどの上位のみを表示することで、全体状況を即座に把握可能

トポロジーマップ表示

(WebSAM NetvisorPro V 連携時)

• WebSAM NetvisorPro Vから取得したマップ情報を元にトポロジーマップを表示

• アイコンの座標位置や背景図などの更新により、ネットワーク構成を分かりやすく表現

• 分析モードにより、過去のイベント発生時の各ノードの障害発生状況を再現でき、当時の影響範囲の確認や障害発生の関連性な
どの調査が可能

ノード一覧表示 • 指定条件に合致する管理対象ノードを一覧で表示

• 現在の重要度(障害発生状況)やベンダ、シリーズ、バージョン等を指定して表示内容を絞り込み、多数のノードの中から
確認したいノードを即座に検索、調査が可能

ノード詳細表示 • 指定したノードのプロパティ情報や性能情報のグラフ、イベント情報を一画面で表示

• ノード視点でのネットワーク状況調査を効率化。

インターフェイス詳細表示 • 指定ノードの指定インターフェイスに関する性能情報を表示

• インターフェイス視点でのネットワーク状況調査を効率化

イベント一覧表示 • 各製品で検出したすべてのアラート情報をイベントとして一覧表示

• 調査に不要なイベントを、様々な条件で排除することで、障害状況を即座に把握可能

イベントアクション設定 • 各製品からIMSに集めたイベントに対し、実行するアクション(メール通報、コマンド実行)を設定

• 実行したアクションに対しては、成功・失敗の履歴管理も可能

データ分析 • 各製品が収集した性能情報に対し、アノマリー分析、トレンド分析を行い、障害の予兆検知やキャパシティ管理に活用可能。

※ ノード(エクスポーター)のプロパティ情報の多くは、WebSAM NetvisorPro V から取得しています。



WebSAM Network Flow Analyzer の
活用事例
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活用事例1：通信の 到達不可 の原因調査

送信元、宛先 を キー にした フロー分析 で 通信状況 を 容易に確認

⚫ 支社Aの社員から、「朝から業務システムに接続できない」とのクレームが発生
⚫ ネットワーク監視の状況を確認しても 各装置での 異常発生 や 高負荷状況 は見られず

発生
事象

After

⚫ 簡単な画面操作でクレーム発生当時の通信フローの状況を確認 (支社Aのルーターま
で到達)

⚫ 通信の到達状況を元に、ルーティング変更に関連する工事有無を確認
→ 昨日の工事ミスが原因

調査時間の短縮 と 属人化 解消 の効果

Before

⚫ 通信経路上の装置にアクセスし、業務システムと支社Aの各フロア間の
通信が可能かを１つ１つ確認

⚫ 技術ノウハウを持った作業者が中心になって調査

調査に時間がかかる点 と 属人化 が問題

システム管理者

WAN

業務システム

データセンター

支社B

ルーター

ルータールーター

支社A

traceroute
/ping

traceroute
/ping

どこで通信が
止まっているのか

を 急いで調べ
なければ・・・

Telnet
/SSH

システム管理者 WAN

業務システム

データセンター

支社B

ルーター

ルータールーター

支社A

クレーム発生当時の
通信フローの状況を
エクスポーター分析

画面で確認

通信フロー
NetFlow

WebSAM
Network Flow Analyzer
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活用事例2：定期的な 通信負荷 の 原因調査

負荷原因の通信フローを 宛先 をキーにした ランキング表示 により特定

⚫ 定期的に、インターネット回線の通信量に対する しきい値超過 が発生
⚫ その際、インターネット通信が滞る現象が発生するが、通信負荷の原因は不明

発生
事象

After

⚫ 簡単な画面操作で負荷原因の通信フローを特定
宛先等の情報から、Windows Updateと判明

⚫ Windows Updateによる通信負荷を軽減するためWSUSサーバーを設置

フロー分析により 長期化問題 を解決

システム管理者

事象発生当時の
通信フローの状況を
通信量のランキング

表示で確認

WebSAM
Network Flow Analyzer

sFlow

WAN

支社B

ルーター

ルータールーター

支社A

本社

インターネット

WSUS

WSUS： Windows Server Update Service

WSUS

WSUS

Before

⚫ 事象発生の契機 や 再現間隔 がつかめていないためパケットのキャプ
チャー による調査は断念

⚫ しばらくすると 事象は解消される ため、取り急ぎは 様子見

調査に難航し 長期にわたって問題未解決

WAN

支社B

ルーター

ルータールーター

支社A

本社

インターネット

システム管理者

パケット
キャプチャーを行う
にしても、いつ再現

できるのか・・・
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活用事例3：クラウド移行 のための 事前調査

