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1
このガイドについて

このガイドでは、シスコの WAN およびアプリケーション 適化ソリューションと、ソリューションの

設計と実装に関する詳細な技術情報について説明します。

WAN およびアプリケーション 適化ソリューションでは、シスコ製品とテクノロジーを組み合わせる

ことで、特定の WAN およびアプリケーションの 適化課題に対するソリューションを提供します。こ

のガイドは、これらの課題の理解と、課題に適合するネットワーキング インフラストラクチャの設計、

実装に役立ちます。

1.1  このガイドの構成
このガイドは次の章で構成されています。

 • お客様の課題

この章では、ブランチ オフィスとそれらのネットワーキング要求の増大によってお客様が直面し

ている課題について説明します。

 • WAN およびアプリケーション 適化の概要

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの概要について、ビジネス要件

を中心に説明します。

 • シスコのモニタリング装置

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションで提供されるモニタリング装置

について説明します。

 • トラフィックの分類

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションにおけるトラフィックの分類方

法について説明します。

 • WAN およびアプリケーション 適化テクノロジー

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションで使用される特定のテクノロ

ジーについて説明します。

 • ネットワーク制御テクノロジー

この章では、ネットワーク トラフィックのクラスによって異なるさまざまな要件に対処する必要

性について説明します。相対的な品質レベルによる評価はネットワーク制御の 適化の基盤となる

技術です。ネットワーク オペレータは、トラフィックのクラスが持つさまざまな要件とネット

ワーク上で比較的重要視する要素に基づいて、トラフィックの各クラスの処理方法を決定します。
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第1章      このガイドについて      

対象読者

 • ネットワーク管理

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションで使用されるネットワーク管理

テクノロジーについて説明します。

 • ブランチ設計上の注意

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションで用いられるさまざまな展開モ

デルについて、構成例を交えながら詳細に説明します。

1.2  対象読者
このガイドは、特定の WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの仕様策定、設計、および

実装に関わる技術者を対象としています。
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2
お客様の課題

この章では、企業のワイドエリア ネットワーク（WAN）にアプリケーションを提供する際に、企業が

直面する課題について説明します。

WAN は、分散した組織を 1 つにまとめる接続構造です。WAN には帯域幅の制限と遅延の問題がある

ため、アプリケーション パフォーマンスの低下を避けるには、WAN とアプリケーションを 適化する

必要があります。 適化によって、IT 組織は実質的にアプリケーション配信を改善し、ビジネス ニー

ズに適合するセキュアでコスト効果が高く許容可能なアプリケーション パフォーマンスを実現できま

す。

2.1  データセンターとサーバ インフラストラクチャの
統合

企業のサーバとアプリケーションは統合と一元化を続けています。たとえば、以前は、リモート サイ

トではファイルとさまざまなアプリケーション サーバを独自に備えているのが普通でした。サーバを

リモートで維持するコストは高く、Sarbanes Oxley（SOX; サーベンス オクスリー法）や Health 
Insurance Portability and Accountability Act（HIPAA; 医療保険の携行と責任に関する法律）などの新

しい法規制はコストをさらに増大させ、データセンターにおけるサーバの統合を促進しています。IT 
組織は、データと処理の一元化をさらに進め、企業 WAN で、LAN のような応答時間を提供するとい

う新しい課題に直面しています。

2.2  グローバリゼーション
従業員の働く現場が本社以外の場所に置かれることが多くなっています。このようなリモート ユーザ

は、本社の従業員が LAN を介してサーバに接続するのと同じレベルでアプリケーションやサービスを

利用できることを望んでいます。応答時間の遅れによって、リモート アクセス時の生産性を低下させ

ることはできません。IT 組織は、リモート ユーザに対して、同一の応答時間と「常に使える」サービ

スを提供するという課題に常に直面しています。リソースに障害が発生したときにリモート ロケー

ションが単独で機能できるように生き残り戦略も必要です。

2.3  ビジネス継続性と障害回復プロセスの改善
企業にとって、あるデータセンターから別のデータセンターにシームレスにフェールオーバーする機能

と、すべてのリモート ロケーションでデータをバックアップする機能は不可欠です。これを実行する

には、膨大なデータを WAN 経由でリアルタイムに移動する必要があります。同時に、企業はデータ 
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バックアップとディザスタリカバリのコストを削減する必要があります。さらに、スケジュールされた

バックアップ処理が通常の業務時間まで及ぶと、リモート ユーザは満足なアプリケーションの応答時

間を得られなくなります。

2.4  遅延に影響されやすいアプリケーション
Voice over Internet Protocol（VoIP）や対話式ビデオなどのリアルタイム アプリケーションには、伝送

遅延、ジッタ、パケット損失、および帯域幅可用性に対する厳しい要件があります。そのため、基幹ア

プリケーションを優先的に扱うだけでなく、高品質の音声またはビデオを提供するために、各種のトラ

フィックに優先順位を付け、エンドツーエンド サービス経路における輻輳リスクを 小化することが

重要になります。

2.5  WAN に適さないアプリケーションの動作
ビジネスにおいて、新しいアプリケーションが複雑な分散ネットワークでどのように動作するのかを理

解しないまま、そのアプリケーションを導入することが非常に多く見受けられます。多くのビジネス 
アプリケーションは、実際のネットワークにおけるパフォーマンスに関する要件（WAN での遅延や帯

域幅の制限など）を考慮せずに開発されています。

さらに、多くのアプリケーション アーキテクチャは、LAN での利用を想定して設計されており、企業 
WAN では効率的なパフォーマンスを期待できません。残念なことに LAN プロトコルは「chatty」（小

さな呼び出しが多数ある）であるといえます。「chatty」な対話による悪影響は、特に、アプリケー

ションがメッセージを小さなデータ ブロックに分割する場合に発生します。アプリケーションは順次

的に動作し、各データ ブロックの受信応答がない限り、次のブロックを送信できません。つまり、

たった 1 つのメッセージを送るために多くのラウンドトリップが必要になり、大幅なアプリケーション

遅延が発生します。遅延の多くは回線上の時間に由来します。この例では、遅延によってアプリケー

ション パフォーマンスが低下し、アプリケーション スループットが制限されます。帯域幅を追加して

もこのようなパフォーマンス問題を解決しません。たとえば、Microsoft Exchange and Common 
Internet File System（CIFS）、Network File System（NFS）、その他の Web ベースのアプリケーション

には遅延問題があります。実際にこれらのアプリケーションでは、配置場所がデータセンターから遠く

なるほど応答時間が長くなります。

多くのアプリケーションは遅延と帯域幅の制限に合わせて改変できますが、アプリケーションの改変が

常に実行可能とは限りません。たとえば、シュリンク包装されたアプリケーションは通常改変できませ

ん。このような場合、アプリケーションを改変する以外のソリューションが必要になります。ネット

ワークに WAN 適化およびアプリケーション高速化ツールを配備することで、アプリケーションを改

変することなく、遅延とパフォーマンスの問題を解決することができます。

2.6  Web 化されたアプリケーション
コンピューティングは変化しています。私たちは現在「Web 化された」アプリケーションの実装の早

期段階にいます。このような新しいアプリケーション環境には、Web ベースのアプリケーション テク

ノロジー固有の要件を満たす新しいタイプのネットワークが必要です。

たとえば、Web 対応アプリケーションではクライアント サーバ間に多数の接続が必要になります。新

しい高速化テクノロジーは、アプリケーション パフォーマンスを改善するため、増大する接続数に対

応する必要があります。HTTP や XML により、開発者はグラフィックなどのオブジェクトをより多く

含めることができるようになります。これがデータ転送量を増大させます。アプリケーションを 
Service Oriented Architecture（SOA; サービス指向アーキテクチャ）に移行することで、ネットワーク

需要は大幅に変化します。Web アプリケーションは、画面をレンダリングする必要があるため、通常、
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帯域幅要件に関して優れているとはいえません。たとえば、SAP クライアントを使用するブランチ 
ユーザは要求したデータのみを取得します。一方、Web 経由で SAP を使用する場合、書式設定データ

とグラフィック データも受信する必要があります。

2.7  リッチ コンテンツの配信と新しいサービスの展開
大規模な組織では、トレーニング関連資料、コンプライアンス文書、電子メール、ビデオなど、従業員

が 新のコンテンツを取得できるようにするために奮闘しています。IT 組織は常に、大きなファイル

の転送（医療画像や CAD ファイルなど）、VoIP、ストリーミング ビデオなど、より多くのサービスを

提供する要求に対応しています。このようなアプリケーションは、帯域幅を大幅に拡大することにつな

がります。しかし、同時に IT 組織は事業運営費（OpEx）の削減を期待されています。現実的に、多く

の組織では、帯域幅にかかるコストはいまだに事業運営費の大きな部分を占めています。そのため、

IT 組織が求めているのは、WAN 適化テクノロジーを活用して、費用のかかる帯域幅のアップグレー

ドを避けながら、制限された帯域幅リソースを拡大することです。

2.8  ネットワークによる真のビジネスのサポート
IT 組織は、ユーザの生産性を向上し、競争力を獲得するため、常に新しいアプリケーションの導入を

課題としています。アプリケーション環境と必要なネットワーク ソリューションには直接的な関係が

あります。ときには、新しいビジネス要件に合わせてネットワーク アーキテクチャを変革する必要が

あります。シスコの「プラットフォームとしてのネットワーク」のアプローチでは、ネットワークを利

用して、さまざまなアプリケーションおよびインフラストラクチャ アーキテクチャの効果を増幅する

ことができます。シスコの「プラットフォームとしてのネットワーク」のアプローチを活用することに

より、お客様が新しいアプリケーションおよびサービスを組織に迅速に展開し、ビジネス競争力を維持

できるようお手伝いすることが可能になります。
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3
WAN およびアプリケーション最適化の概要

この章では、シスコの WAN およびアプリケーション 適化フレームワークとソリューションの概要に

ついて説明し、WAN およびアプリケーション 適化に関連するシスコの製品とテクノロジーを紹介し

ます。また、ネットワークのさまざまな場所に導入されているソリューションについても簡単に説明し

ます。

3.1  シスコの見解
現代の企業では、ネットワークがアプリケーションのパフォーマンスを左右する重要な要素となってい

ます。シスコシステムズのソリューションは、統合ネットワークでの重要なビジネス アプリケーショ

ンの統合においてネットワーク管理者を支援し、生産性の向上と競争上の優位性の維持につなげます。

シスコでは、IP 通信からトランザクション指向のアプリケーションまで、さまざまな要件を持つ幅広

いアプリケーションに対応した、高度な統合された WAN およびアプリケーション 適化ソリューショ

ンを提供しています。また、今後も 適化技術の開発を継続し、「プラットフォームとしてのネット

ワーク」を実現します。

セキュリティは、ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスに直接影響します。全体的なソ

リューションは、包括的な WAN およびアプリケーション 適化機能を提供するだけでなく、さらに、

セキュリティ コンポーネントと連携することによってビジネスの中断を回避します。シスコが提供す

るのは、ネットワークベースのエンドツーエンド システムによるアプローチです。これは、ビジネス 
ニーズに合わせて進化する手法であり、将来的な技術革新への対応も可能です。
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図 3-1 シスコのWAN とアプリケーション最適化

シスコの WAN およびアプリケーション 適化は、アーキテクチャに基づくソリューションであり、

ツールと技術を組み合わせて構成されています。これらが相互に機能することで、信頼性とパフォーマ

ンスが向上し、ネットワーク全体でアプリケーションがセキュアに配信されます。戦略的なシステム 
アプローチとは、ネットワークを使用してネットワーク上で動作しているアプリケーションを特定し、

エンドツーエンドの可視性が得られ、ネットワークとアプリケーションを 適化し、業務上不可欠なト

ラフィックを制御および保護するものです。

シスコの WAN およびアプリケーション 適化ソリューションは、5 つの重要なコンポーネントに分類

することができます。これらのコンポーネントにより、効果的なアプリケーションの配信を実現してい

ます。以降の各項では、これら 5 つのアーキテクチャ コンポーネントと、それに関連する技法および

テクノロジーについて簡単に説明します。各コンポーネントの詳細については、以降の各章で説明して

います。

3.1.1  分類

インテリジェント ネットワークは、アプリケーションの配信において、アクティブな役割を担うもの

でなければなりません。また、アプリケーションのパフォーマンスを評価および制御し、貴重な共有

ネットワーク リソースを有効に利用するためには、ネットワークはアプリケーションアウェアである

必要があります。トラフィックを制御するには、ネットワーク上で動作するアプリケーションの把握
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と、自動的な検出が不可欠です。そのため、単に IP アドレスや TCP ポートを認識するだけではなく、

高度なパケット インスペクション テクノロジーを使用した動的なポート割り当てや移行ポート割り当

てのサポートが要求されます。

3.1.2  最適化 
ネットワーク トラフィックに次のような複数の技法を取り入れることで、アプリケーションのパ

フォーマンスとアベイラビリティ /信頼性が大幅に向上するだけでなく、遅延を低減し、帯域利用率お

よびセキュリティを改善することができます。

 • TCP Flow Optimization（TFO）– TCP スタックを改善し、TCP セッションの 適化を実現しま

す。TCP のスロースタート アルゴリズムとフロー制御は、データ転送速度が低下する原因となり

ますが、このような性質によるパフォーマンス不足を軽減します。TFO 技法ではパイプが満たさ

れ、遅延が低減されるため、高速な転送と帯域の有効活用を実現します。

 • 高度な圧縮 – Data Redundancy Elimination（DRE）では、一致するバイト ストリームがシグニ

チャに置き換えられるため、WAN 経由で送信されるデータ量が大幅に低減されます。シグニチャ

は、送信先ピアリング デバイスのライブラリに保持されるため、 大で 100:1 の圧縮比が実現し

ます。非冗長データについては、標準的な（LZ）圧縮を使用することで、 大限に圧縮できます。

 • パスの 適化 – ネットワーク接続された各アプリケーションが、 適なパスに対応付けされるた

め、アプリケーションのアベイラビリティが保証されます。

 • サーバの 適化 – Server Load Balancing（SLB; サーバ負荷分散）、コネクション管理、Secure 
Socket Layer（SSL）オフロードなどの技法を使用して、サーバの負荷を低減します。

 • Secure WAN – ファイアウォール、SSL 暗号化、およびサービス妨害（DoS）などの脅威を 小限

に抑える技法により、アプリケーションと重要なビジネス情報資産を保護します。

 • Secure VPN – 直接的なスポークツースポーク通信を実現することで、低遅延パスを推進するテク

ノロジーです。

 • DNS の 適化 – DNS lookup を高速化することで、迅速なアプリケーションの配信を支援します。

 • Enterprise Content Delivery Network（ECDN）– WAN 全体で、コンテンツとアプリケーションの

配信のパフォーマンスと信頼性が向上します。一般的に ECDN は、キャッシング、ポリシーベー

スの配信、リダイレクション、およびコンテンツ管理で構成されています。これらのコンポーネン

トを組み合わせることで、企業からブランチ オフィスへの効率的なコンテンツの配信を実現しま

す。

3.1.3  制御

Quality Of Service（QoS）技法を取り入れることで、重要ではないトラフィックが業務上不可欠なト

ラフィックに悪影響を与えないようにすることができます。また、定義済みのビジネス ポリシーと優

先順位への適合を制御できます。

3.1.4  モニタリング

アプリケーションを正常に配信するには、ネットワーク上で動作するアプリケーションを継続的に特定

することに加え、重要ではないアプリケーションを制御または削減しながら、業務上不可欠なアプリ

ケーションのパフォーマンスを許容できる範囲に保つ必要があります。

パフォーマンスの制御には、ネットワークとアプリケーションの動作に対する可視性が要求されます。

モニタリングを実行することで、ポリシーが正しく実装されていることを確認できるだけでなく、モニ

タリングから得たデータから新たな動的なポリシーを生成および適用することができます。
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ソリューション コンポーネント

3.1.5  ネットワーク管理

管理ツールによって、ネットワーク アプリケーションおよびネットワークのパフォーマンスに関する

情報が収集されます。この情報は包括的なレポートに統合され、ネットワークとアプリケーションに対

する可視性が提供されます。また、構成管理ツールを使用してポリシーを一元的に定義し、システム

ベースの変更と構成管理を実行することもできます。

3.2  ソリューション コンポーネント
シスコの WAN およびアプリケーション 適化では、複数の製品とテクノロジーで構成された包括的な

ソリューションが提供されます。ここでは、これまでの項で説明した 5 つのアーキテクチャ コンポー

ネントを実装するシスコの製品およびテクノロジーを紹介します。これらのアーキテクチャ コンポー

ネントは、専用のアプライアンスやブレード、ネットワーク ルータの機能として実装されています。

3.2.1  分類

 • IOS Network Based Application Recognition（NBAR）

3.2.2  最適化

 • Cisco Wide Area Application Services（WAAS）または Wide Area Application Engine（WAE）

 • IOS Performance Routing（PfR）

 • Cisco Application Control Engine（ACE）

 • IOS Dynamic Multipoint Virtual Private Network（DMVPN）

3.2.3  制御

 • IOS QoS

3.2.4  モニタリング

 • IOS NetFlow

 • IOS IP Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）

 • Cisco WAAS FlowAgent

3.2.5  ネットワーク管理

 • Cisco Catalyst 6000 シリーズ用 Network Analysis Module-2（NAM-2）
 • NetQoS SuperAgent

 • NetQoS ReporterAnalyzer
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3.3  WAN およびアプリケーション最適化の導入
WAN およびアプリケーション 適化ソリューションは、主にデータセンターとブランチ サイトに導入

されます。また、シスコの WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの進化に伴い、ネット

ワーク上のさまざまな場所への導入が可能になります。

「プラットフォームとしてのネットワーク」のアプローチは、ネットワークを使用してネットワーク上

で動作しているアプリケーションを特定し、エンドツーエンドの可視性が得られ、アプリケーションを

適化し、業務上不可欠なトラフィックを制御および保護するものです。

図 3-2 エンドツーエンドの WAN およびアプリケーション最適化

これまでの項で説明したように、WAN およびアプリケーション 適化は、単一の技法ではありませ

ん。複数の技法とツールを連携させることで、アプリケーションのパフォーマンスを改善します。たと

えば、図 3-2では、さまざまな技法とツールが、ネットワーク上のさまざまな場所に導入されていま

す。

ブランチ サイト内では、ブランチ アクセス ルータに NetFlow および NBAR を導入することで、ネッ

トワークとアプリケーションに対する広範な可視性が得られます。アプリケーションとその利用率の可

視性によって、ブランチ ルータに QoS ポリシーを適用し、アプリケーション群の伝送優先度を確立す

ることができます。WAAS アプライアンスは、WAN の 適化とアプリケーションの高速化に関するテ

クノロジーを適用し、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。ブラン

チ サイトにデュアル リンクが導入されている場合は、PfR を使用して 適なパスを選択することで、

さらにパフォーマンスを向上させることができます。

データセンター内では、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる目的で、SSL アクセラレー

ション、ロードバランサとしてACE が導入されています。ACE を導入すると、どのサーバから要求を

送信するとパフォーマンスが向上するかといったインテリジェントな判断が可能になります。また、

CE の SSL アクセラレーション機能を導入することで、トラフィックの暗号化または復号化に必要な処

理を実行できるため、サーバの負荷が軽減されます。
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さらに、ビジネスの目的と目標を継続的にサポートし、保護する目的で、パフォーマンス管理ツールが

導入されています。NAM は、データセンターに導入されています。これは、アプリケーションの応答

時間を測定し、トラブルシューティングを行うためです。NetQoS Performance Center は、集中的なモ

ニタリングとレポートの生成を行うために使用されています。



C H A P T E R
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アプリケーションのパフォーマンスに関する問題を把握し、対処することで、ビジネスで実際に使用さ

れているネットワーク リソースに対する可視性が得られるだけでなく、アプリケーションがどの程度

良好な状態で実行されているかを測定することができます。

この章では、主なモニタリング装置のテクノロジーについての概要を示します。このようなテクノロ

ジーにより、ネットワークとアプリケーションを 適化する主要なパフォーマンス管理規則のニーズを

満たす重要な情報とデータのソースが提供されます。ここで説明するモニタリング装置のデータを使用

するモニタリング ツールについては、第 8 章で説明します。

図 4-1 は、ネットワークの状態に対する理解を徐々に深めながら、測定可能な改善と調整の導入を必要

に応じて進めていく一般的なプロセスを示したものです。

図 4-1 WAN およびアプリケーション最適化のライフ サイクル

4.1  プロファイリングおよびベースラインの作成
WAN およびアプリケーション 適化の 初の手順は、サービス品質とアプリケーション配信の効率を

測定する基準を確立することによって、ネットワーク アクティビティのプロファイリングを行うこと

です。
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ネットワークのプロファイリングを行うことで、ネットワークのトラフィック パターンとリソースの