業務システム への通信量を 部門毎に整理し、無理のない移行をサポート

⚫ BCP に沿って、一部の業務システム の クラウドサービス移行 を検討
⚫ 一部の部門 (支社)で、クラウドサービス利用 の検証を行ってから、全体の移行を計画

発生
事象

After

⚫ 簡単な画面操作で部門毎の業務システムへの通信量を調査・整理
⚫ 移行前のインターネット回線と業務システムの利用状況を踏まえ、移行対象の

部門を選定

移行リスク低減のための調査をサポート

Before

⚫ 移行対象の業務システム宛の通信量は把握しているが、どの部門がど
れくらい通信しているかは不明

⚫ 切り戻しになるリスクを踏まえ、現状の構成のまま検証を行いたいが、
移行対象の部門選定に難航

調査に難航し 長期にわたって問題未解決

WAN

支社B

ルーター

ルータールーター

インターネット

クラウド
サービス

業務システム

支社A本社

ルーター
システム管理者

支社Bの部門の
移行から試したいが
通信量は大丈夫
だろうか？

検証段階から、
ネットワークの
更新は必要か？

システム管理者

部門毎の通信量を
エンドポイントグループの

分析により把握

WebSAM
Network Flow Analyzer

sFlow
WAN

支社B

ルーター

ルータールーター

インターネット

クラウド
サービス

業務システム

支社A本社

ルーター
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その他の活用事例・効果

ネットワークの 設定ミス も アプリケーション通信の「見える化」で検出

◆アプリケーション通信の「見える化」の 副次的効果 としての事例
⚫ルーティングミスの検出

WANの見直しのための通信状況調査の際に、一部のアプリケーション通信が、
意図しないルートを通っていることが判明

WANの見直し作業と共に改善

⚫QoS（DSCPによるマーキング）の設定漏れの検出

Web会議システムの導入に伴い、QoS設定の見直しを実施

その後、通信フローの状況を確認した際に、一部のアプリケーション通信に対する
QoS設定の漏れを検出

その後、QoS設定を適切に修正

本社 データセンター

回線A

回線B

設定ミスで
回線Bを経由

システム管理者

本社と
データセンターの
通信は、回線Aで

往復させる
設計なのだが・・・

NetFlow

データセンター

本社 支社A

WAN

業務アプリ通信

Web会議通信

Web会議通信にQoS設定
(DSCPによるマーキング)

業務アプリ通信には設定漏れ

Web会議通信のチェック作業で
業務アプリの通信フローに

DSCP値の設定がないことを検出 システム管理者

NetFlow



WebSAM Network Flow Analyzer の
販売情報
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ライセンス定義および価格

◆アップグレードライセンス

※ ライセンス数の考え方： フロー情報を分析する対象インターフェイス数分のライセンスが必要

エクスポーターの数に対する制限なし

品名 価格(円)
月額標準

サポート料金(円)

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 for Linux(20インターフェイス版) 580,000 7,300

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 for Linux(50インターフェイス版) 900,000 11,300

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 for Linux(100インターフェイス版) 1,300,000 16,300

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 for Linux(250インターフェイス版) 2,150,000 26,900

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 for Linux(500インターフェイス版) 3,100,000 38,800

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 for Linux(1000インターフェイス版) 4,300,000 53,800

品名 価格(円)
月額標準

サポート料金(円)

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 アップグレードライセンス for Linux(20 to 50 インターフェイス版) 370,000 4,700

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 アップグレードライセンス for Linux(50 to 100 インターフェイス版) 450,000 5,700

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 アップグレードライセンス for Linux(100 to 250 インターフェイス版) 900,000 11,300

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 アップグレードライセンス for Linux(250 to 500 インターフェイス版) 1,000,000 12,500

WebSAM Network Flow Analyzer 3.1 アップグレードライセンス for Linux(500 to 1000 インターフェイス版) 1,250,000 15,700

◆製品ライセンス
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WebSAM Network Flow Analyzer 動作環境

◆Webブラウザーの要件

◆サーバーのシステム要件

CPU Intel クアッドコア Xeon 以上、または、同等の互換プロセッサを推奨 ※1

システムメモリ 最低 4GB 以上 (16GB 以上を推奨) ※1

ディスク容量 ※ インストールパス: 5GB 以上

データパス: 最低 100GB 以上 (1TB 以上を推奨) ※2 ※3

動作OS Red Hat Enterprise Linux 8(x86_64) ※4 ※5

対応フロープロトコル NetFlow (v5, v9)、IPFIX、sFlow (v4, v5)