ボトルネックが示されます。これにより、 適化に も適したリンクとプロトコルについて検討するこ

とができます。また、プロファイリングを行うことで、 適化によってパフォーマンス ベンチマーク

の改善と開発に役立つネットワーク コンポーネントに重点を置くことができます。

ベースラインの作成とは、ネットワーク動作の許容範囲を確立することです。これには、使用可能な帯

域幅の把握、ネットワーク遅延やネットワーク上で動作しているアプリケーションといった通常のネッ

トワーク動作のパターンの特定、ネットワーク上での各アプリケーションの動作（および要件）、アプ

リケーションの応答時間の測定などの作業が含まれます。たとえば、ベースラインの作成では、日常的

な平均値とは異なりますが、ネットワークへの負荷が少ない週末の非稼働日などの動作についてもデー

タを取り込み、データの一部として含める必要があります。ネットワーク管理者は、パフォーマンスが

低下する可能性について、信頼できる結論を導くために、ネットワーク パフォーマンスの許容範囲を

把握しておく必要があります。適切なベースラインを作成することで、一貫性のある平常時のネット

ワーク動作と、平常時とは異なる（改善の対象となる）ネットワーク動作を区別できます。

ベースラインを作成する目的については、以降の項でその一部について説明します。

4.1.1  ネットワークの安定性の確保

インターネットワーク通信の完全性は、LAN 内のサーバや単一のセグメントなどが不達になるだけで

妨げられる可能性があります。これは、キャンパス LAN 内のルータの下流や、WAN の下流にある

サーバに到達できない場合も同様です。大規模なネットワークでは問題の原因が多岐にわたるため、

ネットワーク管理者にとって安定性の維持は常に懸念事項となります。

4.1.2  ネットワークの信頼性の確保

今日のエンタープライズ ネットワークで動作する上位レイヤのアプリケーションでは、デバイス間の

通信時に、接続ベースの処理が必要となります。ワークステーションとサーバなど、ネットワーク デ
バイス間での重要な通信が行われる場合は、一貫性のある通信が不可欠です。たとえば、データベース

とクライアント マシンの間で低遅延の通信を維持することは、絶えずデータベースにアクセスするア

プリケーションにとって非常に重要な事項です。

次のコンポーネントからネットワーク パフォーマンスのベースラインの作成を開始する場合は、Cisco 
IOS 装置が適しています。

 • NetFlow

 • IPSLA

 • NBAR

 • CBQoS MIB

NetFlow は、ネットワークの通常動作と異常動作をキャプチャする上で、トラフィック フロー情報を

提供する良好なソースとして機能します。また、各デバイスの標準の SNMP MIB によって、バイト単

位でのトラフィック量や、エラー数、インターフェイスでの使用率など、ネットワークに関する基本的

な情報が提供されます。NBAR は、トラフィックの識別と分類を担うエンジンであり、IOS に組み込

まれています。これにより、ネットワーク上に存在するアプリケーションのタイプを検出できます。

NetFlow、MIB、および NBAR を組み合わせることで、アプリケーション フローがネットワークを利

用する場合に使用する物理的なネットワークとパスに関する包括的なベースラインが提供されます。

応答時間のベースラインの作成は、IT 部門がサービス品質のレベルを確立する上で重要な役割を果た

します。アプリケーションの応答時間を測定する方式としては、アクティブな応答時間の測定とパッシ

ブな応答時間の測定の 2 種類が挙げられます。Cisco IP SLA では、アクティブな方式が採用されてい

ます。また、Cisco WAAS FlowAgent、Cisco NAM、および NetQoS SuperAgent では、パッシブな方

式が採用されています。
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ネットワークとアプリケーションのベースラインは、単一の情報ソースから作成することはできませ

ん。アプリケーションやネットワーク、IT リソースの通常動作を確実に把握するためには、複数のモ

ニタリング装置のデータを使用する必要があります。

4.1.3  ネットワークの最適化

ネットワークとアプリケーションについてエンドツーエンドの可視性が得られたら、要件に も適した

適化ツールとテクノロジーを判断することができます。2 番目の手順は、アプリケーションのパ

フォーマンスを向上させるために、 適化と制御の技法を適用する作業になります。

4.1.4  測定、調整、確認

3 番目の手順は、一連の WAN 適化イニシアチブが、それぞれどの程度の効果があるかを評価するこ

とです。この作業では、ネットワークとアプリケーションの動作に関する情報を継続的にモニタリング

および収集したり、一連の WAN 適化イニシアチブの導入前と導入後を比較したりします。

たとえば、新しい QoS ポリシーを導入したら、ネットワークへの効果を測定します。また、各デバイ

スの CBQoS MIB からは、QoS ポリシーを適用する前後のネットワークに関する情報を取得すること

ができます。同様に、WAAS を導入したら、圧縮およびアクセラレーションを実施する前後の WAAS 
の効果を特定します。WAAS FlowAgent では、このような情報が提供されます。

WAN の 適化と制御の技法を導入する前後にアプリケーションの応答時間を測定することで、変更に

よって目的の結果が達成されているかどうかを判断することができます。同時に、その変更によって、

企業にとって重要なその他のアプリケーションに対して、許容できない影響を与えていないかを確認す

ることもできます。

CBQoS、MIB、WAAS FlowAgent、IP SLA、および NAM を組み合わせると、WAN 適化イニシア

チブの測定、調整、および確認に役立つツールとして機能します。

4.1.5  変更の導入 
4 番目の手順は、変更の導入です。IT 部門では、定期的に新しいアプリケーションを導入したり、既存

のアプリケーションをアップデートしたりすることで、変化を続けるビジネス ニーズに対応していま

す。新しいアプリケーションを導入した場合、または変更を加えた場合は、新しいベースラインを確立

する必要があります。この場合、アプリケーションの 適化サイクルを繰り返す必要があります。

4.2  モニタリング装置の概要
適化されたアプリケーションのパフォーマンスにとって、継続的なパフォーマンス モニタリングは

重要な役割を果たします。トラフィックが統合的に発生したもので、トラフィックを生成および受信す

るエンド ホストがアクティブに監視されている場合でも、パッシブに監視されている通常のネット

ワーク トラフィックで、ネットワーク オーバーヘッドが小さい場合であっても、ネットワークとアプ

リケーションのパフォーマンス データはさまざまなデータ ソースからの取得が可能であり、それぞれ

が異なるレベルの詳細度と相対値を提供します。以降の各項では、主なモニタリング装置について詳細

に説明します。

ネットワークの規模や複雑さの増大と、企業要件の増加に伴い、可視性に対するニーズも高くなりま

す。このような場合は、限られた予算をより効率的に配布するために改善が必要なネットワーク セグ

メントの特定に役立つツールが不可欠です。シスコの製品には、詳細なネットワーク モニタリング機

能を構築するプラットフォームとして機能するツールが付属しています。
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4.3  IOS 装置
この項では、IOS に組み込まれている、次のようなモニタリング情報について説明します。

 • Cisco IP サービス レベル契約（IP SLA）

 • Cisco NetFlow

 • NBAR

 • CBQoS MIB

4.3.1  IP SLA
IP SLA は Cisco IOS ソフトウェアのフィーチャ セットです。IP SLA を使用することで、IP アプリ

ケーションとサービスのサービス レベルを分析することができます。IP SLA では、信頼性が高いスケ

ジュールされた連続したトラフィックを生成することで、ネットワークのパフォーマンスを測定しま

す。IP SLA を使用すると、ネットワークの評価や Quality Of Service（QoS）の確認を実行できるだけ

でなく、新しいサービスの導入も容易になります。また、ネットワークのトラブルシューティングにも

役立ちます。

IP SLA の重要な機能として、次のものが挙げられます。

 • ネットワーク パフォーマンスのモニタリング

 – ジッタ、パケット損失、パケット順序、パケット破損、および遅延を測定する機能

 • ネットワーク アベイラビリティのモニタリング

 – ネットワーク リソースの接続をテストする

 • ネットワークのトラブルシューティング

 • 一貫性があり信頼性の高い測定方法によって、ネットワーク要素をトラブルシューティングす
る

IP SLA は、主に 2 つのコンポーネントで構成されています。1 つは、トラフィックを生成、受信、分

析するソース デバイスで、もう 1 つは、SLA 測定値が収集されるターゲット デバイスです。また、

ターゲット デバイス側でオプションの IP SLA Responder 機能を使用することによって、測定値の精度

と詳細度を高めることができます。IP SLA Responder を使用したターゲット デバイスでは、SLA プ
ローブの受信時刻と送信時刻をマーキングできるため、応答側でのローカル処理の遅延が軽減されま

す。たとえば、通常の ICMP エコーとエコー応答では、低速で優先度の低いパスで ICMP トラフィッ

クを処理するようにターゲット側で選択する場合があります。SLA Responder にアソシエートされて

いる特別な受信および送信タイムスタンプがない場合は、このような低速パスによる遅延と実際のネッ

トワークの遅延が区別されません。

4.3.1.1  IP SLA ネットワーク管理のサポート

IP SLA（第 8 章で詳細に説明）は、NetQoS 社の NetVoyant など、サードパーティ製のツールで管理

することができます。IP SLA は、非常に強力な SNMP ベースの設定およびデータ収集ツールです。

NetVoyant には、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）

デバイスを管理するための使いやすい GUI が用意されており、各デバイスを個別に管理するのではな

く、セントラル コンソールを使用した一元的な管理が可能です。また、NetVoyant コンソールの MIB 
ブラウザでは、デバイスの MIB テーブルへの直接アクセスがサポートされています。
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4.3.1.2  IP SLA の動作

IP SLA での主な動作は次のとおりです。

 • Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）エコー

 • User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）エコー

 • Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）要求

 • Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）要求

4.3.1.3  IP SLA の設定

ここでは、設定例を示します。

4.3.1.3.1  一般的なコンフィギュレーション コマンド

Router(config)#:ip sla <operation number> 

ip sla 動作の設定を開始し、IP SLA モニタ モードに移行します。

Router(config)#:ip sla monitor schedule <operation number> <start-time><age out> 
<recurrence>

各 IP SLA のスケジューリング パラメータを設定します。このコマンドは、IP SLA が起動する前に実

行する必要があります。

4.3.1.3.2  一般的な表示コマンド

Router#sh ip sla configuration <operation number>

この例は、動作番号を指定して、現在の IP SLA に設定されている設定パラメータを表示する方法を示

したものです。

例

Router#sh ip sla configuration 1
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.
Entry number: 3
Owner: ICMP Echo - 100.1.1.161 - 60.1.1.100
Tag: WANOPT ICMP ECHO
Type of operation to perform: icmp-echo
Target address/Source address: 60.1.1.100/0.0.0.0
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type Of Service parameters: 0x0
Vrf Name:
Request size (ARR data portion): 28
Verify data: No
Schedule:
   Operation frequency (seconds): 60  (not considered if randomly scheduled)
   Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
   Group Scheduled : FALSE
   Randomly Scheduled : FALSE
   Life (seconds): Forever
   Entry Ageout (seconds): 3600
   Recurring (Starting Everyday): FALSE
   Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
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   Number of statistic hours kept: 2
   Number of statistic distribution buckets kept: 1
   Statistic distribution interval (milliseconds): 4294967295
History Statistics:
   Number of history Lives kept: 0
   Number of history Buckets kept: 15
   History Filter Type: None
Enhanced History:
Router#sh ip sla statistics 1 

このコマンドを実行すると、指定した IP SLA によって収集された基本統計情報が表示されます。

例

Router#sh ip sla statistics 1 
Round Trip Time (RTT) for       Index 1
        Latest RTT: 60 milliseconds
Latest operation start time: 15:18:20.255 EST Tue Dec 4 2007
Latest operation return code: OK
Number of successes: 58
Number of failures: 0

Operation time to live: Forever

4.3.1.3.3  ICMP エコーの設定

Router#: conf t
Router(config)#:ip sla 1
Router(config-ip-sla)#: icmp-echo 52.1.1.100
Router(config-ip-sla)#ip sla schedule 1 start-time now life forever
Router(config-ip-sla)#:end
Router#:wr

4.3.1.3.4  UDP エコーの設定

Router#: conf t
Router(config)#:ip sla 1
Router(config-ip-sla)#:udp-echo 52.1.1.100 443
Router(config-ip-sla)#ip sla schedule 1 start-time now life forever
Router(config-ip-sla)#:end
Router#:wr

4.3.1.3.5  DNS エコーの設定

Router#: conf t
Router(config)#:ip sla 1
Router(config-ip-sla)#:dns www.cisco.com name-server 52.1.1.100 
Router(config-ip-sla)#ip sla schedule 1 start-time now life forever
Router(config-ip-sla)#:end
Router#:wr

4.3.1.3.6  HTTP エコーの設定

Setup:
Router#: conf t
Router(config)#:ip name-server 52.1.1.100
Router(config)#:ip domain-list wanopt4.cisco.com
Router(config)#:ip domain-name wanopt4.cisco.com
Router(config)#:exit
Router#:wr
Router# conf t
Router(config)# ip sla 1
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Router(config-ip-sla)#http get url http://www.cisco.com 
Router(config-ip-sla)#ip sla schedule 1 start-time now life forever

4.3.1.4  ICMP エコー

ネットワークのトラブルシューティングでネットワーク上の 2 つのポイントの接続を確認する場合、通

常は ICMP を 初のツールとして使用します。ICMP エコーを使用すると、複数の ICMP エコー パ
ケットが宛先に送信され、宛先から ICMP エコー応答が返されます。ICMP エコーなどの双方向チェッ

クにより、ターゲット デバイスへの接続を迅速に確認することができます。

ICMP エコーの動作は、シスコ ルータとネットワーク リソースまたは IP ホスト間のエンドツーエンド

応答時間を監視する目的で使用することもできます。応答時間を計算するために、ICMP エコー要求の

送信から、ICMP エコー応答の受信までの時間が測定されます。測定されるのは、完全なトランザク

ション ラウンドトリップ時間（RTT）だけです。

4.3.1.5  UDP エコー

UDP エコーを使用すると、UDP パケットのラウンドトリップ遅延時間を特定し、シスコまたはシスコ

以外のデバイスへの接続をテストすることができます。業務上不可欠な特定のアプリケーションのトラ

ブルシューティングを実行する場合に非常に便利です。UDP エコーでは、一方向の遅延時間の測定値

など、ICMP の動作よりも詳細なレポートが提供されます。ただし、利用できるのは IP SLA 
Responder を使用している場合のみです。

4.3.1.6  DNS 要求

DNS は、ホスト名から IP アドレスへの変換、または IP アドレスからホスト名への変換で一般的に使

用されています。DNS 要求では、DNS サーバに DNS 要求を送信し、その要求に対する応答を受信す

るまでにかかった時間が測定されます。この要求には、SLA のセットアップ時の指定に応じて、IP ア
ドレスまたはホスト名のいずれかを含めることができます。IP サービスの多くは DNS の名前解決に大

きく依存しているため、DNS の動作は、ネットワークの全体的なパフォーマンスを決定する重要な要

素となります。

4.3.1.7  HTTP の動作

HTTP の動作では、ソース デバイスと HTTP サーバ間の応答時間のモニタリングに重点が置かれます。

応答時間を計算するために、次の 3 つの値が測定されます。

1. DNS lookup：DNS lookup のラウンドトリップ時間（RTT）

2. TCP 接続：HTTP サーバへの TCP 接続の RTT

3. HTTP トランザクション時間：要求から HTTP サーバの応答までにかかった RTT

HTTP SLA では、HTTP Get および HTTP RAW の 2 種類の要求を設定できます。HTTP Get 要求の場

合、指定された URL に基づいて要求がフォーマットされます。RAW 要求の場合は、HTTP 要求のコ

ンテンツ全体を指定する必要があります。そのため、RAW 要求では、認証などのフィールドを制御す

ることができます。
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4.3.2  NetFlow
Cisco IOS NetFlow は、IOS によるネットワーク統計情報の収集を構成するテクノロジーです。

NetFlow はパケットを収集してフローにマッピングし、インターフェイスでのパケットの入出力時に、

収集されたフローの統計情報を計算します。このようなフローの統計情報は、保管と分析を目的とし

て、NetFlow コレクタにエクスポートすることができます。

NetFlow の重要なコンポーネントとなっているのが、IP フローの情報を保持するキャッシュ ストアと、

Cisco NetFlow Collector などのリモート コレクタに NetFlow のデータを送信するエクスポート メカニ

ズムです。図 4-2 は、NetFlow Collector を示したものです。

NetFlow は、アクティブな各フローについて NetFlow キャッシュ エントリを作成することで動作し、

アクティブなフローのキャッシュ内に個別のフロー レコードを保持します。これらの各フロー レコー

ドには複数のデータ フィールドが含まれており、それ自体が NetFlow Collector にエクスポートされま

す。

図 4-2 NetFlow Collector

NetFlow は、データ パケットの番号フィールドを参照して、IP パケットのパケット フローを識別しま

す。フローとは、共通のプロパティを持つ一連のパケットを指します。NetFlow では、次の 7 つの

キーフィールドの組み合わせをフローとして定義し、その識別に使用しています。

1. 送信元 IP アドレス

2. 宛先 IP アドレス

3. 送信元ポート番号

4. 宛先ポート番号

5. レイヤ 3 プロトコル タイプ（ICMP、TCP、UDP など）

6. ToS バイト

7. 論理入力インターフェイス（ifIndex）

NetFlow Collector

NetFlow/PFIX

WAN
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各フロー レコードは、同じ特性を持つパケットをフローとしてグループ化することで作成されます。

NetFlow キャッシュと呼ばれる NetFlow 情報のデータベースには、大量のネットワーク情報が集約さ

れるため、フローの識別には、この方式が適しています。これらのフィールドのいずれかが異なる場

合、そのフローは別のフローと見なされます。

NetFlow は、図 4-3 で示されているように、アクティブな各フローの情報を含む NetFlow キャッシュ 
エントリを作成することで動作します。

図 4-3 NetFlow キャッシュ エントリ

4.3.2.1  NetFlow キャッシュ

アクティブなフローの属性は、NetFlow キャッシュを表示することで分析できます。そのため、エク

スポートを実行することなく、強力なトラブルシューティング ツールとして NetFlow を使用すること

ができます。

 IP 

 IP 

 3 

TOS DSCP

NetFlow 

      /

...    11000   1528

...

NetFlow 
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4.3.2.2  表示コマンド

Router#: sh ip cache flow

図 4-4 は、NetFlow キャッシュ エントリを示したものです。

図 4-4 NetFlow キャッシュ エントリ

次のような、さまざまなセグメントで構成されています。

 • パケット サイズの分布

 • NetFlow キャッシュのステートに関する一般的な統計情報

 • 特定のフローがアクティブな状態を維持する時間（破棄されるまでの時間）

 • 既知のプロトコル別に分類したフロー

 • 実際の NetFlow キャッシュ エントリ数

4.3.2.3  フローのエージング 
NetFlow アカウンティング デバイスでは、次の規則によってフロー レコードが期限切れとなり、

キャッシュ エントリからフロー コレクタにエクスポートされます。

 • 非アクティブ /アクティブ タイマ：指定された時間アイドル状態のフローは期限切れとなり、削除

されます。デフォルトでは、15 秒間トラフィックが非アクティブな場合に期限切れとなるように

設定されています。このタイマは、10 ～ 600 秒の範囲で設定できます。これとは逆に、長時間ア
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クティブなフローも期限切れとなり、キャッシュから削除されます。この処理は、アクティブ タ
イマと呼ばれる別のタイマに基づいて実行されます。アクティブなフローのカットオフ時間は 30 
分で、1 ～ 60 分の範囲で設定できます。

 • フル キャッシュ：キャッシュがいっぱいの状態に近づくと、緊急の期限切れが発生します。

キャッシュ サイズの設定は、ネットワーク オペレータが行います。

 • TCP 接続の終了：TCP 接続がバイト ストリームの 後に到達した場合（FIN）、またはリセットさ

れた場合（RST）は、ソフトウェア プラットフォームで自動的に期限切れになります。

4.3.2.4  NetFlow のバージョン

4.3.2.4.1  NetFlow バージョン 5

一般的に、 も普及しているバージョンと考えられる NetFlow バージョン 5 では、BGP Autonomous 
System（AS; オートノマス システム）情報とフロー シーケンス番号が採用されています。

図 4-5 一般的な NetFlow エクスポート データグラム（バージョン 1、5、7、8）

4.3.2.4.2  コンフィギュレーション コマンド

フローの送信元と宛先をローカル デバイスに設定します。

Router(config)#: ip flow-export source loopback 0 

NetFlow エクスポートのバージョンを設定します。

Router(config)#: ip flow-export version 5 peer-as 

エクスポートされたレコードの NetFlow コレクタを指定します。

Router(config)#: ip flow-export destination 52.1.1.22 9995 

4.3.2.4.3  表示コマンド

このコマンドを実行すると、NetFlow バージョン 5 の設定に加え、エクスポートされたフロー レコー

ド数やエクスポートされたパケット数、エクスポートされなかったパケット数、失敗の理由など、対象

となる統計情報が表示されます。

Router#: sh ip flow export 

IP 

UDP 

NetFlow 
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図 4-6 IP フローのエクスポート統計情報

4.3.2.4.4  NetFlow バージョン 9

NetFlow バージョン 9 フォーマットの大きな特徴は、テンプレート ベースである点です。テンプレー

トを使用することで、レコード フォーマットの設計に拡張性が生まれるだけでなく、将来的に 
NetFlow サービスが拡張された場合でも、基本的なフローレコードのフォーマットとコレクタ コード

に同時に変更を加える必要がなくなるという特徴も提供されます。また、バージョン 9 には、マルチ

キャストや MPLS、BGP ネクストホップ、IPv6 といった新機能も組み込まれています。NetFlow バー

ジョン 9 でテンプレートを使用する主な利点は、次のとおりです。

 • NetFlow に対応したコレクタ サービスまたは表示サービスを提供するアプリケーションを開発し

ているサードパーティのパートナーは、NetFlow のエクスポート フィールドが新たに追加される

たびにアプリケーションを再コンパイルする必要がなくなります。この場合、既知のテンプレート 
フォーマットを記述した外部データ ファイルを使用することができます。

 • 現行の実装を停止することなく、新機能を迅速に NetFlow に追加することができます。

 • バージョン 9 フォーマットは、新しいプロトコルおよび開発中のプロトコルや、フロー ベース以

外のデータ測定に対応できる形での採用が可能なため、NetFlow を「将来にも対応可能」なテクノ

ロジーと考えることができます。
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次の図は、WireSharks を使用して取り込んだ NetFlow バージョン 9 のフローです。図 4-7 は、実際の

フロー レコードに存在するフィールドを示した NetFlow v9 のフロー テンプレートです。また、図 4-8 
は実際のフロー レコードを示したものです。

図 4-7 NetFlow バージョン 9 のフロー テンプレート

このフロー テンプレートで注目すべき点は、このフロー レコードのテンプレート ID が表示されている

ことと、レコードに含まれているフィールドの数およびタイプが表示されていることです。

図 4-8 NetFlow バージョン 9 のフロー レコード
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図 4-9 は、NetFlow バージョン 9 のフロー テンプレートとフローセット対応付けを詳細に示したもの

です。

図 4-9 NetFlow バージョン 9 のフローの概要

4.3.2.4.5  コンフィギュレーション コマンド

Router#:conf t
Router(config)#: ip flow-export version 9
Router(config)#: ip flow-export destination  52.1.1.22 9995
Router(config)#: ip flow-export source loopback 0

4.3.2.4.6  表示コマンド

NetFlow バージョン 5 と同じです。

Router#: show ip flow export

このコマンドを実行すると、テンプレートの数とアクティブなテンプレートの数が表示されます。

Router#: show ip flow export template 

NetFlow  9 32 

UNIX 
 

 ID

 9  = 4

 32 

192.168.1.12
10.5.12.254
192.168.1.1

5009
5344365

192.168.1.27
10.5.12.23
192.168.1.1

748
388934

192.168.1.56
10.5.12.65
192.168.1.1

5
6534

ID = 256
 =

64 

 16 

 ID = 0
 = 28 

 ID = 256

 = 5
IPv4_SRCADDR (0x0008)

 = 4
IPv4_DSTADDR (0x000C)

 = 4
IPv4_NEXT_HOP (0x000E)

PKTS_32 (0x0002)
 = 4

 = 4
BYTES_32 (0x0001)

 = 4

 

 ID 256

 
2  

2 

 
 

2 
 ID 257
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4.3.3  NBAR
Network Based Application Recognition（NBAR）を使用することで、ネットワーク トラフィックの

分類が可能になります。NBAR では、OSI レイヤ 7 まで IP パケット インスペクションを実行すること

により、幅広いアプリケーションの認識を実現しています。たとえば、Web ベースの HTTP と Skype 
のトラフィックはどちらも TCP ポート 80 を使用しますが、これらを識別することができます。

アプリケーションが認識されると、NBAR によってトラフィックが分類されます。これは、パフォー

マンスとアカウンティングを目的としたものです。この機能により、特定のアプリケーションに対応し

た任意の範囲のサービスを呼び出すことができます。例としては、より大きなまたは小さな帯域幅や遅

延キューイングを提供するサービスや、特定のパケットを完全にブロックするサービスなどが挙げられ

ます。

また、NBAR では、特定の時間にネットワークを経由するアプリケーションとプロトコルを特定する 
Protocol Discovery（PD）という特別な機能も提供されます。PD を使用すると、IP フローに基づき、

各プロトコルに関連する主要な統計情報が取り込まれます。Cisco NetFlow と同様に、NBAR では、

次の 5 つの値を共有する IP パケットの単方向フローを IP フローとして定義しています。

 • 送信元 IP アドレス

 • 宛先 IP アドレス

 • 送信元ポート

 • 宛先ポート

 • L3 プロトコル タイプ

NetFlow と NBAR は、どちらも L3 および L4 のヘッダー情報を使用します。ただし、NetFlow とは異

なり、NBAR では L3 ～ L7 のデータも確認します。NBAR では L3、L4、およびパケット インスペク

ションを使用して分類を行い、動的ポート トラフィックのステートフル インスペクションをサポート

しています。また、プロトコルを区別するために、パケットのセット番号も必要になります。

4.3.3.1  NBAR Protocol Discovery
NBAR PD では、Protocol Discovery（PD）と MIB を提供することで、インターフェイスを流れるア

プリケーション トラフィックを容易に検出することができます。これにより、SNMP を使用した機能

拡張を実現しています。このような機能として、次のものが挙げられます。

 • インターフェイス単位での Protocol Discovery の有効化 /無効化

 • 入トラフィックと出トラフィック両方のモニタリング

 • プロトコル単位での統計情報の表示

表 4-1 NBAR Protocol Discovery MIB の詳細 
 

テーブル 説明
cnpdSupportedProtocols NBAR がサポートする全プロトコルのリスト
cnpdAllStats インターフェイス単位でのすべての NBAR 統計情報。たとえば、次の

ものが挙げられます。

パケット カウンタ（インバウンド /アウトバウンド）

バイト カウンタ（インバウンド /アウトバウンド）

ビット レート（インバウンド /アウトバウンド）
cnpdTopNStats 上位 N テーブルの統計情報
cnpdThresholdhistory 下限イベントまたは上昇イベントの履歴
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4.3.3.2  設定

4.3.3.2.1  特定のインターフェイスに対する Protocol Discovery の設定

router#: conf t
router(config)#: interface gigabitEthernet 0/1

この設定では特定のインターフェイスについて NBAR がトラフィックを検出し、NBAR が認識するす

べてのプロトコルについてトラフィックの統計情報を保持します。

router(config-if)#:ip nbar protocol-discovery
router(config)#: exit

オプション

この設定では、既知のポート以外のポート番号を使用するプロトコルまたはプロトコル名を NBAR が
検索します。 大 16 個のポート番号によって、プロトコルを表すことができます。

router(config)#: ip nbar port-map 

次の設定により、その他の静的ポート アプリケーションの分類と監視を NBAR が行います。

router(config)#:ip nbar custom protocol-name [destination | source] [tcp|udp]

各パラメータの意味は、次のとおりです。

 • protocol-name：ユーザが定義したプロトコルの名前を指定します。

 • number：ペイロードの中で検索対象となる値のバイト位置です（0 ～ 255）（オプション）。

 • destination：宛先方向のフローのみ検査します（オプション）。

 • tcp： 大 16 個の明示的な TCP ポート番号または 大 1000 個の TCP ポートの範囲を定義します。

 • udp： 大 16 個の明示的な UDP ポート番号または 大 1000 個の UDP ポートの範囲を定義しま

す。

プロトコルのリストは、新しい PDLM をロードして拡張します（PDLM のフル パスを入力します）。

新しいバージョンの PDLM は、シスコの Web サイト（http://www.cisco.com/go/nbar）で入手できま

す。

router(config)#:ip nbar pdlm

4.3.3.3  表示コマンド

router#: show ip nbar protocol-discovery 

このコマンドを実行すると、NBAR Protocol Discovery 機能によって収集された統計情報が表示されま

す。デフォルトでは、すべてのインターフェイスのすべての統計情報が表示されます。

注 出トラフィックの統計情報は、機能のポリシングの前に収集されます。

cnpdStatus タイム スタンプなど、インターフェイス単位での NBAR の有効化また

は無効化
cnpdTopNConfig インターフェイス別の上位 N テーブルの設定
cnpdThresholdConfig プロトコルしきい値の設定
cnpdNotificationsConfig トラップの有効化
cnpdMIBNotifications 上昇イベントまたは下限イベント
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図 4-10 PD の表示コマンドの出力例

Router#: show ip nbar protocol-discovery
interface stats protocol top-n

 • interface-spec：表示するインターフェイスを指定します。

 • stats：バイト数、ビット レート、またはパケット数を表示するか指定します。

 • protocol：特定のプロトコルを指定して、その統計情報を表示します。

 • top-n： もアクティブな上位 N 個のプロトコルを表示します。
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図 4-11 PD インターフェイスの表示コマンドの出力例

4.3.4  CBQoS MIB
Cisco Class-Based QoS（CBQoS）MIB からは、Modular QoS コマンドライン インターフェイス

（MQC）をサポートするシスコのネットワーク要素に関する QoS 情報が供給されます。CBQoS では、

設定機能とモニタリングの統計情報が提供されます。たとえば、QoS ポリシー実施前後のカウントや

レートに関するトラフィック クラス別の概要などです。また、機能に固有の詳細な統計情報も提供さ

れ、PolicyMap 機能の選択に使用できます。ポリシング アクションは、インターフェイスとトラ

フィックの方向（入力または出力）ごとに定義します。CBQoS MIB では、32 ビット カウンタと 64 
ビット カウンタの両方をサポートしています。

次のリストは QoS に関連する MIB テーブルの中で、統計情報を供給するものだけをまとめたもので

す。

 • cbQosClassMapStats：ポリシー実施前後のパケット /バイト数、ビット レート、ドロップ パケッ

ト /バイト数、およびバッファドロップ有無など、class map に関する統計情報

 • cbQosMatchStmtStats：ポリシー実施前のパケット /バイト数など、match 文に固有の情報に関す

る統計情報   

 • cbQosPoliceStats：許容範囲内または範囲外のパケット /バイト カウンタやビット レートなど、ポ

リシング アクションに関する統計情報

 • cbQueueingStats：各種のキュー項目数および廃棄パケット /バイト カウンタなど、キューイング 
アクションに関する統計情報

 • cbQosTSStats：各種の遅延およびドロップ パケット /バイト カウンタ、機能のステート、キュー 
サイズなど、トラフィック シェーピング アクションに関する統計情報

 • cbQosREDClassStats：ランダム パケット /バイト カウンタやテール ドロップ パケット /バイト 
カウンタなど、優先度ごとの重み付けランダム早期検出に関する統計情報
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 • cbQosPoliceActionCfg：クラスベースの QoS オブジェクトの設定情報を表示するために必要なオ

ブジェクト

4.4  その他の装置
その他の装置として、次のものが挙げられます。

 • Cisco WAAS FlowAgent

 • 接続状態と動作統計情報のレポート

4.4.1  Cisco WAAS FlowAgent
シスコと NetQoS 社が共同で開発したモニタリング装置を使用することで、Cisco WAAS デバイスに

よって 適化されたリンク経由でのクライアントからサーバまでのエンドツーエンドの応答時間を正確

に測定することができます。このような装置で中心的な役割を担うのが、FlowAgent と呼ばれるシス

コのソフトウェア機能です。FlowAgent は、WAE に統合されているモニタリング モジュールで、重要

なパケット情報を取り込み、ネットワーク経由でサードパーティ製のモニタリング エージェント

（NetQoS SuperAgent など）に送信します。また、WAAS が設置されているリモート サイトでのアプ

リケーションの応答時間を報告するために必要なすべてのデータと、 適化された各リンクの詳細なパ

フォーマンス メトリックをエクスポートします。

図 4-12 に示すように、FlowAgent は、Cisco WAAS 4.0.13 以降の標準的なソフトウェア イメージの一

部です。WAE で設定した場合、FlowAgent は、 適化された TCP トランザクションに関連するフ

ロー情報を収集し、SuperAgent Aggregator（FlowAgent によるデータ収集専用のデバイス）に送信し

ます。

SuperAgent Aggregator はフロー情報を処理し、保管とレポートの生成を目的として、SuperAgent 
Management Console に送信します。FlowAgent によるデータ収集は、単一の WAE デバイスに対して

実行するように設定することも、デバイス グループを使用して複数の（またはすべての）WAE デバイ

スに対して実行するように設定することも可能です。この設定は、Cisco WAAS Central Manager で行

います。
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図 4-12 Cisco WAAS FlowAgent

4.4.1.1  最適化されたトラフィックのフロー レコードのエクスポート例

FlowAgent は、 適化されたトラフィックについて次の情報を取り込み、設定された SuperAgent 
Aggregator に送信します。

 • 送信元 IP アドレス

 • 宛先 IP アドレス

 • 送信元 TCP ポート

 • 宛先 TCP ポート

 • TCP シーケンス番号

 • TCP 確認応答番号

 • TCP ペイロード バイト数

 • パケット到着時間（ミリ秒単位）

 • IP 識別情報

 • WAE MAC アドレスの Src/Dst フラグ

 • TCP フラグ

4.4.1.2  FlowAgent の設定

FlowAgent モニタリング エージェントは、コンソール（またはホスト）とコレクタの 2 つのモジュー

ルで構成されています。コンソールの IP アドレスは、WAE CLI または Central Manager GUI を介して 
WAE で設定します。WAE は、モニタリング エージェントのコンソールに一時的な接続を開始します。

この一時的な接続は、制御接続と呼ばれます。制御接続では、TCP ポート 7878 を使用します。この接

続の目的は、WAE が割り当てられているコレクタの IP アドレスとポート番号を取得することです。

WAE は、制御接続を介して、監視対象となるサーバに関する設定情報も取得します。コレクタの IP ア
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ドレスとポート番号の情報を取得すると、WAE は、そのコレクタとの継続的な接続を開きます。監視

対象のサーバについての概要データが収集されると、この継続的な接続を介して送信されます。WAE 
は、WAE に割り当てられているサーバの概要データを、Aggregator のみに送信します。

NetQoS を使用したフロー モニタリングは、以下の手順で設定します。

1. WAE CLI または Central Manager GUI で、WAE アプライアンスの tcpstat-v1 Host フィールドに、

SuperAgent Master Console の IP アドレスを入力します。

デバイス グループを使用して複数のアプライアンスを設定している場合は、デバイス リストのす

べてのアプライアンスに設定が伝播されるまで待機します。

2. NetQoS SuperAgent のコンソールで、WAE を SuperAgent Aggregator（WAAS の用語ではコレク

タと呼ばれています）に割り当て、NetQoS Networks、Servers、および Applications の各エン

ティティを設定します。

4.4.1.3  Central Manager GUI を使用した WAE での FlowAgent の有効化

Central Manager GUI を使用して WAE でのフロー モニタリングを設定するには、次の手順に従いま

す。

1. NetQoS SuperAgent のコンソールで、WAE を SuperAgent Aggregator（WAAS の用語ではコレク

タと呼ばれています）に割り当て、NetQoS Networks、Servers、および Applications の各エン

ティティを設定します。

2. 複数のデバイスについてフロー モニタリングを設定するために使用する新しいデバイス グループ

を作成します。デバイス グループを作成するには、Devices > Device Groups > Create New 
Device Group の順に選択します。

デバイス グループを作成する場合は、新たに有効化されたすべてのデバイスをこのグループに自

動割り当てするためのチェックボックスをオンにします。

3. 既存の WAE デバイスを、新たに作成したデバイス グループに追加します。

4. Device Group リスト ウィンドウで、設定を行うフロー モニタリング設定デバイス グループの名前

の横にある Edit アイコンをクリックします。

5. Contents 表示枠で、General Settings > Notification and Tracking > Flow Monitor の順に選択し

ます。Flow Monitor Settings for Device Group ウィンドウが表示されます。

6. Enable チェックボックスをオンにします。

7. tcpstat-v1 Host フィールドに、モニタリング エージェント コンソールの IP アドレスを入力しま

す。

この設定により、WAE はコンソールとの一時的な接続（制御接続）を確立し、SuperAgent 
Aggregator の IP アドレスを取得できるようになります。Aggregator の IP アドレス情報は、コン

ソール デバイスから設定する必要があります（サードパーティから提供されているフロー モニタ

リング アプリケーション ソフトウェアの設定に関するマニュアルを参照してください）。

8. Submit をクリックして、このデバイス グループのデバイスに設定を適用します。

4.4.1.4  CLI を使用した WAE での FlowAgent の有効化

CLI を使用して WAE でのフロー モニタリングを設定するには、次の 2 つのコマンドを実行する必要が

あります（図 4-13 を参照）。

1. flow monitor tcpstat-v1 host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、WAE と
モニタリング エージェント コンソールの IP アドレスを登録します。SuperAgent Management 
Console の場所は、WAE から認識されている必要があります。
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#flow monitor tcpstat-v1 host <IP_Address>

この設定により、WAE はコンソール（またはホスト）との一時的な接続（制御接続）を確立し、

コレクタの IP アドレスを取得できるようになります。コレクタの IP アドレス情報は、コンソール 
デバイスから設定する必要があります（サードパーティから提供されているフロー モニタリング 
アプリケーション ソフトウェアの設定に関するマニュアルを参照してください）。

注 このコマンドで指定する IP アドレスは、SuperAgent Management Console の IP アドレス

です。SuperAgent Aggregator から WAE への設定は SuperAgent Management Console UI 
で行うため、この設定では SuperAgent Aggregator の IP アドレスは必要ありません。

2. flow monitor tcpstat-v1 enable グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、WAE 
アプライアンスでのフロー モニタリングを有効にします。

#flow monitor tcpstat-v1 enable

注 WAE では、enable コマンドを使用する前に、SuperAgent Management Console の IP アド

レスが必要です。

図 4-13 WAE での FlowAgent の有効化

4.4.2  接続状態と動作統計情報のレポート

コンソール（またはホスト）モジュールとコレクタ モジュールは、単一のデバイスに設置することも、

個別のデバイスに設置することもできます。これらの接続は、互いに独立しています。

これらの接続の状態と各種の動作統計情報は、show statistics flow monitor tcpstat-v1 EXEC モード 
コマンドを実行することでレポートが表示されます。このコマンドは WAE から実行し、SuperAgent 
システムへの接続状態を確認します。図 4-14 に示されているように、このコマンドを実行すると、次

の情報が表示されます。

 • Host Connection には、SuperAgent Management Console の IP アドレスが表示されます。WAE か
ら Management Console へのポーリング時にコマンドを実行していない場合、通常は「Not 
Connected」と表示されます。

 • SuperAgent Management Console と WAE の接続は、継続的ではありません。5 分おきに再接続と

同期が行われます。

 • Collector Connection には、その WAE に割り当てられた SuperAgent Aggregator の「IP アドレス

:ポート番号」に続いて、常に「Connected」と表示されます。

 • Aggregator の割り当ては、SuperAgent GUI で設定します。大規模なネットワークでも、通常は 1 
台の Aggregator を設置します。そのため、コレクタというよりはハーベスタとしての役割を担い

ます。
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図 4-14 FlowAgent の接続状態

図 4-15 は、SuperAgent Management Console に接続しておらず、SuperAgent Aggregator の割り当て

を受信していない WAE を示したものです。この場合、State フィールドで Alarm ステートが発生しま

す。
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図 4-15 FlowAgent が接続に失敗している状態

接続エラーとデータ転送エラーにより、WAE と Central Manager GUI でアラームが発生します。デ

バッグ情報を参照するには、debug flow monitor tcpstat-v1 EXEC モード コマンドを使用します。

show statistics flow filters コマンドを実行すると、SuperAgent Management Console でのサー

バ割り当てに基づき、どのフィルタが構築されているかが示されます。図 4-16 の例では、「Flow Hits」
カラムに示されているように、10.0.3.6 サーバのトラフィックだけが 適化されています。サーバ リ
ストは、SuperAgent Management Console から自動的に取得される点に注意してください。グラフに

データが表示されない場合は、この方法が WAE に対する SuperAgent Management Console の設定を

確認する 適な方法といえます。
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図 4-16 構築されているフィルタを SuperAgent Management Console から特定する

図 4-17 は、コンソールで通信に関する問題が発生しているか、SuperAgent でサーバが定義されていな

い場合の例を示したものです。この問題を解決するには、SuperAgent Management Console でサーバ

が設定されていることを確認し、show statistics flow monitor tcpstat-v1 コマンドを使用して接続の

問題のトラブルシューティングを実行します。

図 4-17 SuperAgent Management Console で報告された問題

4.5  まとめ
Cisco IOS 測定ツールは、ネットワークのさまざまなコンポーネントのパフォーマンスを測定するため

に必要なツール群を提供します。Cisco IOS には、NetFlow や IPSLA ポーリングなど、 適化された

TCP トラフィックに対するネットワークの可視性を提供する WAAS FlowAgent と同様に詳細なネット

ワーク モニタリング機能を構築するプラットフォームを提供するツールが付属しています。この可視

性により、ネットワークに関する問題のトラブルシューティングにかかる時間が削減され、可能な限り

コスト効率の高い解決策を導くことができます。



 