NetFlow, IPFIX はサンプリングにも対応

対応ブラウザー Windows 上で動作する以下のブラウザ

• Microsoft Edge 104 以上、 Mozilla Firefox 103 以上、 Google Chrome 104 以上

CPU Intel Core i3 以上、または、同等の互換プロセッサを推奨

システムメモリ 1GB 以上

※1 仮想化環境で運用する場合、オーバーコミットの影響を受けずに、確実に指定したCPU リソース、および、メモリリソースが利用できるように、仮想化基盤の設定を行ってください。

※2 製品仕様上、ハードディスクへのアクセスが頻繁に行われます。利用環境に合わせて、「SAS15,000rpm」などのアクセス性能の高いハードディスクを利用することを強く推奨します。また、「RAID 5」, 「RAID 50」, 
「RAID 10」 のいずれかの構成で運用することを推奨します。

※3 仮想化環境で運用する場合、他の仮想マシンの動作の影響を受けて、ハードディスクへの十分なアクセス性能が得られない場合があります。SSD (Solid State Drive) を利用するなどして、ハードディスクへの
十分なアクセス性能を確保してください。

※4 python3、bzip2 をインストールする必要があります。

※5 SELinux を無効（disabled）に設定する必要があります。
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WebSAM Integrated Management Server コンポーネント 動作環境

◆Webブラウザの要件

◆サーバのシステム要件

CPU Intel クアッドコア Xeon 以上、または、同等の互換プロセッサを推奨

システムメモリ 最低 2GB 以上 (8GB 以上を推奨) ※1

ディスク容量 インストールパス: 2GB 以上

データパス: 最低 20GB 以上 (200GB 以上を推奨)

動作OS ⚫ Windows Server 2022 (x64) ※2 ※3

⚫ Windows Server 2019 (x64) ※2 ※3

⚫ Windows Server 2016 (x64) ※2 ※3

⚫ Red Hat Enterprise Linux 8 (x86_64) ※4 ※5 ※6

対応クラスタ CLUSTERPRO X 4.2 以降

対応ブラウザー Windows 上で動作する以下のブラウザ

• Microsoft Edge 104 以上、 Mozilla Firefox 103 以上、 Google Chrome 104 以上

CPU Intel Core i3 (第6 世代) 以上、または、同等の互換プロセッサを推奨

システムメモリ 最低 1GB 以上 (3GB 以上を推奨)

※1 データ分析において、500件以上の分析対象を登録する場合は、システムメモリとして16GB以上がりようできる環境である必要があります。

※2 Server Core は未対応です。

※3 Nano Server は未対応です。

※4 SELinux は無効(disabled)に設定する必要があります。

※5 python3、および、glibc-langpack-enをインストールする必要があります。

※6 libicuをインストールする必要があります。
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ネットワーク運用管理ソフトウェア

WebSAM NetvisorPro V

監視・保守・構築などの業務をトータルにサポートし、
ネットワークの安定稼働と運用の効率化を実現

◆特長

⚫複雑なネットワークも一目で把握可能

• 小規模から大規模まで、マルチベンダネットワークをビジュアルに一元管理することで、

機器構成の容易な把握が可能になり、万が一の機器故障、異常トラフィックなど、

さまざまな障害にも迅速に対応することができます。

⚫面倒なコンフィグ・ソフトウェア管理の効率化

• 機器のコンフィグファイルのバックアップや世代管理、ソフトウェアの更新管理などを

リモートで制御することで、機器のメンテナンス作業の効率化と作業時間の短縮を

実現します。

⚫障害の検出から対処までを強力にバックアップ

• マルチベンダネットワーク機器からおくられてきたシステムログ(SYSLOG)を自動分析し、

その障害内容と対処方法を表示します。これまで費やしていた原因究明までの時間を

短縮し、迅速な障害復旧をご支援します。

•蓄積した過去の性能データから通常時のデータ範囲を予測し、取得データが

予測から外れた場合に、アノマリーとして通知することで、障害予兆などを

早期に検出。

構成・障害管理

SYSLOG情報の日本語表示

コンフィグ・ソフトウェア管理

マルチベンダネットワーク

NetvisorPro V

TRAP
SYSLOG

Config

ポーリング監視
性能監視

性能管理
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問い合わせ先／製品ご紹介サイト

◆WebSAM Network Flow Analyzerに関するお問い合わせ先

※本資料に掲載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です

ファーストコンタクトセンター

受付時間 ９：００～１２：００／１３：００～１７：００
月曜～金曜日（祝日・ＮＥＣの所定の休日を除く）

ＴＥＬ：０１２０－５８－０５９５

https://jpn.nec.com/websam/networkflowanalyzer/

検 索WebSAM Network Flow Analyzer