4-26
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド

第4章      シスコのモニタリング装置      

まとめ



C H A P T E R

 

5-1
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド  

 

5
トラフィックの分類

一般的なネットワークでは、ネットワークを通るトラフィックは異種のものが混在し、複数のアプリ

ケーションやユーティリティからのフローで構成されています。このようなアプリケーションの多くは

固有のものであり、遅延やジッタなど、ネットワーク パラメータに関して独自の要件を持っています。

これらの要件が満たされていない場合、アプリケーションの品質と有用性が大きく損なわれることにな

ります。Local Area Network（LAN; ローカルエリア ネットワーク）では、比較的容易に帯域幅を広げ

ることができるため、このような要件を満たすことも難しくありません。ただし、帯域幅に制限がある 
WAN では、それが課題となるのが一般的です。

そのため、限られた WAN の帯域幅を使用するさまざまなアプリケーションに適切な優先順位を設定

し、このような要件が満たされるようにするためにも、トラフィック管理が不可欠です。また、適切な

セキュリティ ポリシーを実装するためにも、ネットワーク トラフィックに存在するアプリケーション

とプロトコルを正しく理解することも重要な要素です。実際のネットワークでは、ユーザの体感も重要

です。ユーザ アプリケーションでは許容されている遅延やジッタであっても、実際に体感する待ち時

間に対してユーザが敏感になっている場合もあります。そのため、ネットワーク トラフィックを管理

する場合は、このような優先順位をバランスよく判断する必要があります。

トラフィックの分類は、ネットワークに存在する多様なアプリケーションとプロトコルを識別するため

の 初の手順にすぎません。モニタリングや検出、制御、 適化などの対処は、トラフィックの識別が

完了し、ネットワーク パフォーマンスの改善目標を設定することで初めて実行できるものです。一般

的に、パケットが特定のアプリケーションまたはプロトコルに属するものとして分類（識別）される

と、マーキングまたはフラグ付けが行われます。このようなマーキングやフラグを基に、フローに適用

する適切なサービス ポリシーがルータによって判断されます。

ここまでの説明をまとめると、次のようになります。

 • 分類とは、アプリケーションまたはプロトコルを識別する技法である。

 • マーキングとは、特定の分類ポリシーに基づいてパケットをカラリングする（またはそのままにす

る）プロセスである。マーキングは、パケットを適切に処理するために、ルータによって内部的に

使用されたり、カラリングの種類によってはさらに下流のデバイスで使用されたりします。

トラフィックの分類は、次の 2 種類の方法で行うこともできます。

 • ペイロードに基づいたパケットの分類（ペイロードベースの分類）。この方法では、レイヤ 4 ポー

ト（送信元 /宛先またはその両方）など、ペイロードのフィールドに基づいてパケットが分類され

ます。

 • パケット間の到着やセッション時間など、トラフィック動作の統計的分析を使用した統計的手法に

基づく分類。

ペイロードベースの方式が も一般的です。ただし、暗号化およびトンネル化されたトラフィックで

は、失敗する確率が高くなります。ペイロードベースの分類技法は、一般的な方法のほかに、基本的な

ペイロード分析または高度なペイロード分析に分けられます。トラフィックの分類を行う一般的な方法

は、IP ヘッダーの情報に基づくものです。一般的には、次の情報が参照されます。

 • レイヤ 3 アドレス（IP アドレス）
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 • レイヤ 2 アドレス（MAC）

 • プロトコル

この技法は非常に初歩的なもので、分類できるアプリケーションはほとんどありません。トラフィック

の配置（入力インターフェイス）に基づく方式も存在しますが、広く使用されているとはいえません

（そのため、ここでは説明しません）。

宛先 IP アドレス、送信元 IP アドレス、または IP プロトコルに基づくすべての一般的な分類技法では、

インスペクションの対象が IP ヘッダーのみに限定されているため、機能的な制限があります。同様に、

レイヤ 4 ポートだけに基づいた分類にも制限があります。この方法の問題点は、現在のアプリケーショ

ンが必ずしも標準ポートを使用していないということです。アプリケーションによっては、自身の存在

をわかりにくくするために、他のアプリケーションで一般的に使用されているポートを使用する場合も

あります（たとえば、IM アプリケーションは、一般的に HTTP で使用される TCP ポート 80 を使用し

て動作する場合があります）。そのため、アプリケーション識別のレイヤ 4 ポート メカニズムは、必ず

しも信頼できるものではありません。

高度な分類技法では、Deep Packet Inspection（DPI）を使用します。DPI 技法には、パターン分析や

動作分析など、いくつかの種類が存在します。詳細については、5.2  「Deep Packet Inspection」で説明

します。このような方法を使用することで、一般的な分類技法よりも高い信頼性を得ることができま

す。

図 5-1 は、各種の分類方式および技法を示したものです。

図 5-1 分類方式および技法

DPI L3/L4 

/

18
75

64



 

5-3
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド  

 

第5章      トラフィックの分類 
ペイロードベースのトラフィックの分類

5.1  ペイロードベースのトラフィックの分類 
ペイロードベースの分類方法は、トラフィックの分類に使用する処理方式に基づき、さらに細かく分け

ることができます。その方式は 4 種類ありますが、そのすべてで、Deep Packet Inspection など、1 つ
以上のペイロード インスペクション技法を使用してトラフィックを確認および分類しています。

1. Packet-Based No State（PBNS）は も単純な方式ですが、ポート番号など、特定のパラメータの

ペイロードについてチェックが行われます。この方式では、他の方式と比較して CPU への負荷が

小さくなります。たとえば、次のような単純なアクセスリスト ベースのポート照合により、すべ

ての Telnet トラフィックを識別することができます。

access-list 101 permit tcp any any eq telnet

一般的に、この方式では基本的なペイロードベースの分類技法が使用されます。ただし、すでに説

明したように、この方式では分類がパケット単位で行われ、アプリケーション セッションは考慮

されません。また、フローの確認がパケット内のどの程度の深さまで行われるかによって制限され

るため、必ずしも正確でなかったり、十分な有効性を得られない場合もあります。

2. Packet-Based per Flow State（PBFS）方式は、フローに基づいています。フローとは、送信側アプ

リケーションから受信側アプリケーションまでのパケットのシーケンスを指します。この方式で

は、5 つのタプル（送信元アドレス、宛先アドレス、送信元ポート、宛先ポート、転送プロトコ

ル）に基づいて各セッションを追跡するためにテーブルを使用します。このテーブルは、各フロー

について保持されます。フローは複数のパケットで構成されているため、あるパケットが特定のア

プリケーションに属するものとしてマーキングされた場合は、フロー内の後続のパケットも同様に

マーキングされる必要があります。たとえば、一般的な VoIP コールでは、コールの設定に H.323 
が使用され、実際の音声トラフィックには RTP/RTCP が使用されます。H.323 フローが識別され

てマーキングされると、同じ送信元 IP と宛先 IP のペアに対する 後続の RTP/RTCP フローも、同

じパラメータでタグ付けされます。

3. Message-Based per Flow State（MBFS）方式は PBFS と似ていますが、パケットではなくメッ

セージに対して動作する点が異なります。メッセージはプロトコルに依存する情報要素で、複数の

パケットに分散する場合があります。また、単一のパケットに複数のメッセージが含まれる場合も

あります。この方式はメッセージに対して動作するため、IP フラグメントと TCP セグメントに対

処するために、何らかの TCP ノーマライザが必要になります。メッセージ全体が処理対象となる

ため、メモリ使用量が大幅に上昇します。

4. Message-Based per Protocol State（MBPS）方式では、アプリケーションが追跡されるだけでな

く、どのアプリケーションが送信しているかについても追跡が行われます。つまり、この方式を実

装するには、プロトコル ステート マシンの完全な知識が要求されます。この方式は、 も CPU へ
の負荷が大きくなる方式で、メモリ使用量も大きくなります。

後の 3 つの方式（PBFS、MBFS、MBPS）では、DPI に基づく高度な分類技法が使用されます。

5.2  Deep Packet Inspection
一般的なアプリケーションの大半は、L3 および L4 情報に基づいて特定するか、少なくとも推測する

ことはできます。ただし、アプリケーション内のさらに詳細なサブクラス（URL など）や、特定の種

類のメッセージ（IM ストリーム内の音声など）に基づく分類も必要です。適切な分類やサブクラスへ

の分類を行うには、Deep Packet Inspection（DPI）を実行し、そのアプリケーションが何であるかを

確認する必要があります。

多くの DPI メカニズムでは、シグニチャ分析を使用してアプリケーションの種類を特定および確認し

ます。シグニチャとは、アプリケーションごとに関連付けられた固有のパターンです。つまり、それぞ

れに固有の特徴についてアプリケーションが調べられ、参照データベースが作成されます。分類エンジ
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ンは、トラフィックとこの参照データベースを比較し、アプリケーションの種類を正確に識別します。

そのため、参照データベースは、新しいアプリケーションによって定期的に更新し、 新の状態に保つ

必要があります。また、既存のプロトコルに改良が加えられた場合も、同様に更新する必要がありま

す。

シグニチャ分析の方式には、さまざまな種類が存在します。 も一般的な方式は、次のとおりです。

 • パターン分析

 • 数値分析 

 • 動作分析

 • ヒューリスティック分析

 • プロトコル /ステート分析

5.2.1  パターン分析

アプリケーションの中には、パケットのペイロードに特定のパターン（バイト /文字 /文字列）が埋め

込まれているものがあります。分類エンジンは、このパターンを使用してプロトコルを識別することが

できます。アプリケーションによっては、このようなパターンが必ずしも確定的なオフセットに配置さ

れているとは限りません。パターンは、パケット内の任意の位置に存在する可能性があります。そのよ

うな場合でも、分類エンジンによって、このようなパケットを識別することができます。ただし、すべ

てのプロトコルにおいて、パケット内に特別なパターンや文字列、文字が埋め込まれているわけではあ

りません。そのため、この方式が機能しない場合もあります。

5.2.2  数値分析

数値分析では、ペイロード サイズや応答パケット数、オフセットなど、パケットの数値的特徴が調査

されます。古いバージョンの Skype（2.0 よりも前）が、この方式に適した好例といえます。この場

合、クライアントからの要求は 18 バイトのメッセージで、クライアントが受け取る応答が通常は 11 バ
イトになります。分析の対象が複数のパケットにわたる場合があるため、分類の決定までに時間がかか

る場合があります。

5.2.3  動作分析およびヒューリスティック分析

場合によっては、トラフィックの動作を分析することで、実行中のアプリケーションをより詳細に調べ

ることができます。この動作を、アプリケーションの分類に使用できます。同様に、検査済みパケット

の統計的（ヒューリスティック）分析を実行することで、基盤となるプロトコルを分類できます。通

常、動作分析とヒューリスティック分析は連携して動作します。ウイルス対策プログラムの多くは、こ

れらの技法を使用してウイルスやワームを特定しています。

5.2.4  プロトコル / ステート分析

一部のアプリケーションでは、特定のステップまたはアクションのシーケンスに続いてプロトコルが発

生します。たとえば、クライアントから出される一般的な FTP GET 要求の後には、サーバからの有効

な応答が続きます。このようなプロトコルの適合性を使用して、アプリケーションを分類することがで

きます。
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トラフィックを暗号化するアプリケーションの増加に伴い、分類メカニズムによる正確なアプリケー

ションの分類が困難になっています。暗号化されている場合、すべての上位レイヤの情報が、DPI メカ

ニズムからは見えなくなります。このような場合、動作分析およびヒューリスティック分析の各方式

が、一部のアプリケーションの識別に役立つ場合があります。暗号化されたトラフィックの識別には、

動作分析およびヒューリスティック分析の各方式を（クラスタリング アルゴリズムなどのインテリ

ジェント アルゴリズムとともに）使用する新しい分類メカニズムが役立つ場合があります。

これらの各方式のいずれも、すべてのアプリケーションについて、単独で十分な分類を行うことはでき

ません。そのため、通常は、これらの方式を組み合わせて導入します。

5.3  シスコの分類テクノロジー
シスコの分類テクノロジーは、QoS アクセス リストと DPI エンジンで構成されています。

5.3.1  QoS アクセス リスト

5.3.1.1  QoS ソフトウェアベース L3/L4 アクセス リスト

Cisco IOS では、レイヤ 3 またはレイヤ 4 ベースのアクセス リストを設定できます。このアクセス リ
ストを QoS と組み合わせることで、さまざまなタイプのトラフィックを分類することができます。ま

た、トラフィックに一致する複数のアクセス リストを使用するように特定の QoS クラスを設定し、一

致に基づいてパケットをマーキングすることができます。一致は、レイヤ 3 アドレス（送信元 /宛先 
IP）、レイヤ 4 プロトコル /ポート、またはこれらの組み合わせに基づいた判断が可能です。

5.3.1.2  QoS ACL を使用したハードウェアでの分類

ソフトウェアベースの ACL に加え、6500 や GSR などのシスコ プラットフォームでは、ハードウェア

での ACL ルックアップが可能です。たとえば、6500 プラットフォームでは、Ternary Content 
Addressable Memory（TCAM）に ACL をプログラミングし、そのエントリに対してルックアップを

実行できます。ただし、TCAM のメモリは限られているため、慎重に計画を立てていない場合は、リ

ソースが枯渇する場合がある点に注意してください。TCAM のルックアップはハードウェアで実行さ

れるため、従来のソフトウェアによるルックアップよりも非常に高速です。そのため、TCAM のルッ

クアップに基づく分類のほうが、大幅に処理速度が向上します。

5.3.2  DPI エンジン

DPI エンジンは、ソフトウェアに共存させることも、専用ハードウェアで動作させることもできます。

どちらにも、利点と欠点があります。専用ハードウェアは速度と汎用性に優れていますが、導入にかか

るコストから、データセンターや大規模な企業のブランチ オフィスなど、トラフィック量が多い環境

での使用に限定されます。専用ハードウェアの DPI アプライアンスとしては、Cisco Service Control 
Engine（SCE）などが挙げられます。ソフトウェアベースの DPI エンジンは費用対効果に優れていま

すが、CPU サイクルを消費するため、小規模または中規模な企業のブランチ オフィスなど、トラ

フィック量が少ない、または中程度の環境にのみ導入できます。
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5.3.2.1  Service Control Engine（SCE）

Cisco Service Control Engine（SCE）は、DPI を実行し、ライン レートでトラフィック パターンを検

出できる DPI デバイスです。SCE には、プロトコル /ステート分析、パターン分析、動作およびヒュー

リスティック分析など、さまざまな DPI テクノロジーが組み込まれています。また、SCE ではサブス

クライバレベルの分類を実行できます。

Cisco SCE は、インバンドまたはアウトオブバンドで導入できます。通常は、データセンターに導入し

ます。インバンドで導入した場合、ネットワークのすべてのトラフィックが SCE を通過します。アウ

トオブバンドで導入した場合は、DC スイッチによって、すべてのトラフィックのコピーが SCE を通

過します。アウトオブバンド モードの場合、SCE はモニタリングしか実行できない点に注意してくだ

さい。

5.3.2.2  Network Based Application Recognition（NBAR）

NBAR は、IOS のアプリケーションアウェアな分類機能です。NBAR ではパケット内の深部まで参照

を行い、パケットの情報に対するステートフル分析を実行できます。また、一時的なポートを使用する

ものなど、さまざまなアプリケーションを認識できます。特定のプロトコルが使用されている場合で

も、NBAR はパケット内の深部まで参照を行うため、同じプロトコルを使用しながら異なるプロトコ

ル固有のパラメータを持つパケットを分類することができます。たとえば、HTTP パケットの URL に
基づく分類や、CITRIX ICA の ICA トラフィックに基づく分類が可能です。

一般的に、QoS と NBAR は組み合わせて使用されます。NBAR は、特定のアプリケーションを認識す

る目的で使用されます。そのようなアプリケーションをマーキングし、マーキングに基づいた適切な処

理を行うのが QoS です。

5.4  パケットのマーキング
フローとパケットを識別したらマーキングを行い、適切なサービス ポリシーが適用されるようにする

必要があります。マーキングまたはフラグは、複数の方法で設定できます。IP の場合は Type of 
Service（ToS; タイプ オブ サービス）または Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コー

ド ポイント）を、イーサネット パケットの場合は VLAN プライオリティなどを対象とした設定が可能

です。ただし、 も広く使用されている方式は、L3 マーキングです。

5.4.1  L2 パケット マーキング

Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）や Frame Relay（FR; フレームリレー）、

イーサネットなど、多くの一般的なレイヤ 2 テクノロジーでは、パケットをマーキングするオプション

を用意することで、パケットごとに異なる処理が行われるようにしています。すべての L2 マーキング

に共通する欠点は、その範囲が L2 ドメインに限定されることです。

5.4.1.1  ATM マーキング

ATM ネットワークでは、セル ヘッダーの Cell Loss Priority（CLP; セル損失率優先度）ビットに対し

て単純なセル マーキングを使用することで、輻輳の発生時にそのセルを廃棄できるかどうかを示しま

す。一般的な ATM セルは、5 バイトのヘッダーと 48 バイトのペイロードで構成されています。図 5-2 
は、ATM セル ヘッダーと CLP ビットの位置を示したものです。
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図 5-2 ATM セル ヘッダー

図 5-2 で示されているように、CLP ビットが「1」にセットされている場合、そのセルは輻輳の発生時

に廃棄されます。従来から、CLP ビットのマーキングには ATM スイッチが使用されています。ただ

し、この機能は、拡張 QoS 機能セットの一部として CISCO IOS に追加されています。一般的なネット

ワークでは、ATM スイッチを経由する重要ではないトラフィックについては、CLP ビットを使用して

マーキングするように選択できます。これにより、輻輳の発生時でも、重要なトラフィックで使用する

帯域幅を確保できます。

5.4.1.2  フレームリレー マーキング

ATM ヘッダーの CLP ビットと同様に、フレームリレー ヘッダーにも Discard Eligible（DE; 廃棄適性）

と呼ばれるビットが用意されています。このビットによって、輻輳の発生時にそのフレームを廃棄でき

るかどうかを示します。図 5-3 は、一般的なフレームリレー ヘッダーを示したものです。

図 5-3 フレームリレー ヘッダー

ATM の場合と同様に、重要ではないトラフィックに対して DE ビットをセットすることで、輻輳の軽

減に役立ちます。

5.4.1.3  イーサネット マーキング

IEEE 802.1p 規格では、トラフィック クラスの優先制御とダイナミック マルチキャストのフィルタリ

ングが提供されています。これにより、レイヤ 2 スイッチによるトラフィックの優先処理が可能となり

ます。802.1p では、分類を目的としてヘッダーの 3 ビットを定義しています。これにより、トラ

フィックが 8 種類のトラフィック クラスに分類されます。802.1p は 802.1Q 規格の拡張であり、連携

して機能する点に注意してください。図 5-4 は、イーサネットの 802.1q フレームと、プライオリティ 
ビットが配置されている TAG バイトを示したものです。

図 5-4 イーサネットの 802.1Q フレーム
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IEEE では、さまざまなトラフィック タイプと、対応するトラフィック クラス、802.1p 規格で使用す

るプライオリティについて、勧告を提示しています。これについては、表 5-1 を参照してください。

5.4.2  L3 パケット マーキング

レイヤ 2 ヘッダーと同様に、IP ヘッダーのフィールドを使用して、トラフィックを処理グループに分

類することができます。 も広く使用されている L3 マーキング技法は、Type of Service（ToS; タイプ 
オブ サービス）と DSCP です。図 5-5 は、一般的な IP ヘッダーを示したものです。

図 5-5 IP ヘッダー

5.4.2.1  ToS
ToS は、元々 RFC 791 および 795 で定義されたもので、RFC 1122、RFC 1123、RFC 1349 など、他

の RFC で変更 /更新が加えられています。フィールドはかなり以前から存在していましたが、広く使

用されることはありませんでした。現在では、DSCP に取って代わられています。図 5-6 は、ToS 
フィールドを示したものです。

表 5-1 トラフィック クラスとプライオリティのマッピング

トラフィック タイプ トラフィック クラス

プライオリ

ティ

バルク転送、ゲームなど バックグラウンド 1

10 ミリ秒未満の遅延 音声 2

100 ミリ秒未満の遅延 ビデオ 3

一部の重要なアプリケーション 負荷制御 4

重要なユーザ向けのベスト エフォート エクセレント エフォー

ト

5

通常の LAN のプライオリティ ベスト エフォート 6

ネットワーク インフラストラクチャを維持およびサポー

トするための要件が高い

ネットワーク制御 7

0  3 4  7 8  15 16  33

  
TOS/DSCP
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図 5-6 ToS フィールド

IP Precedence：表 5-2 は、precedence bit とその値の詳細をまとめたものです。

 • 遅延：1 にセットすると、パケットが低遅延を要求します。

 • スループット：1 にセットすると、パケットが高スループットを要求します。

 • 信頼性：1 にセットすると、パケットが高信頼性を要求します。

5.4.2.1.1  ToS バイト 

 • IP precedence：3 ビット（P2 ～ P0）

 • 遅延、スループット、信頼性：3 ビット（T2 ～ T0）

 • ECN：2 ビット

5.4.2.2  DSCP
Differentiated Service Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）は、RFC 2474 および RFC 2475 
で定義されました。DiffServ（DS）には、ToS より多くのプライオリティ レベルが用意されています。

これは、DS のほうがプライオリティ ビットの数が多いためです。ToS と同様に、DiffServ でも 上位
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表 5-2 ToS Precedence Bit とその値

2 進数 10 進数 分類

000 0 ルーチン

001 1 プライオリティ

010 2 即時

011 3 フラッシュ

100 4 フラッシュの上書き

101 5 クリティカル

110 6 インターネットワーク制御

111 7 ネットワーク制御

P2 P1 P0 T2 T1 T0 ECN ECN 
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の 3 ビットを使用してプライオリティを定義しますが、その次の 3 ビットを使用して、さらに詳細な設

定を行います。DS フィールドは、パケットの Per-Hop Behavior（PHB）を決定するために使用されま

す。次のバイト レイアウトは、ToS と DiffServ の違いを示したものです。

5.4.2.2.1  DiffServ フィールド 

 • DSCP：6 ビット（DS5 ～ DS0）

 • ECN：2 ビット

ECN ビットは、元の DSCP RFC には存在していません。これらは、パス上の輻輳通知を実現するため

に、RFC 3168 で追加されたものです。

DiffServ に関する RFC 2597 では、Assured Forwarding（AF）PHB が定義されています。サービス プ
ロバイダーは、AF PHB を使用することで、AF クラスごとに異なるフォワーディング保証を提供する

ことができます。AF クラスは 4 種類用意されており、それぞれが異なる廃棄確率を持ちます。

DiffServ に関する RFC 2598 では、Expedited Forwarding（EF）PHB が定義されています。EF PHB 
を使用することで、DS（Diffserv）ドメインを使用した低損失、低遅延、低ジッタで、帯域幅が保証

されたエンドツーエンドのサービスを構築することができます。このようなサービスは、エンドポイン

トからはポイントツーポイント接続のように見えるため、「仮想専用線」と考えることができます。ま

た、このサービスは「プレミアム サービス」と位置付けられていたこともあります。EF PHB では、

コードポイント 101110 が推奨されます。

すべての PHB について、ベンダー サポートが必要になります。また、すべてのベンダーが、PHB を
完全にサポートしているわけではありません。 表 5-3 は、RFC 4594 で定義された DSCP サービス クラ

スのガイドラインを示したものです。

DS5 DS4 DS3 DS2 DS1 DS0 ECN ECN 

表 5-3 DSCP とサービス クラスのマッピング

サービス クラス名 DSCP 名 DSCP 値 アプリケーションの例

ネットワーク制御 CS6 110000 ネットワーク ルーティング

テレフォニー EF 101110 IP テレフォニー ベアラ

シグナリング CS5 101000 IP テレフォニー シグナリング

マルチメディア会議 AF41、AF42、AF43 100010、100100、100110 H.323/V2 ビデオ会議（適応型）

リアルタイム インタラクティ

ブ

CS4 100000 ビデオ会議およびインタラクティ

ブ ゲーム

マルチメディア ストリーミン

グ

AF31、AF32、AF33 011010、011100、011110 オンデマンドのストリーミング ビ
デオおよびオーディオ

ブロードキャスト ビデオ CS3 011000 ブロードキャスト TV およびライ

ブ イベント

低遅延データ AF21、AF22、AF23 010010、010100、010110 クライアント /サーバ トランザク

ション、Web ベースの注文

OAM CS2 010000 OAM & P

高スループット データ AF11、AF12、AF13 001010、001100、001110 ストア アンド フォワード アプリ

ケーション

標準 DF（CS0） 000000 未分類のアプリケーション

低優先順位データ CS1 001000 BW 保証のない任意のフロー
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5.5  まとめ 
分類では、トラフィック上のさまざまなアプリケーション フローとパケットを正しく識別し、適切な

マーキングを行います。パケットが分類されると、ルータは、それらのパケットに対して適切なサービ

ス ポリシーを適用できるようになります。一般的には、QoS を使用して、さまざまなトラフィックに

対して、設定済みのポリシーに基づいた適切な処理を行います。すでに説明したように、アプリケー

ションはそれぞれに固有な特徴と要件を持っています。限られた WAN の帯域幅では、トラフィック 
クラスごとに異なる処理を行うために QoS ポリシーが役立ちます。輻輳管理、輻輳回避、トラフィッ

ク ポリシング /シェーピング、リンク効率性など、さまざまな QoS メカニズムを使用して、WAN の帯

域幅を管理できます。

5.6  参考資料
1. Classification Overview:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/qos/configuration/guide/qcclass.html

2. Implementing QOS policies with DSCP:

http://www.cisco.com/warp/public/105/dscpvalues.html

3. RFC 1122, Requirements for Internet Hosts - Communication Layers, R.Braden, 1989.

4. RFC 1123, Requirements for Internet Hosts - Application and Support, R.Braden, 1989.

5. RFC 1349, Type of Service in the Internet Protocol Suite, P.Almquist, 1992.

6. RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers, 
K.Nichols et al., 1998.

7. RFC 2475, An Architecture for Differentiated Service, S.Blake et al., 1998.

8. RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group, J.Heinanen et al., 1999.

9. RFC 3168, The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP, K.Ramakrishnan, S.Floyd, 
and D.Black, 2001.

10. RFC 4594, Configuration Guidelines for DiffServ Service Classes, J.Babiarz et al., 2006.

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/qos/configuration/guide/qcclass.html
http://www.cisco.com/warp/public/105/dscpvalues.html
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WAN およびアプリケーション最適化テクノ
ロジー

WAN およびアプリケーション 適化は、ブランチでのアプリケーションの使用感を改善するテクノロ

ジーと、限られたネットワーク リソースをより効率的に使用するテクノロジーのフレームワークで構

成されています。ユーザ エクスペリエンスの維持は、他の変更が発生した場合のみ配慮すれば良い場

合もあります。たとえば、サーバを統合する（ブランチベースのサーバを、WAN 経由で中央のデータ

センターに移転するプロセス）場合は、WAN ネットワークへの依存度と負荷が上昇しますが、このよ

うな場合でも、 低限のユーザ エクスペリエンスは維持されている必要があります。また、WAN 上で

リソースの競合が発生している状況では、業務上不可欠な要素がネットワークの使用とアクセスに緊密

にマッピングされている必要があります。

WAN の 適化では、高度な圧縮テクノロジーや、トラフィックを 適なパスに配置するダイナミック 
ルーティング、フローの重複を軽減するインテリジェントなツールなど、さまざまなメカニズムを使用

できます。また、サーバのロード シェアリングなど、水平方向のスケーラビリティを実現するテクノ

ロジーも使用できます。水平方向のスケーラビリティとは、複数のデバイスをクラスタリングする能力

のことで、個々のデバイスに高い能力が要求される垂直方向のスケーラビリティとは対照的なもので

す。

この章では、対象となる基本的な問題と個別のテクノロジーのソリューションに重点を置きながら、こ

のような 適化のフレームワークについて説明します。この章で説明されているテクノロジーは、必ず

しも現行の WAN 適化ソリューションの一部として組み込まれているわけではない点に注意してくだ

さい。
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対象となる領域

6.1  対象となる領域
図 6-1 に示されているように、ブランチとデータセンターの間のネットワークは複数の作業範囲に分け

ることができ、それぞれが独自の課題と 適化の余地を持っています。

図 6-1 一般的な WAN トポロジの概略図

6.1.1  レイヤ 3 エンド ポイントの最適化とサーバの選択

ネットワーク通信とは、トランザクションが正しく処理されるようにデバイスどうしを接続することで

あるため、 初の手順として行う も簡単な 適化の 1 つとして挙げられるのが、トランザクションに

かかわる特定のエンドホストの選択です。ネットワーク アプリケーションのユーザがアプリケーショ

ンを使用する場合は、単一または複数のサーバと対話することになります。ネットワーク アプリケー

ションには特定のサーバが関連付けられているわけではありませんが、サーバはトランザクションを処

理することができます。

そのため、ネットワーク アプリケーションにサービスを提供するサーバは、複数に分散させることが

できます。これらのサーバは、単に冗長性や負荷分散を目的とするだけでなく、さまざまなクライアン

トからの物理的な距離を近づけるために、地理的に分散させることもできます。特定のサーバとクライ

アント要求を一致させる能力は、 適化の一端を担う側面といえます。これは、いったんサーバのレイ

ヤ 3（L3）エンドポイントが確立されると、ユーザやネットワーク アプリケーション、トランザク

ションにとって別の L3 アドレスへの移動が、一般的には多くの中断を伴う処理になるためです。

WAN 1 WAN 2WAN

SLB

TCP 

DC2

DC1

DNS

 

IP

SSL 
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6.1.2  DNS ベースの最適化

ネットワーク トランザクションの開始時にクライアントが 初に行う動作は、リモート ピアの L3 ア
ドレスの特定です。一般的に、この L3 トランザクションは、Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）によって処理されます。DNS によって、人間が判読できる名前（erp.example.com 
など。このアドレスは実在しません）が、ルーティング可能な IP アドレス（209.165.201.1 または 
2001:0DB8::1 など）に変換されます。IPv4 アドレス（A レコード）および IPv6 アドレス（AAAA レ
コード）への変換に伴い、DNS はサービスを特定の L4 エンドポイントに変換できるようになります。

たとえば、DNS サービス（SRV）レコードにより、クライアントが LDAP サーバを特定できるように

なります（_ldap._tcp.example.com へのクエリーの送信など）。

権威ある DNS サーバは、DNS 名と L3 アドレスのマッピングを返すため、特定の地理的な位置や特定

のサーバを選択する機会が得られます。これにより、特定のクライアントを処理するのに 適な場所に

配置されているサーバを選択することができます。たとえば、クライアントがオーストラリアに存在

し、サーバがインド、ドイツ、アメリカの各国に存在するとします。また、トランザクションを処理す

る能力は、どのサーバも等しいものとします。

この場合、Cisco Global Site Selector（GSS）製品など、権威ある DNS ソリューションを導入するこ

とで、各サーバとクライアント間の遅延を測定し、活性や負荷などを選択の要素として取り入れること

ができます。そのため、クライアントからの問い合わせに応答するのに 適なサーバを GSS によって

判断することができます。この例では、オーストラリアのクライアントは、遅延やネットワークの状態

に応じて、インドまたはアメリカに接続されます。

6.1.3  IOS DNS ビュー機能

DNS クエリーの送信方法によっては、DNS がクライアントを 適なサーバに転送できない場合もあり

ます。企業ネットワークでは、多くの場合、DNS キャッシング フォワーダのアドレスを使用してクラ

イアントが設定されています。この場合、実際の DNS システムに問い合わせるのは、クライアントで

はなくフォワーダです。この方法では、DNS フォワーダが、 適化を行う権威ある DNS ソリューショ

ンに問い合わせた場合に問題が発生します。これは、クライアントのアドレスとネットワークの場所で

はなく、DNS フォワーダのアドレスとネットワークの場所が使用されてしまうためです。そのため、

クライアントは、そのクライアントに対してではなく、企業の DNS フォワーダに対して 適なサーバ

に送信され、実際にはまったく異なるパスを経由してサーバと対話する可能性があります。

図 6-2 は、このような例を示したものです。クライアントがアクセスする必要があるサーバは、ブラン

チ ルータを経由して使用できるインターネット パス上にあります。企業 DNS フォワーダのインター

ネットに対するクエリーでは、 適なサードパーティ サーバのアドレスが企業ネットワークに返され

ます。IOS DNS ビュー機能を使用した場合、IOS ルータはインテリジェントな判断を行い、インター

ネット ベースの DNS フォワーダではなく、企業 DNS フォワーダにクエリーを送信できます。DNS ク
エリーは、ドメイン名に基づいて区別されます。

たとえば、サードパーティ サーバのアドレスが purchasing.thirdparty.com で、企業の電子メール クラ

スタのアドレスが email.example.com であったとします（このアドレスは実在しません）。DNS ビュー

機能により、example.com ドメインのクエリーを企業 DNS サーバに送信しながら、その他のクエリー

は、ブランチ サイトの IP アドレッシングを使用してインターネット サーバに送信することができま

す。また、この機能はインターネット以外の場合でも使用できます。たとえば、MPLS VPN が複数の

企業に対してエクストラネット サービスを提供し、 適化を行う権威ある DNS サーバをそれぞれの企

業で独自に稼動させている環境で、その MPLS VPN に単一のリンクを使用してブランチが接続されて

いる場合などです。
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図 6-2 DNS ビュー機能

6.1.4  エニーキャスト アドレッシング

クライアントを 適なサーバにリダイレクトするメカニズムで、さらに単純で限定的なものとしては、

IP エニーキャスト アドレッシングを使用する方式が挙げられます。エニーキャストを使用すると、複

数の物理的なサーバに同じ L3 アドレスが割り当てられ、ネットワーク ルーティング プロトコルに

よって「 も近い」サーバが選択されます。この方式では各サーバで同じ IP アドレスが使用されるた

め、確立できる接続の種類は著しく制限されます。また、宛先のサーバ IP アドレスが同じパケットで

あっても、同じサーバによって受信される保証はありません。エニーキャストを使用するルート DNS 
ネームサーバなど、アプリケーションによっては、エニーキャストを使用することで通信と負荷分散の

面で効果を得られる場合もあります。ただし、使用するアプリケーションとネットワーク アプリケー

ションがエニーキャスト テクノロジーに対応している必要があることと、通常は導入しない点に注意

してください。

6.1.5  レイヤ 7 リダイレクション

L7 リダイレクションでは、まず既知の L3 アドレスにクライアントを接続し、その後で L7 プロトコル

を使用して実際の 適なサーバにリダイレクトすることができます。この方法は Cisco Application 
Control Engine（ACE）で提供されており、通常は HTTP リダイレクトと併用されます。たとえば

（各アドレスは実在しません）、ユーザが http://wwwin.example.com/erp への接続を試行するとします。

wwwin.example.com のサーバでは、erp ネットワーク アプリケーションをホストするサーバとしては、

負荷やクライアントとの地理的な関係から、www-erp1.example.com の方が適していることがわかっ

ています。この場合、wwwin.example.com サーバはクライアントに HTTP リダイレクト メッセージ

を送信し、www-erp1.example.com サーバに接続するように要求します。 初の接続と後続のリダイ

レクト要求は不要な場合があり、ユーザに警告される場合があります。また、非 HTTP アプリケー

ションの多くは、L7 リダイレクションをサポートしていません。

DNS Web

DNS 

WAN
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6.1.6  ローカル サーバのロード バランシング

Server Load Balancing（SLB; サーバ ロード バランシング）は、類似する複数の実サーバを 1 つの仮想 
IP アドレスでフロントエンド処理するという概念に基づいています。クライアントは、接続の開始時

にサーバ ロード バランサと L3（場合によっては L4）関係を確立します。サーバ ロード バランサは、

適な実サーバを選択して接続を終了します。これにより 適化がもたらされ、クライアントは耐障害

性を持つ方法でネットワーク アプリケーションにアクセスできます（実サーバがダウンしている場合、

SLB デバイスは、そのサーバをプールから除外します）。また、パフォーマンスも考慮できます。

同じ IP アドレスでグローバルに認識されているアプリケーションまたはサブアプリケーションは、そ

のアプリケーションにサービスを提供する実サーバの複数のプールに分割できます。マルチプールの環

境では、Cisco IOS または Cisco ACE などの SLB デバイスは L4（TCP/UDP ポート情報）を超えた解

析を行ってサブアプリケーションの識別を試行し、セッションを実サーバにマッピングします。HTTP 
の場合は、図 6-3 で示されているように、特定の URL でサブアプリケーションを表すことができま

す。

実サーバの L3 情報は SLB デバイスによって隠されるため、クライアントからは、実際にサービスを

提供する実サーバはわかりません。特定の単一の TCP セッションでは確実に同じ実サーバが使用され

ますが、複数の TCP セッションにまたがる場合は、クライアントに対して同じ実サーバが使用される

保証はありません。実装するネットワーク アプリケーションによっては、特定の実サーバに対する

「スティッキ性」が必要になる場合があります。通常、SLB デバイスでは、クライアント IP や HTTP 
Cookie の挿入など、さまざまなメカニズムを提供してスティッキ性を確保しています。スティッキ性

の適用については選択の余地がない場合もあり、この場合は実サーバ間での負荷分散の柔軟性が制限さ

れる点を理解する必要があります。

図 6-3 SLB の例

Cisco ACE など、多くの SLB デバイスには Secure Socket Layer（SSL）オフロード機能が組み込まれ

ていますが、L3 エンドポイントの選択や 適化には直接関連していません。SSL オフロード機能を使

用すると、SLB デバイスは SSL セッションを終了し、クリアテキスト セッションだけを実サーバに公

開します。通常、SLB デバイスでは、たとえば HTTP 圧縮など、その他一般的に高 CPU 利用率を必要

とする機能も使用できます。これにより、実サーバの貴重な演算サイクルが解放されます。HTTP 圧縮

を行っている場合は、WAN 帯域幅の軽減と HTTP クライアントのロード時間の短縮という利点も生ま

れます。

クライアントと特定の物理サーバ間のトランザクションをロックダウンするさまざまな技法の多くは、

同時に使用できる点に注意してください。たとえば、 適化を行うインテリジェントな DNS 権威ネー

ムサーバは、L7 リダイレクトや、ローカル サーバのロードバランシングと同時に使用できます。

SLB

www.example.com/foo

www.example.com/bar

 IP
www.example .com

10.1.1.1
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対象となる領域

6.1.7  パスの最適化

L3 エンドポイントが確立された後にクライアントとサーバ間の通信で問題となるのが、両者間のパス

を行き来する IP パケットです。ただし、一般的には、さまざまな特性を持つ複数のパスの存在が考え

られます。あるパスは帯域幅が広く低遅延であるのに対し、帯域幅は狭くてもやはり低遅延を提供する

パスが存在する場合もあります。パスの 適化（Cisco IOS の機能として実装）で課題となるのが、特

定のトラフィック クラスが 適なネットワーク パスに配置されるようにトラフィックを管理すること

です。

従来のルーティングでは、L3 プレフィクスへの到達可能性を送信する処理だけが行われています。到

達可能性は、ルータがパスに従って相互に隣接関係を維持できる能力に基づいています。そのため、プ

レフィクスに対する到達可能性についてルーティング プロトコルから通知されている場合でも、実際

には到達可能性がない場合や、その能力が低下している場合があります（パスに従って輻輳が発生して

いるためにパケットが廃棄されている場合など）。また、従来のルーティング プロトコルでは静的なメ

トリックを使用してパスを評価し、ネットワークの状態の変化については考慮されていません。実際に

は、輻輳、遅延、リンクの利用負荷がネットワーク アプリケーションのパフォーマンスに影響を与え

ていても、通常のルーティングでは、このようなネットワーク パスの特性が考慮されません。

ネットワークの WAN 側もフローが集中するポイントであり、帯域幅がボトルネックになる場合がある

ことや、一般的にはルーティング ポリシーの 終的なコントロール ポイントになることから、パス選

択を決定する場所になることも珍しくありません。このポイントでのトラフィックは、すでに 適化テ

クノロジーによって処理されているため、WAN 側のルータによって確認されるフローの帯域幅は、

適化後のものになります。

一般的に、ローカル ブランチやキャンパス ネットワーク内では、遅延や帯域幅などの問題は発生しに

くく、問題の解決も容易です。ローカル ネットワークでは、比較的単純な方法でリンクを追加したり、

帯域幅をアップグレードしたりできます。ただし、WAN 側では、帯域幅を広げるために継続的な多額

のコストの追加が必要になる場合があり、輻輳や遅延を制御するのも容易ではありません。これは特

に、MPLS-VPN ネットワークなどの共有インフラストラクチャ ネットワークや、ネットワーク接続さ

れたサイトが地理的に分散している環境にあてはまります。

従来のパケット フォワーディング システムでは、リンク間のトラフィックを分散するメカニズムは、

限られた数のものしか利用できません。パケットをラウンドロビン方式で配置することはできません。

これは、パスの遅延がそれぞれ異なるためにパケットの順番が入れ替わってしまい、結果的にネット

ワーク アプリケーションのパフォーマンスが大幅に低下する可能性があるためです。

EtherChannel や Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング）といった

ハッシュ ベースのメカニズムは、数学関数に基づき、パス間でフローが十分に分散されるように考案

されています。ただし、フローのトラフィック レートは考慮されていないため、利用率が低いリンク

が存在するにもかかわらず、帯域幅が広い複数のフローが、すでに輻輳が発生しているリンクに送信さ

れてしまう可能性もあります。 後に、Inverse Multiplexing over Asynchronous Transfer Mode
（ATM-IMA; 非同期転送モードでの逆多重化）や Multilink Point to Point Protocol（MLPPP; マルチリ

ンク ポイントツーポイント プロトコル）などのリンク ボンディング テクノロジーによって、パケット

のスライスが試行されます。これにより、各パケットが複数のリンクに同時に送信されます。

一般的に、リンク ボンディング テクノロジーを使用することで、分割デバイスと再結合デバイスに大

きな負荷がかかります。また、メンバー間のリンクで発生する遅延の変化による影響を受けやすいテク

ノロジーです。また、リモート ピアが同じタイプのデバイスでなければならないため、複数の WAN 
プロバイダーの使用が制限されます。
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図 6-4 音声および電子メール トラフィックのパスの最適化

図 6-4 は、さまざまなトラフィック クラスのパスの 適化を示したものです。音声トラフィックでは、

低遅延が要求されます。あるパスが、他のパスとの比較で、許容できる範囲の 低限のネットワーク遅

延を提供している場合、その低遅延パスは音声トラフィックを配置するのに 適であるといえます。た

だし、電子メールなど、その他のトラフィック クラスでは遅延がそれほど問題とならないため、より

さまざまなパスに配置することができます。パスの 適化の役割は、トラフィック クラスを識別し、

遅延やパケット損失などのネットワーク特性を測定して、トラフィックを 適なパスに配置することに

あります。

パスの 適化は、L3 の宛先ネットワークへのパスだけを操作する場合から、フロー単位での操作やア

プリケーション単位でのパスの選択まで、さまざまなレベルの細かさで実行することができます。この

操作により、トラフィックが 適なパスを使用できるようにします。フロー選択メカニズムを使用し、

送信側リンクの利用率を認識することで、Cisco IOS Performance Routing（PfR）などのパス 適化テ

クノロジーによって、フローの負荷をフロー単位で複数のパスに分散できるようになります。

パスの 適化を使用すると、帯域幅の利用が非常に集中しているネットワーク サイトであっても、リ

ンク利用率ベースのトラフィック負荷分散を実行することで、効率的に使用することができます。ま

た、すべてのリンクに対してトラフィックの分散を行うことで、空きの大域幅が部分的に作成されるた

め、実際のアプリケーション プロファイルで数多く発生する一時的なデータ バースト（マイクロバー

ストと呼ばれます）に対応できます。

6.2  レイヤ 4 の最適化
L4 の 適化は、TCP スタックの 適化とペイロードの圧縮で構成されます。

6.2.1  TCP スタックの最適化

これまでに説明してきた 適化テクノロジーは、エンドポイントとパスの選択を伴うものでした。注目

すべき点は、これらのテクノロジーが IP トラフィックのペイロードを変更するものではないというこ

とです。ただし、TCP スタック レベルで実際のペイロードに対して 適化を行ったり、 終的には

ネットワーク アプリケーションでの動作やパターンの利用に対して 適化を行ったりすることもでき

ます。

IPIP

SP1

SP2

 20ms

 5ms

 SP2 

BR

BR BR

MC BR

MC
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TCP スタックの実装方法はさまざまで、オペレーティング システムごとに異なる場合や、同じオペ

レーティング システムでもバージョンごとに異なる場合があります。また、スタックは必ずしも類似

しているわけではなく、条件によっては、パフォーマンスに差が出る場合もあります。もちろん、TCP 
スタックが著しく古いもので、管理されていない場合もあります。この数年間で、TCP テクノロジー

にはさまざまな改良が加えられていますが、実際に実装されているのはごく一部です。TCP スタック

を 適化することで、高度な TCP スタックの動作がネットワーク アプリケーション全体に均一に適用

されます。

TCP は、あるコンピュータから別のコンピュータにメッセージ ストリームを確実に転送する役割を担

います。リモート ホストでデータが認識されると、ストリームの後続のデータを送信できるようにな

ります。これにより、ネットワーク アプリケーションは、不足した部分のない、正しい順序のデータ

を処理することができます。

TCP は、転送可能なデータ量と、特定の時点で認識されなかったデータ量を制御します。これにより、

全体的なデータ転送レートを効率的に制御します。確認応答がない状態が許容される未処理のパケット

数は、Maximum Window Size（MWS; 大ウィンドウ サイズ）と呼ばれます。時間が経過しても失わ

れたパケットが発生していない場合は MWS が拡大し、ネットワーク パスで利用可能な帯域幅が広が

ります。

ネットワーク パスは、帯域幅とエンドホスト間の遅延に応じて、一定量の転送中のトラフィックを保

持することができます。これは、Bandwidth Delay Product（BDP; 帯域遅延積）と呼ばれます。図 6-5 
に示されているように、155Mb/s の帯域幅と 10ms のラウンドトリップ時間（RTT）を持つネットワー

ク パスは、193KB のデータ転送を保持できます。一方、同じ帯域幅で RTT が 200ms の別のパス（同

じリンクでありながら、宛先が遠く離れたホストの場合など）は、3860KB のデータ転送を保持できま

す。

ウィンドウ サイズの指定に使用される TCP ヘッダーに 2 バイトが使われているため、MWS はわずか 
65KB です。図 6-5 の例では、長距離のネットワーク パスをデータで満たすためには、より大きなウィ

ンドウ サイズが必要になります。RFC 1323 には、大きなウィンドウ サイズをサポートする、ウィン

ドウ サイズのスケーリングに関するメカニズムが取り入れられています。

図 6-5 BDP の比較

155 Mbps
OC-3

155 Mbps
OC-3

RTT 10 ms

RTT 200 ms

155Mbps = 19.375 MBps
19.375 MBps + 10 mS

BDP = 193KB

155Mbps = 19.375 MBps
19.375 MBps + 10 mS

BDP = 3860KB
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ネットワーク パスの容量は事前にわかっているわけではないため、高すぎるレート（大きな MWS）で

通信を開始すると重大な輻輳が発生する原因となり、特定のセッションだけではなく、同じパスを共有

するすべてのセッションでパケット損失が発生する原因となります。そのため、従来の TCP では、ス

ロースタートという技法が採用されています。この技法では小さなウィンドウ サイズでセッションを

開始し、ネットワーク動作の良好な状態が確認されると、サイズを拡大していきます。ただし、高遅延

リンクの場合、RTT が長くかかるために、このような拡大の進行が著しく低下する場合があります。

この場合、リンクの帯域幅性能が実現されることはありません。RFC 3390 では、接続開始時に高い

データ レートが設定されるようにするため、より大きな初期ウィンドウ サイズがサポートされていま

す。

輻輳などが原因でパケット損失が発生すると、従来の TCP では積極的に MWS を削減し、緩やかに

データ レートを上昇させます。これは、輻輳回避と呼ばれます。高遅延パスでは、ネットワーク パス

上の他のフローへの影響は 小限に抑えられるものの、適切なデータ レートに到達するまでに非常に

長い時間がかかる場合があります。

また、従来の TCP で複数のパケット損失が発生すると、不要なデータの再送信や遅延による複数の 
RTT が発生する原因となる場合があります。これは、従来の TCP では、適切な順番のパケットだけが

確認されるためです。RFC 2018 では、選択的確認応答を実行するメカニズムや、高度な輻輳回避が可

能なその他のメカニズムが取り入れられています。図 6-6 は、この仕組みを示したものです。

図 6-6 累積的な従来の TCP スタックの遅延と低利用率リンク

これらは、高度な TCP スタックの追加機能の一部に過ぎず、特定のオペレーティング システムのバー

ジョンでは使用できなかったり、デフォルトで無効になっていたりします。また、クライアント向けの

オペレーティング システムには実装されていません。TCP セッションがネットワークを経由するとき

に、集約ポイントで インターセプトし、実際のエンド ホストの能力に関係なく、追加プロパティを使

用して「アップグレード」することができます。Cisco WAAS には、インターセプトを行う TCP ス
タック エンハンサが用意されており、TCP Flow Optimization（TFO）と呼ばれます。TFO を使用す

ることで、ここで説明した TCP スタックの改善点をネットワーク フローに適用することができます。

ACK  +1 cwnd
cwnd  50%  

ACK  +1 cwnd

RTT  2x 
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6.2.2  レイヤ 4 ペイロード圧縮

帯域幅が限られた WAN リンクでのデータ圧縮は、この数年間で使用されるようになってきました。圧

縮によって実質的なデータ転送レートが向上するだけでなく、バッファリングが減少するため、効率的

に遅延を低減することができます。

データ圧縮は、下位データ通信レイヤでは、長期にわたり実装されてきました。たとえば、ダイヤル

アップ モデムや各種方式（RFC 1974、RFC 1967 など）の V.42bis では、Point-to-Point Protocol
（PPP; ポイントツーポイント プロトコル）と Compression Control Protocol（CCP; 圧縮制御プロトコ

ル）が、圧縮プロトコルのネゴシエーションに使用されていました。

Frame Relay（FR; フレームリレー）では、FRF.9 によって、FR private virtual circuit（PVC）単位で

データを圧縮できます。ただし、これらの圧縮方式は下位ネットワーク レイヤに関連付けられている

ため、単一の L3 ホップの場合のみ効果的です。また、このような圧縮テクノロジーは、圧縮パターン

を格納する辞書テーブルのサイズによって制限されていました。辞書サイズは、データを高い信頼性で

順番どおりに配信しなかった転送システム上で行う通信に対してバランスが取れている必要がありま

す。辞書サイズを小さくすると（通常は単一のパケットまでに限定されます）、参照対象となるデータ 
ストリームの範囲が縮小します。

上位 IP レイヤでは、TCP/IP ヘッダーに作用する非データ ペイロード圧縮方式（RFC 1144 など）や、

Real-time Transport Protocol（RTP; リアルタイム転送プロトコル）といった特定のアプリケーション 
トラフィックに作用する圧縮方式（RFC 2508 など）が使われてきました。実際には、このような例の

技法は、節約できる帯域幅の割合が全体的な WAN 速度の割合よりも大きくなる T1 以下の回線など、

帯域幅が極端に狭いパスでのみ効果的です。RFC 1144 および RFC 2508 は、どちらも単一の L3 ホッ

プに限定されています。

IPComp プロトコル（RFC 3173）には、2 つのホスト間またはルータ間で IP ペイロードを圧縮する機

能が追加されています。これまでに説明した圧縮方式とは異なり、IPComp は複数の L3 ホップに対応

しているため、MPLS VPN やインターネット上に作成された VPN への実質的な導入が可能です。た

だし、IPComp が動作する転送パスは依然として信頼性が低く、大規模な辞書の維持は容易なタスクで

はありません。IPSec と IPComp を組み合わせた場合、圧縮辞書が単一のパケットに限定され、圧縮能

力が大幅に制限されます。また、IPComp を導入するシナリオでは、多くの場合、トンネルの作成が必

要となります。

このような問題に対処するため、近年では TCP ベースのネットワーク圧縮が開発されています。TCP 
ベースのネットワーク圧縮は、大容量 RAM ベースのパターンマッチと大容量ディスク（数百ギガバイ

ト）を組み合わせて行われます。TCP では信頼性が確保されているため、圧縮辞書と履歴がパケット

に限定されることはなく、極めて高い圧縮率を実現できます。この圧縮方式は、オブジェクトキャッシ

ング メカニズム（HTTP キャッシングなど）とは異なります。TCP ベースのネットワーク圧縮は、オ

ブジェクトで変更が発生した場合に効率的に動作できます。

たとえば、TCP ストリーム圧縮やデータ リダクションを使用している場合、Word 文書に変更を加え

ると、変更部分と残りの部分への圧縮された参照だけが転送されます。HTTP オブジェクトキャッシン

グでは、まずオブジェクトが認識される必要があり（通常は名前に基づく）、その後オブジェクト全体

が転送されます。TCP ベースのネットワーク圧縮は L4 で実行されるため、複数のルータ ホップ上で

圧縮を実行することができます。このテクノロジーは、MPLS VPN や インターネットなど、さまざま

な種類のネットワークに導入できます。

シスコの WAAS 製品ラインでは、Data Redundancy Elimination（DRE）機能に TCP データ リダク

ション テクノロジーが採用されています。これにより、可変長のパターンを WAAS ハード ドライブに

保存できます。LZ 圧縮は、DRE の実行後（複数のパケットに対する実行後）に、DRE では認識でき

ない新しいパターン、またはマイクロパターンに対して実行されます。動作の仕組みについては、

図 6-7 を参照してください。
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図 6-7 DRE および LZ 圧縮を実行する WAAS デバイス

6.3  レイヤ 7 の最適化
前述の L4 ベース、TCP ベースの圧縮方式では、実際のトラフィックのペイロードは検査されません。

この方式では、単にデータ ストリーム内のパターンが調べられ、圧縮アルゴリズムが実行されます。

ただし、データのコンテキストやプロトコルが適切に把握されているような特定の状況では、より広い

帯域幅や大量のメッセージ、遅延の低減（RTT の短縮のため）が実現します。

ネットワーク アプリケーションの多くは、まず高速 LAN など、広い帯域幅の低遅延ネットワークを対

象として開発され、そのような環境で開発されます。このようなアプリケーションに組み込まれている

ネットワーキングの前提条件では、一般的に実際の WAN 導入環境は考慮されていません。L7 の 適

化は、このようなアプリケーションの WAN でのパフォーマンス向上を試みる手法です。L7 の 適化

では、メッセージの集約やキャッシング、高度な圧縮アルゴリズムなど、さまざまな技法を使用しま

す。

6.3.1  HTTP 圧縮

HTTP/1.1 仕様（RFC 2616）では、HTTP ペイロードに対して、さまざまなタイプの圧縮を使用する

ことが許可されています。そのため、サーバから Web ブラウザに圧縮データを直接送信することがで

きます（このような符号化は、ほとんどすべてのブラウザでサポートされています）。ネットワーク 
エッジでネットワーク ノードを圧縮解除する必要はありません。この圧縮は多くの Web サーバで実行

できますが、通常、Web サーバはダイナミック Web ページの作成やバックエンド サーバとの対話に活

用されています。

圧縮の一般的なタスクは、圧縮を実行できるネットワーク デバイスを使用することで、余分な遅延を

増やすことなく、ハードウェアで負荷を軽減できます。TCP の場合、圧縮辞書と履歴が、HTTP セッ

ションの範囲内で特に効果的な場合があります。これは、ストリーム内の複数のパケットに参照を渡す

ことができるためです。

ただし、DRE テクノロジーとは異なり、HTTP/1.1 の圧縮履歴は 1 つの HTTP セッションにのみ適用

されます。圧縮されたコンテンツは 1 度しか使用できないため、同じサイトの他の PC でダウンロード

しても改善は見られません。DRE では、複数のコンピュータ トラフィックのトラフィックが L4 適

化装置を通過し、将来的な再利用と参照のためにデータ パターンのコピーが保持されます。そのため、

一般的に HTTP 圧縮は、DRE に比べて効果的ではありません。

DRE DRE
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6.3.2  アプリケーションの高速化

帯域幅が限られた高遅延の WAN 環境では、ネットワーク アプリケーションやプロトコルを実装して

も、十分な性能を得られない場合も数多く存在します。アプリケーションの高速化は、ネットワーク 
アプリケーションについて理解し、WAN に 適化された形でそのプロトコルを再開発することを目的

として設計されています。プロトコルの再開発は、メッセージ ペイロードを並べ替えるだけといった

単純なものである場合もあれば、より複雑なプロセスである場合もあります。

アプリケーション 適化の好例として挙げられるのが、Common Internet File System（CIFS）です。

CIFS は、Windows ネットワーク ファイル サービスに対応した Server Message Block（SMB; サーバ 
メッセージ ブロック）プロトコルの一種として、Microsoft が開発したものです。CIFS は、時間とと

もに、多くのバージョンが開発されてきました。新しいバージョンの Windows オペレーティング シス

テムがリリースされるたびに、CIFS のボキャブラリも少しずつ拡張されています。現在では、さまざ

まな Windows のバージョンにわたって、120 を超えるコマンドが存在します。多数の CIFS 操作が開

始されたら、ファイル アクセス権のチェックやファイルのロックなど、いくつかのハンドシェイク操

作を実行する必要があります。これらの操作は相互に依存するため、連続して実行されます。各操作に

よって、WAN 全体に遅延が発生します。

WAAS に実装されている CIFS のアプリケーションの高速化テクノロジーでは、CIFS メッセージをグ

ループ化し、WAN 出力の 適化ノードでプロキシします。これにより、ラウンドトリップ時間による

影響が低減されます。また、DRE、LZ 圧縮といった TCP スタックの 適化が持つ利点が、CIFS トラ

ンザクションで実行されます。

6.3.3  事前配信

ネットワーキングの視点から、ユーザにとって便利な場所にコンテンツを事前配信することは、 適化

の一般的な手法といえます。事前配信を実行できるテクノロジーは数種類存在しますが、利点が生まれ

るのは、トポロジ的な近接性からです。また、 小限のユーザ操作でコンテンツをホストし、提供する

能力も重要です。事前配信されたコンテンツを「フレッシュ」な状態に保つこと、つまり事前配信され

たコンテンツが発信元サーバのコンテンツと一致することが不可欠です。

L3 End Point Optimization（EPO）テクノロジーでは、事前配信が非常に頻繁に使用されます。EPO 
は DNS を使用して、トポロジ的にユーザに近接していて、コンテンツとともにすでに事前配信されて

いる HTTP キャッシュにユーザを送信します。

Windows ファイル サービスは、文書や画像などがすでに事前配信されているローカルのファイル共有

を使用できます。WAAS は、CIFS フレームワークの一部として事前配信サービスを提供します。

オーディオ /ビデオファイルの多くは、極端に大きなファイル サイズを持ちます。Cisco Application 
and Content Networking System（ACNS）製品では、トレーニング資料などのビデオおよびオーディ

オ ファイルの事前配信をオフピーク時にサポートし、そのコンテンツをピーク時に使用します。これ

により WAN の負荷を軽減し、ユーザにはほぼ瞬間的なコンテンツへのアクセスを提供します。

6.3.4  ストリームの分割テクノロジー 
ビデオおよびオーディオのストリーミングは、 適化に関して興味深い特徴を持ちます。それは、同じ

データのセットについて複数のユーザが同時に対象となることが何度もあるということです。また、株

価ティッカーなどのアプリケーションや事前配信では、配信先となるユーザに対して、同じデータ 
セットの配信が試行されます。
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6.3.5  マルチキャスト

これまでに説明してきたテクノロジーは、いずれも WAN の機能の変更を必要としないものでした。こ

の意味では、不十分ながら WAN ネットワークで動作していることになります。マルチキャスト テク

ノロジーは、データが一括してネットワーク全体に転送され、対象となるユーザに重点が置かれている

という点で、制御されたブロードキャストと同類のものです。

6.2  「レイヤ 4 の 適化」 と図 6-8 で説明されている L4 適化を参照すると、ユニキャスト ストリーム

がブランチ レベルで 適化されていることがわかります。つまり、ブランチに複数の受信者がいるの

に対し、そのブランチには 1 つのストリームしか送信されていません。ただし、ストリーム ソース

（ハブ サイト）の視点からは、複数の同一のコピーが各ブランチに送信されていることになります。ス

トリームの宛先が数百ものブランチに上る場合、数百の重複したデータ ストリームが存在し、それぞ

れについてハブの WAN リンクで帯域幅が必要になります。

マルチキャストは、事前配信と併用することもできます。この章で前述したように、事前配信では、

ユーザに近いポイントに同じデータを配置します。すでに配信済みの事前配信先のコンテンツをアップ

デートする方法の 1 つとして、個別のユニキャスト ストリームを使用して、各サイトを 1 つずつアッ

プデートする方法が挙げられます。これを同時に実行すると、各ストリームが、配信元サーバの WAN 
リンクで大量の帯域幅を使用することになります。連続的に実行した場合、事前配信済みコンテンツの

アップデートに、長時間かかる場合があります。ただし、マルチキャストに対応した WAN では、配信

元のサーバが事前配信済みサイトを同時にアップデートできるにもかかわらず、WAN 帯域幅がより効

率的に使用されます。

マルチキャストに対応した WAN では、複数のサイトに対する非常に効率的なデータの複製が実現され

ています。ハブからの WAN リンクと WAN 自体がマルチキャスト対応の場合、ハブ サイトから送信す

る必要があるのは、データの単一のストリームだけです。WAN では、サイトへのパスに従って、必要

に応じてフローが複製されます。これにより、ハブでの送信帯域幅の使用量が削減されるだけでなく、

WAN での帯域幅使用量が 適化されます。

図 6-8 マルチキャスト対応 WAN
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マルチキャストは、マルチキャストには完全に対応していないものの、マルチキャストの転送は可能で

ある WAN でも効果がある場合があります。一般的に、マルチキャストの転送だけが可能な WAN で
は、WAN エッジ ルータでパケットを複製する必要があります。そのようなネットワークを作成するた

めに、ハブとブランチ サイトの間に Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセ

ル化）トンネルを導入できます。また、FR WAN などでは、各ブランチ サイトでハブに対する PVC を
設定できます。

つまり、WAN でもハブでも、マルチサイト トラフィックについて、帯域幅の節約は実現されないこと

になります。ただし、複製を実行する WAN エッジ ルータを導入することで、このような負荷がサー

バから削減されます。パケットを複製するためにサーバのリソースを拡張する必要はなく、そのような

サーバ リソースは他のタスクで使用することができます。

6.3.6  マルチキャスト変換およびユニキャスト ストリームの分割

1 対多または多対多タイプのデータ配信モデルは、マルチキャストへの完全なマッピングが可能です。

ただし、マルチキャストは企業ネットワークの大部分で対応していません。また、一般的にはインター

ネットでも対応していません。マルチキャスト機能を使用できない場合、同じブランチのユーザが、ス

トリーミング サーバから同じオーディオまたはビデオ ストリームを受信することになり、ストリーム

ごとにローカル ブランチおよび WAN の帯域幅が必要となります。

この 適化ケースでは、オーディオ /ビデオ 適化デバイス（Cisco ACNS）がストリーミング データ

要求を インターセプトし、要求だけが WAN 経由で送信されます。そのため、配信元のサーバがサイ

トに転送するのは、1 つのストリームだけです。WAN から 適化デバイスにデータが到着すると、デ

バイスは、対象となるユーザにストリームをローカルにマルチキャストするか、データの単一のユニ

キャスト ストリームを複数のユニキャスト ストリームに複製し、対象となるユーザごとに 1 回ずつ配

信できます。

この技法により、ストリーミング ビデオおよびオーディオによって使用される WAN 帯域幅が大幅に

削減されます。実際、この技法は、複数のユーザがこのようなストリームを受信できるようにするため

に必要になる場合があります。複数の受信者は、WAN アクセス リンクで利用可能なすべての帯域幅を

容易に使用することができます。

このテクノロジーは、インターネット ラジオなど、企業インターネット アクセスの接続を経由して受

信されるストリーミング オーディオの量を削減する場合にも、非常に役立ちます。たとえば、数百人

のユーザが同じインターネット ラジオ局の番組を聴き、インターネット アクセス リンクの帯域幅を使

い果たしてしまう可能性もあります。
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図 6-9 WAN 経由のユニキャスト ストリームの最適化
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ネットワーク制御テクノロジー

ネットワーキングの要件は、アプリケーションによってさまざまです。たとえば、リアルタイムな音声

応答アプリケーションでは、低遅延ネットワーク パスが要求されますが、広い帯域幅は必要ありませ

ん。Quality of Service（QoS）では、ユーザ エクスペリエンスを保護するため、ネットワーク サービ

スの品質について、相対的に決めた品質レベルの決定を行います。音声の場合、ネットワーク パスに

輻輳が存在すると、キューイング遅延が発生する場合があります。音声トラフィックを分類し、処理の

頻度が高い特別なキューに配置することで、低遅延の仮想パスを作成することができます。ただし、そ

の他のトラフィックについては、ネットワーク インターフェイスから送信されるまでの待機時間が長

くなります。このような相対的に決めた品質レベルによる評価は、制御の 適化における基本的な側面

を表すものです。追加の帯域幅が作成されることはありません。その代わりに、ネットワーク オペ

レータが決定した要件と比較的重要視する要素に基づいて、トラフィックのクラスに対して特別な処理

を行います。

7.1  QoS の要件と配置
図 7-1 に示されているように、QoS ポリシーの適用に 適な場所はブランチの WAN エッジで、通常

はブランチ ルータの WAN 側インターフェイスが該当します。このインターフェイスには、次のよう

な特徴があります。

 • トラフィックの集約ポイント

 – 通常、WAN インターフェイスは、さまざまな種類のストリームが同じワイヤに配置される

初の場所になります。このようなトラフィックのマージは、さまざまなトラフィック タイプ

間での競合が発生する原因となります。さまざまな種類のストリームが、さまざまな種類のパ

スから送信されてくる可能性があります。たとえば、ブランチ エッジ デバイスの複数のイン

ターフェイスや、WAAS の 適化されたトラフィックなどです。

 • インターフェイス速度の不一致

 – WAN エッジのインターフェイスは、トラフィックで輻輳が発生する 初のポイントとなる場

合があります。たとえば、図 7-1 では LAN インターフェイスは 100 MB ですが、WAN 側の

インターフェイスは T1（1.5 Mb/s）です。このような大幅な速度の相違によって輻輳が発生

し、一部のトラフィックが廃棄される原因となります。

 • アクセス テクノロジーに固有の機能

 – 一部のアクセス テクノロジーには独自の課題が存在し、ブランチのエッジ ルータにおける 
QoS での認識によってのみ対処できます。このようなテクノロジーとしては、順方向明示的輻

輳通知 /逆方向明示的輻輳通知（FECN/BECN）を持つフレームリレーや、非決定性の帯域幅

を持つケーブルモデムなどが挙げられます。
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オペレータは特定のトラフィック クラスの処理方法について相対的な判断を行い、WAN エッジ ルー

タで QoS を適用することができます。そのためには、サイトから WAN リンクへ流れるすべてのトラ

フィックについて把握する必要があります。

WAN 集約ルータで使用できる QoS の各機能と、WAAS のネットワーク透過性によって、個別のフ

ローを正しく識別および分類し、さらに詳細なアプリケーション配信の 適化と、より効果的なディ

ファレンシエーテッド サービスをサポートできます。QoS は、IP precedence bit、またはパケット 
ヘッダーに存在するポート レベルによって、さまざまな WAN フローを分類します。QoS を使用する

ことで、ミッション クリティカルなアプリケーションで要求される WAN リソースの効果的な使用を

実現できます。また、QoS によって、音声およびマルチメディア アプリケーションの帯域幅要件およ

び遅延要件に合致することが保証され、余分な容量は、プライオリティが低いアプリケーションの間で

均等に共有されます。

シスコ ルータを使用すると、QoS の各機能に対応したインフラストラクチャが提供されます。例とし

ては、ハードウェア ベースのパケットの低遅延キューイング、シェーパー、およびポリシング機能が

挙げられます。詳細については、『Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide』を参照し

てください。アドレスは、次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND-Bo
ok.html

図 7-1 WAN 輻輳ポイントでの QoS ポリシーの適用

7.2  Cisco IOS QoS モデル
IOS ルータ の QoS では、有益なネットワークおよびパス サービスの極めて詳細な管理をサポートして

います。QoS の制御機能は、図 7-2 で示されているモデルに従ったものです。

WAN
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図 7-2 Cisco IOS QoS モデル

QoS は、分類ツールと分類されたトラフィック フローに対する処理方法の集合と考えることができま

す。

7.2.1  分類

分類については、第 4 章で説明したとおりです。QoS のコンテキストでは、分類に関する基本概念と

は、その後の処理方法の決定を目的としてトラフィックの種類を選択できることです。表 7-1 に示され

ているように、ネットワークに対するニーズや要件は、音声応答や電子メールなど、アプリケーション

の種類によって根本的に異なります。このような要件は、他のネットワーク特性との関係とともに、十

分に理解しておく必要があります。たとえば、インタラクティブなトランザクションを行うトラフィッ

クでパケット損失が発生すると、再転送によって遅延が増加する可能性があります。分類システムで

は、このようなさまざまな種類のトラフィック クラスを、明示的なアプリケーション識別名によって

識別するか、あらかじめ設定されたコントロール ポイントで行われたマーキング（DSCP）によって識

別できる必要があります。

7.2.2  プレキューイング

分類を実行したら、ネットワークで不要または不正と判断された特定のトラフィックをフィルタリング

することができます。明示的な削除の場合、この処理はアクセスリストと同様に単純なものです。多少

複雑になったとしても、一定の転送レートを超えた場合のみ特定のトラフィックを廃棄するという程度

の処理です。レート ベースの削除の場合、QoS トラフィック ポリシング機能を設定できます。また、

送信元に対するドロップ アクセスリストを配置することで、DoS 攻撃を制限できます。完全一致条件

が明示的に検出または識別されなかった場合は、トラフィックをレートで制限することができます。

表 7-1 アプリケーションごとに異なるニーズ 

アプリケーション例

影響度

遅延 ジッタ パケット損失

インタラクティブな音声お

よびビデオ

あり あり あり

ストリーミング ビデオ なし あり あり
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7.2.3  キューイングおよびスケジューリング

QoS のキューイングおよびスケジューリングに関する部分は、シェーピングとプライオリティの設定

（低遅延キューイング）を行うことができ、他のさまざな機能との間でセッションの均等化のレベル

（均等化キューイング）を指定できるため、 も強力な部分と考えることができます。各トラフィック 
タイプの帯域幅使用量の変動に応じて、キューイングおよびスケジューリング テクノロジーによって

人工的に帯域幅制限を作成したり（シェーピング）、エンド ホストに信号を送信（パケットの廃棄また

は Explicit Congestion Notification（ECN; 明示的輻輳通知）など）したりして、転送レートを低減す

るようにすることができます。

7.2.4  ポストキューイング

パケットをルータから送信するようにスケジューリングしたら、 後にいくつかの処理を行うことがで

きます。モデルの他のアイテムでは、実際のパケットに変更を加えることはありません。これらのアイ

テムでは、パケットの廃棄や遅延を行いますが、ペイロードやフレーム自体を変更することはありませ

ん。このようなポストキューイング機能の 後の部分は、パケットに作用するものです。たとえば、

RTP パケットの場合、ヘッダー圧縮を実行することで、そのパケットが使用する帯域幅を大幅に低減

できる場合があります。大きなパケットの送信にはかなりの時間がかかり、他のリアルタイム トラ

フィックのストリームが転送される妨げとなるため、低速リンクの大きなパケットによって過剰なジッ

タが発生する原因となる場合があります。

Multilink PPP Link Fragment Interleave（MLPPP-LFI; マルチリンク PPP - リンク フラグメンテーショ

ン /インターリーブ）や Inverse Multiplex for ATM（IMA; ATM の逆多重化）などのポストキューイン

グ機能では、大きなパケットを小さなパケットに分割し、低遅延が必要な他のトラフィック ストリー

ムの小さなパケットを、その間にインターリーブします。また、ポストキューイングでは、ユーザ単位

またはユーザごとのアプリケーション単位のレベルで「帯域幅の均等化」を適用するトラフィック管理

が可能です。

7.2.5  輻輳の管理と回避

輻輳が発生していない場合、パケットが到着すると、すぐに WAN インターフェイスに送出されます。

ただし、ルータの転送能力を上回る速度で到着すると、輻輳が発生します。このような場合、輻輳管理 
QoS 機能を有効にして、輻輳状態に対処することができます。

パケットがネットワークに転送される前にトラフィックのオーバーフローを並べ替え、プライオリティ

を設定するために、キューイング アルゴリズムが使用されます。パケットの転送は、割り当てられた

プライオリティと WAN インターフェイスに適用されたキューイング メカニズムに従ってスケジュー

リングされます。キューイング メカニズムには、First-In-First-Out（FIFO; 先入れ先出し）、Priority 
Queuing（PQ; プライオリティ キューイング）、Weighted-Fair-Queuing（WFQ; 重み付け均等化キュー

イング）など、さまざまなタイプが存在します。Expedited Forwarding（EF）として分類されている

トランザクション /インタ

ラクティブ

あり なし あり

バルク データ なし なし なし

電子メール なし なし なし

ファイル転送 なし なし なし

アプリケーション例

影響度

遅延 ジッタ パケット損失
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トラフィック フローは、高優先度キューに配置され、 初に転送されます。一定の帯域幅が必要なト

ラフィック フローは、転送の前に並べ替えられ、別のキューに配置されます。輻輳が発生した場合は、

これらのキューの一部がオーバーフローとなり、超過分のトラフィックは廃棄されます。

選択的なパケットの廃棄は、Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）

を使用して実装できます。トラフィック クラスに廃棄確率を割り当てることによって、輻輳発生時に

パケットを廃棄するトラフィック クラスを選択することができます。一般的に、高い廃棄確率を割り

当てるのは、プライオリティが低いトラフィック クラスです。WRED は、IOS の輻輳回避機能で使用

されるアルゴリズムの 1 つです。

WRED では、パケットの IP ヘッダーに用意されている Explicit Congestion Notification（ECN; 明示

的輻輳通知）ビット（RFC3168 で定義）もサポートしています。ECN ビットは、トラフィック フ
ローのエンドポイントがこの機能をサポートしているかどうかを示します。サポートしている場合、

WRED は ECN を使用してパケットをマーキングし、廃棄せずに転送することができます。ECN ビッ

トは、輻輳状態が発生しているためウィンドウ サイズを削減する必要があることを送信側に示し、

データ転送レートを効率的に低減させます。エンドポイントが ECN をサポートしていない場合、パ

ケットは WRED アルゴリズムによって処理され、トラフィックの状態によっては廃棄される場合があ

ります。WAAS TFO 機能によって 適化されたトラフィックは、自動的に ECN をサポートします。

7.2.6  統合サービスと RSVP
パケットのマーキングと汎用キューに加え、トラフィックをより厳格な体系でスケジューリングし、

Cisco IOS で利用可能な帯域幅を予約して適用することができます。IntServ と呼ばれる RSVP プロト

コルは、トラフィックのストリームで使用するネットワークのリソースを予約するために、アプリケー

ションによって使用されます。これにより、QoS の保証を実現します。

RSVP による予約は、帯域幅使用量の変動が少ないトラフィック タイプで特に効果的な場合がありま

す。例としては、さまざまなタイプのビデオや、より汎用的なものとして、ネットワーク パスの輻輳

に応答しない UDP ベースのアプリケーションなどが挙げられます。前項では、ECN について、トラ

フィック レートの低減が必要なエンド ホストへの中継を行うメカニズムであると説明しました。パ

ケットの廃棄と ECN は、帯域幅使用量の変動が少ないトラフィックには適用されず、明示的な帯域幅

の予約を使用してトラフィックの品質を保護します。特定のキュー タイプに対して複数のアプリケー

ションが帯域幅の予約を試行し、予約の条件を満たせない場合、ネットワークは予約を拒否します。こ

れにより、基準以下のアプリケーション エクスペリエンスが発生するのを防ぎ、品質が低下しないよ

うに既存の予約を保護します。

7.2.7  Modular QoS CLI
この章で説明した QoS ツールは、Modular QoS CLI（MQC）を使用することで、IOS プラットフォー

ムで適用できます。MQC では、標準的な CLI コマンドのセットと QoS セマンティックが提供されま

す。これにより、QoS 機能を設定する単純で直接的な方法をサポートします。MQC では、クラスマッ

プ、ポリシーマップ、およびサービス ポリシーの定義を使用し、ルータを通過するトラフィックに対

する QoS 制御を適用します。MQC ポリシーでは IOS プラットフォーム間で共通の言語を共有してい

るため理解しやすく、ネットワーク全体で一貫性のある動作を保証するために迅速に導入することがで

きます。

クラスマップでは、トラフィック クラスの条件を定義します。特定の条件と一致するトラフィックは

トラフィック クラスとしてグループ化され、ポリシーマップで定義されたトラフィック ポリシーに

従って処理されます。トラフィック ポリシーはインターフェイスに関連付けられているため、そのイ

ンターフェイスを特定の方向で通過するすべてのトラフィックは、ポリシーに従うことになります。
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ネットワーク管理

シスコの WAN およびアプリケーション 適化ソリューションでは、強力な WAN 適化機能のセット

が提供されます。このような機能をはっきりとしたユーザの利点として活用するには、効果的なネット

ワーク管理ツールが必要となります。

この章では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの重要なネットワーク管理機能につ

いて説明します。

ここでは、ネットワーク計画やセキュリティなど、幅広い管理機能を対象とした一般的なネットワーク

管理について説明するのではなく、トラフィックとパフォーマンスのモニタリングに特に重点を置いて

説明します。また、構成管理についても簡単に説明します。これらの機能は、WAN およびアプリケー

ション 適化ソリューションの導入と動作に直接関連するものです。

8.1  集中的なモニタリング、レポート生成、トラブル
シューティング

適切なモニタリング、レポート生成、およびトラブルシューティングは、WAN 適化イニシアチブを

成功に導く上で不可欠な要素です。これらの機能の価値は機能的なチームを超えるもので、生産性の向

上に必要な情報をテクノロジー マネージャやビジネス マネージャに提供し、IT グループやネットワー

ク アーキテクチャ グループによるインフラストラクチャ設計の改善を実現します。また、問題の解決

に費やされる時間を削減します。

WAN およびアプリケーション 適化ソリューションでは、主なモニタリング機能を使用して、次の作

業に役立てることができます。

1. トラフィック パターンとリソースのボトルネックの負荷をプロファイリングし、 適化するリン

クとプロトコルのプライオリティを設定する

2. WAN 適化の前に、アプリケーションのパフォーマンス メトリック（トランザクション時間な

ど）とリソースのパフォーマンス メトリック（リンクおよびサーバ CPU/メモリの利用率など）の

ベースラインを作成する 

3. 一連の WAN 適化イニシアチブが、それぞれどの程度の効果があるか評価する

4. 一連の WAN 適化イニシアチブの導入時および導入後に発生した問題をトラブルシューティング

する
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集中的なモニタリング、レポート生成、トラブルシューティング

8.1.1  モニタリングの課題とソリューション

WAN 適化デバイスにより、ネットワーク モニタリング製品の開発における新たな問題が持ち上がっ

ています。どのような WAN 適化デバイスにも、程度の差こそあれ、何らかの形でネットワーク ト
ラフィックのモニタリングを妨げてしまう可能性があります。

たとえば、 適化デバイスのペアには、レイヤ 3（L3）トンネリング アーキテクチャや LAN-WAN セ
グメンテーションを採用することができます。多くの WAN 適化デバイスでは、 適化されたユーザ

/サーバ接続について、元の IP アドレス情報と TCP ポート情報を保持しません。このような変更は、

従来のモニタリング技法によって、不明瞭で理解しにくいトラフィック プロファイル データが生成さ

れてしまう原因となる場合があります。

適化デバイスは、パフォーマンス測定の妨げとなる可能性があります。主要な WAN 適化デバイス

では、TCP プロキシを使用して、各アプライアンスでローカルに接続を管理します（図 8-1 を参照）。

各 WAN 適化デバイスは、実際にデータをネットワークに送信する前に、受信した TCP 伝送の確認

応答を行います。この動作が、応答時間の分析に影響を与える場合があります。

たとえば、アプリケーション応答時間のモニタリングにおいて、実際には WAN 上で送信、受信、およ

び確認応答されていないデータが、ほぼ即時に確認応答されたものとして報告されてしまいます。その

ため、応答時間が不正確に報告される原因となる場合があります。この環境では、多数のネットワーク 
モニタリング技法が、パフォーマンス メトリックを正確に報告できない可能性があります。

図 8-1 一般的な WAN 最適化デバイスで使用されている TCP プロキシ アーキテクチャ

シスコの WAN 適化テクノロジーは、競合製品で見られる透過性の問題を解決できるように設計され

ています。たとえば、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）には、次のような特徴がありま

す。

 • クライアントおよびサーバの IP アドレスと TCP ポート番号を保持します。

 • WAAS Wide-Area Application Engine（WAE）アプライアンスおよび NME ネットワーク モ
ジュールで FlowAgent テクノロジーを使用して、 適化されたトラフィックのパフォーマンス メ
トリックを公開します。

 • 詳細な NetFlow トラフィック レコードをマスクしません。

NetQoS およびシスコの WAN 適化環境で使用するために専用設計されたシスコのモニタリング製品

とともに導入した場合、アプリケーション パフォーマンスについてエンドツーエンドおよびティア

ツーティアの可視性が得られるだけでなく、ネットワークを経由するトラフィックのより正確なレポー

トや、デバイスの詳細なパフォーマンス メトリックが得られるという利点が生まれます。

 WAN  

WOD WOD

WAN

18
75

82
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8.2  NetQoS Performance Center：ネットワーク全
体のモニタリングとレポート生成 

現在、 善と考えられているネットワーク パフォーマンス管理製品は、複数のデータ ソースから情報

を引き出すことで、問題の解決を促進し、インフラストラクチャの計画を改善します。管理モジュール

のスイート製品である NetQoS Performance Center では、単一のインターフェイスを使用して、豊富な

分析データのセットを表示することができます。NetQoS Performance Center は、パッシブなモニタリ

ングと、ネットワーク デバイスおよびデータセンター デバイスに導入されているシスコのモニタリン

グ装置から、このようなデータを取得します。第 4 章「シスコのモニタリング装置」および図 8-2 を参

照してください。

シスコの WAN およびアプリケーション 適化ソリューションでは、NetQoS Performance Center を組

み込むことで、強力かつ統合された WAN トラフィックおよびパフォーマンスのモニタリングを実現し

ています。NetQoS の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.netqos.com/Cisco_wan_optimization/index.html

NetQoS Performance Center には、柔軟性の高いビューとレポート生成機能が用意されているため、

ネットワーク、アプリケーション、およびデバイスの効率的な管理に役立ちます。直感的な Web ベー

スのネットワーク パフォーマンス モニタリングを使用することで、次の NetQoS 製品モジュールから

提供される詳細な情報にドリルダウンすることができます。

 • NetQoS SuperAgent：エンドツーエンドのパフォーマンス モニタリング 

 • NetQoS ReporterAnalyzer：トラフィック分析 

 • NetQoS NetVoyant：デバイスのパフォーマンス管理 

NetQoS Performance Center では、サードパーティ製品との統合も促進されます。たとえば、

Microsoft SharePoint などのビジネス ポータルにおけるインフラストラクチャのパフォーマンスについ

て、概要ビューを発行できるようになります。

http://www.netqos.com/Cisco_wan_optimization/index.html
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NetQoS Performance Center：ネットワーク全体のモニタリングとレポート生成

図 8-2 NetQoS 製品

NetQoS Performance Center を使用すると、複数のデータ ソースから取得したパフォーマンス メト

リックを表示し、トラブルシューティングやキャパシティの計画、管理レポートの生成といった作業を

迅速に処理できるようになります。たとえば、アプリケーション アクセス時間の低速化と輻輳の発生

を対応付けることにより、問題の検出と修正に役立てることができます。

この場合、NetQoS SuperAgent がアプリケーション アクセス時間の低速化を報告しますが、その検出

は、WAE デバイスの FlowAgent 装置から取得したアプリケーション応答時間の変化を使用して行われ

ます。この情報は、オフィスのピーク稼動時のデータベース複製トラフィックが原因で発生した輻輳に

対応付けられます。輻輳の情報は、NetQoS ReporterAnalyzer によって報告されます

（ReporterAnalyzer は、IOS NetFlow に対応したルータとスイッチからメトリックを取得します）。

NetQoS Performance Center では、パフォーマンス データのロールベースのビューが提供されます。さ

まざまな責任を持つユーザや、さまざまな地域で働くユーザが、個別のニーズに合わせた方法でデータ

を表示できます。図 8-3 は、ロールベースのビューを示したものです。

たとえば、個別のアプリケーション チームが、それぞれ異なるアプリケーションのセットのパフォー

マンスについてモニタリングを担当するとします。適切に設定されている場合、NetQoS Performance 
Center では、各チームに関連するアプリケーションのパフォーマンス情報だけが記載されたレポート

を表示できます。
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図 8-3 NetQoS Performance Center

8.2.1  NetQoS SuperAgent：アプリケーション応答時間の測定 
NetQoS SuperAgent は、パッシブなアプリケーション応答時間（ART）のモニタリングと報告を行う

モジュールで、データセンターにインストールされます。TCP/IP アプリケーションの継続的なパ

フォーマンス分析から、SuperAgent は、アプリケーション、サーバ、およびネットワーク リンクのパ

フォーマンス ベースラインを計算し、パフォーマンスが、事前設定されたしきい値または自動的に学

習されたベースラインを下回った場合は、ユーザにアラートを送信します。その後、オペレーション担

当者によってパフォーマンスの問題が特定され、パフォーマンスの低下を招いた具体的な IT リソース

が判断されます。

SuperAgent 製品は、ネットワークからデータセンターに入り再び出て行く、すべての TCP アプリケー

ションのパケットをモニタリングし、ネットワークのラウンドトリップ時間（RTT）、サーバ応答時間

（SRT）、データ転送時間（DTT）などを計測する方法を提供します。SuperAgent 製品では、応答時間
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がアプリケーション、ネットワーク、およびサーバの各遅延要素に分類されるため、ネットワーク パ
フォーマンスのボトルネックを迅速に検出し、アプリケーション パフォーマンスを保護するのに役立

ちます。

SuperAgent 製品は、 低でも 1 基の収集デバイスと管理コンソールで構成されます。収集デバイスは、

関連するデータをネットワーク デバイスから収集し、そのデータを SuperAgent Management Console 
に転送します。SuperAgent では、SuperAgent Collector および SuperAgent Aggregator という 2 種類

の収集デバイスを使用します。SuperAgent Collector は、SPAN メカニズムを使用して、通常のスイッ

チからデータを収集します。SuperAgent Aggregator は、WAAS WAE に導入された組み込み済みの

エージェント（フロー エージェントと呼ばれます）からデータを収集します。

SuperAgent Aggregator と WAAS FlowAgent を統合することで、WAAS が導入された 適化されたト

ラフィックでの応答時間について、より正確な報告が可能になります。図 8-4 は、長期間にわたるデー

タ ストレージと報告を前提として、SuperAgent Aggregator、SuperAgent Collector、および 
SuperAgent Management Console で構成された、一般的な SuperAgent の導入を示したものです。

SuperAgent は、 適化された WAAS 環境と、 適化されていない環境でのエンドツーエンドのアプリ

ケーション配信をモニタリングします。SuperAgent は迅速にインストールおよび設定して、大規模な

環境をモニタリングすることができるため、複雑なデータセンターやネットワークへの導入に際し、実

用的な選択肢となっています。

図 8-4 NetQoS SuperAgent によるアプリケーション応答時間の収集アーキテクチャと WAAS

比較的少数の収集アプライアンスしか使用していない（さらにエンド ユーザのクライアントやサーバ 
ベースのエージェントをインストールしていない）場合でも、SuperAgent は次のことを判断するのに

役立つ場合があります。

 • 個別のサーバ、アプリケーション、およびネットワーク リンクに関する、履歴から導いた通常の

パフォーマンス

 • アプリケーション、ネットワーク、およびサーバのパフォーマンスに関する問題の具体的な発生元

 • 計画済みおよび未計画の変更がアプリケーションの配信に与える影響の正確な大きさ

 • IT イニシアチブ（WAN およびアプリケーションの 適化など）がパフォーマンスのサービス レ
ベル目標に与える影響

WAN

WAE

WAE

FlowAgent 

 SuperAgent
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NetQoS
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SuperAgent のレポート ダッシュボードでは、次の情報が提供されます。

 • アプリケーション、サーバ、ネットワーク別の時間ベースのベースライン。

 • 応答時間のグラフ（図 8-5 の例を参照）。このグラフには、サーバ、アプリケーション、および

ネットワークの遅延が、設定済みの TCP/IP アプリケーションにどの程度の影響を与えるかが示さ

れます。データは、特定のサイトについて、またはそれらのサイトのユーザグループについて示さ

れます。

図 8-5 SuperAgent の応答時間複合グラフ



 

8-8
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド

第8章      ネットワーク管理      

NetQoS Performance Center：ネットワーク全体のモニタリングとレポート生成

 • オペレーション ビュー（図 8-6 の例を参照）には、 もパフォーマンスが悪いネットワーク、

サーバ、およびアプリケーションのグループが、時間ベースのグラフで表示されます。

図 8-6 SuperAgent のオペレーション ビュー

 • パフォーマンス マップ（図 8-7 の例を参照）は、サーバ、アプリケーション、およびネットワー

ク リンクなど、類似する IT リソースのさまざまなメトリックを比較し、パフォーマンスの問題と

改善策の候補を特定するのに役立ちます。

図 8-7 SuperAgent のパフォーマンス マップ



 

8-9
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド  

 

第8章      ネットワーク管理 
NetQoS ReporterAnalyzer：NetFlow を使用したリンク トラフィックの分析   

 • SLA レポート（図 8-8 の例を参照）では、SLA を満たしているかどうかと、不足している事項の

原因を示し、サービス レベル管理（SLM）をサポートします。

図 8-8 SuperAgent の SLA パフォーマンスの詳細

8.3  NetQoS ReporterAnalyzer：NetFlow を使用し
たリンク トラフィックの分析 

NetQoS ReporterAnalyzer はトラフィック分析モジュールであり、シスコのルータおよびスイッチに存

在する IOS NetFlow 装置を使用して、アプリケーション トラフィックがネットワーク パフォーマンス

に与えている影響の大きさを分析してレポートを生成します。これにより、帯域幅を使用しているアプ

リケーションやユーザを確認したり、どの時間帯に使用しているかを確認したりできます。

ReporterAnalyzer では、グローバル WAN インフラストラクチャに影響を与える傾向（トラフィック 
ポリシーのモニタリングとキャパシティの計画および制御を目的として）に加え、ネットワーク上に存

在する大量の個別デバイスから検出されたトラフィックの変則性（マルウェア、ピアツーピア、不正な

サービス プロトコルなど）を、単一のレポート インターフェイスに表示できます。

ReporterAnalyzer 製品は、次のコンポーネントで構成されています。

 • Harvester：NetFlow 対応ルータからパッシブにデータを収集して処理します。

 • Flow Manager：複数の Harvester からのデータを集約します。

 • ReporterAnalyzer Console：Web インターフェイスを提供し、収集したデータを表示します。

 • Data Storage Appliance（DSA; データ ストレージ アプライアンス）：500 個のインターフェイスの

データを保管します。Super DSA の場合は、2500 個のインターフェイスまで対応できます。
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一般的な ReporterAnalyzer の実装（図 8-9 を参照）では、Harvester が、設定済みのルータ、スイッ

チ、およびその他の NetFlow 準拠デバイスから未加工の NetFlow データを収集し、Flow Manager で
収集できるようにデータを処理し、詳細なフロー分析とレポート生成を目的としてローカル アーカイ

ブを作成します。

図 8-9 ReporterAnalyzer のリンク トラフィック分析アーキテクチャ

ネットワーキング デバイスによる NetFlow データのエクスポートを有効にし、数台の Harvester 
NetFlow 収集デバイスを導入したら、ReporterAnalyzer を使用して次の操作を実行できるようになり

ます。

 • トラフィックを も多く生成している、または も多く利用されているインターフェイス、ホス

ト、アプリケーションを特定する

 • プロトコルおよびフロー データのベースラインを表示する

 • 指定されたしきい値を超えているネットワーク トラフィックを特定する

 • リアルタイムのアラートとレポートを表示する

 • すべてのトラフィック フローについてレポートを生成し、ドリルダウンすることによって、ネッ

トワークの問題の原因を特定する場合に役立てる

 • ネットワーク アプリケーションおよびユーザの帯域幅要件を特定する

 • ユーザが選択した条件に基づいてレポートを設計および実行する

ReporterAnalyzer のユーザ インターフェイスでは、ネットワークのトラブルシューティング、フロー

調査、ポリシーのモニタリング、キャパシティの計画、管理レポートの生成をサポートするために、

ビューと分析値が提供されています。

ReporterAnalyzer には、次のビューが用意されています。

 • Enterprise Overview ページには、設定された利用率のしきい値を超えているインターフェイスと、

過去 24 時間にネットワーク全体で も利用率の高かったインターフェイス、プロトコル、ホスト

の概要が表示されます。

 • Interface View には、概要情報、プロトコル、ホスト、対話、Type of Service（ToS; タイプ オブ 
サービス）（図 8-10 に例示）、増加率レポート、ベースラインなどの各種データが表示されます。

NetFlow Collector

NetFlow/PFIX

WAN
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図 8-10 ReporterAnalyzer：リンクでの ToS 分布を示す傾向プロットを積み重ねたグラフ

 • カスタム レポート（図 8-11 の例を参照）では、ウィザードを使用してインターフェイス、プロト

コル、ToS、ホスト、対話、およびそれらを組み合わせたレポートを作成します。レポートは、任

意のタイムフレームに対して作成可能で、指定した任意の時間に実行できます。

図 8-11 ReporterAnalyzer のカスタム レポート

 • フロー調査レポートでは、ウィザード（図 8-12 の例を参照）を使用して未加工の NetFlow データ

を分析するレポートを作成することで、ネットワーク上の任意のプロトコル、ホスト、および対話

について詳細に調べることができます。
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図 8-12 ReporterAnalyzer のフロー調査ウィザード

 • 分析レポートでは、ウィザードを使用して、収集したデータと確立されたしきい値を比較します。

レポートは、スケジュールに従って、または指定した任意の時間に実行できます。

8.4  NetQoS NetVoyant：デバイスのパフォーマンス
と IP SLA のモニタリング

NetQoS NetVoyant は、アプリケーションベースの Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡
易ネットワーク管理プロトコル）モニタリングおよびレポート生成モジュールで、傾向と潜在的な問題

を早期に特定し、生産性の損失を回避するのに役立ちます。NetVoyant は、シスコのデバイスから提供

される包括的な SNMP パフォーマンス データを利用し、一貫性のあるアプリケーションの配信や、

ネットワーク インフラストラクチャの 適化によるアプリケーション パフォーマンスの改善、複雑な

問題の解決に向けた準備の提供に役立てています。

ルータ、スイッチ、サーバ、フレームリレー回線、論理セグメント、ワイド エリア リンクの SNMP 装
置からは、トラブルシューティング、キャパシティ計画、および管理レポートの生成に不可欠なデータ

を提供することができます。SNMP 装置を使用することで、シスコ製品は、包括的なデバイス パ
フォーマンスの統計情報、サービス レベル メトリック、およびアプリケーション データを提供しま

す。たとえば、Cisco WAE デバイスは、SNMP を使用して、サービス統計情報や設定データ、リソー

ス消費に関するレポートを生成することができます。

NetVoyant は、次のようなさまざまなソースからパフォーマンス メトリックをモニタリングします。

 • ネットワークおよびデータセンターのデバイスをポーリングすることで、CPU およびメモリの統

計情報、インターフェイスの利用率、アベイラビリティ、設定データなどの主要なメトリックにつ

いて、レポートを生成することができます。

 • シスコ ルータの IP SLA エージェントを設定およびポーリングすることで、遅延、ジッタ、接続テ

ストなど、ホスト ルータと指定したターゲット間の統計情報を提供することができます。

 • Network Based Application Recognition（NBAR）、Remote Network Monitoring（RMON; リモー

ト ネットワーク モニタリング）の各メトリック、および Cisco Network Analysis Module（NAM; 
ネットワーク解析モジュール）から取得されるアプリケーション応答時間（ART）のポーリングが

可能です。
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 • シスコ ルータの Class-Based Quality of Service（CBQoS; クラスベースの Quality Of Service）
Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）をポーリングして、各サービス クラスの

利用率統計情報を提供できます。

図 8-13 は、一般的な NetVoyant の分散構成を示したものです。NetVoyant は、単一サーバ構成または

図示されているような分散構成に導入できます。

図 8-13 NetVoyant によるデバイスのパフォーマンス モニタリングのアーキテクチャ

分散構成では、NetVoyant Master Console で管理およびレポート生成を実行し、リモートのポーリング 
ステーションがネットワーク上のデバイスを検出およびポーリングします。ポーリング ステーション

から収集されるデータ量は、受信される SNMP データ量よりもはるかに小さいため、大規模なネット

ワークでは、モニタリングするデバイスの近くにポーリング ステーションを配置することで、WAN 上
の管理トラフィックを 小限に抑えることができる利点が生まれます。初期設定時は、ウィザードを使

用することで、SNMP 設定、検出プロセスの初期化、モニタリングするデバイスのタイプの特定に役

立てることができます。

NetVoyant には、ユーザのタスクに応じた次のレポート生成機能が用意されています。

 • 管理レポートには、デバイス（図 8-14 の例を参照）およびネットワーク セグメント別のスコア

カードと概要を使用したデバイスおよびネットワーク パフォーマンスの包括的な調査ビューが表

示されます。
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図 8-14 NetVoyant の管理ビュー

 • キャパシティ計画レポート（図 8-15 の例を参照）は、デバイスとネットワーク リンクのアップグ

レード計画を支援するレポートで、利用率の増加が も著しいリソースおよび定義済みのしきい値

に近づいている特性を識別するのに役立ちます。

図 8-15 NetVoyant のキャパシティ計画

 • サービス レベル レポート（図 8-16 の例を参照）は、SLA への準拠を確認し、IP SLA テスト、

VoIP 統計情報、CBQoS レポートなど、予期しない値を持つパフォーマンス メトリックを追跡す

るのに役立てることができます。

図 8-16 NetVoyant の SLA レポート
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 • オペレーション レポート（図 8-17 の例を参照）には、ネットワーク上のデバイスについて、オペ

レーションレベルのビューが表示されます。ビューには、使用できる期間が も短いデバイスや

も利用率が高いインターフェイス、SNMP データ収集の問題に関するイベントとアラームなどの

情報が表示されます。図 8-17 のビューでは、SNMP ポーラー msfcrouter.qa.local が、対象時間内

の 10% が使用できない時間であったことが示されています。

図 8-17 NetVoyant のオペレーション レポート

8.5  NAM：詳細なモニタリングとトラブルシューティ
ング

Network Analysis Module（NAM; ネットワーク解析モジュール）とは強力な統合ネットワーク モニタ

リング ツールであり、ネットワーク サービスに対するユーザ エクスペリエンスを報告し、ネットワー

ク オペレータによるネットワーク パフォーマンスの確保および改善を支援することを目的として設計

されています。

シスコの WAN およびアプリケーション 適化ソリューションでは、機能が豊富で詳細かつインタラク

ティブなトラブルシューティング機能の提供を支援する目的で NAM を組み込んでいます。これによ

り、設定およびパフォーマンスの問題を特定するために必要な時間と労力を大幅に削減することができ

ます。

図 8-18 は、データセンターにおける NAM の配置例を示したものです。
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図 8-18 データセンターにおける NAM の配置例

Cisco NAM は、次の用途で使用できます。

 • Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータ用のシングル ブレード

（NAM-1 および NAM-2）

 • Cisco 2800/3800 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）および Cisco 3700 シリーズ マルチサー

ビス アクセス ルータ用の単一ネットワーク モジュール（NM-NAM および NME-NAM）

NAM-2 は、現在の WAN およびアプリケーション 適化ソリューション アーキテクチャに組み込む導

入形式です。

Cisco NAM では、組み込みのデータ収集機能および分析機能と、リモートからアクセス可能な Web 
ベースの管理コンソールを組み合わせることで、次の情報と処理を提供します。

 • トラブルシューティングに対応したリアルタイムの可視性。リアルタイムでフィルタを適用できる

柔軟性があるため、トラブルシューティングに関連するデータソースやサーバ、アプリケーション

を事前設定する必要がありません。

 • 詳細な情報。個別の対話までドリルダウンする機能をサポートしています。この場合、短いタイム

フレームで収集されたデータポイントが使用されます。

 • 短期および長期のトラフィックおよびパフォーマンス レポート。レポートは、個別の対話および

ホストについて作成されたものです。

 • パフォーマンス分析値。TCP アプリケーション応答時間のメトリック、DiffServ QoS、音声およ

びビデオをカバーしています。

 • ユーザ定義でトリガーベースのパケット取り込み。フィルタリングおよび復号化を行います。

 • 統合 NetFlow 処理。リモートのトラブルシューティングに対応しています。

NAM Traffic Analyzer の GUI では、設定メニューに簡単にアクセスできるだけでなく、読みやすいレ

ポートが表示されます。

 WAN  
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WAE 

NAM-2

WAN

WAE 

WAN WAN 
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8.6  ネットワークおよびアプリケーションの使用状況の
モニタリングとプロファイリング

Cisco NAM では、パケットを検査して、アプリケーション、ホスト、および対話に関する情報を収集

することができます。アプリケーションのモニタリングでは、帯域幅を使用する各アプリケーションと

どの程度使用しているのか、およびどのホストがどのアプリケーションを使用しているのかを識別しま

す。

ホストと対話のペアのモニタリングでは、ホストごとの帯域幅の使用量が報告され、相互に対話を行っ

たホストと、各ホストによって生成されたトラフィック量が表示されます。これらのメトリックによっ

て、ユーザの使用パターンと、ルータ /スイッチ、インターフェイス、サーバ、およびアプリケーショ

ンの各リソースの使用パターンが示されます。

たとえば、図 8-19 は、ネットワーク上の上位 10 ホストを特定するレポートを示したものです。

図 8-19 ネットワーク上の上位 10 ホストのモニタリング

8.7  詳細なライブおよび履歴レポートの生成 
NAM に用意されているライブの対話についてレポートを生成する機能を使用することで、クリティカ

ル レポートの更新頻度が低い場合や、集約されたトラフィック データの中にある場合には見過ごされ

てしまう潜在的な問題が明らかになります。この情報は、トラフィックの変則性を迅速に特定し、確認

するのに役立ちます。これにより、現在発生中の問題や中断している問題をすばやく解決できます。

NAM では、帯域幅の使用状況とパフォーマンスについて、詳細なリアルタイムのスナップショットが

提供されます。また、特定のホストと対話に重点を置いた継続的な履歴ビューを提供するように簡単に

設定できるため、断続的なユーザまたは対話の問題を特定するのに役立ちます。また、NAM では特定

の期間についてデータを収集し、変則的な状況が発生した場合は、検出するイベントの発生後に分析す

ることもできるため、迅速な解決が可能です。
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図 8-20 は、履歴レポートの例を示したものです。

図 8-20 WAN およびアプリケーション最適化を検証するための履歴レポート

8.7.1  トランザクションアウェアな応答時間の測定、モニタリング、
ベースラインの作成

Cisco NAM には、新たに拡張されたトランザクションベースの応答時間測定機能が実装されています。

この機能を使用すると、TCP ベースのクライアント /サーバ要求と確認応答に関するデータが、パッシ

ブに収集されます。Cisco NAM の応答時間モニタリング機能では、クライアント、サーバ、アプリ

ケーションの遅延に関するインテリジェントな情報が提供されます。

特定のホストおよび対話の応答時間メトリックに対する迅速かつ簡単なアクセスを提供することで、

Cisco NAM は、アプリケーション パフォーマンスに関する問題のトラブルシューティング、アプリ

ケーション動作の分析、アプリケーション 適化および高速化サービスの導入前後のモニタリングに加

え、目標となるサービス レベルの定義と追跡を支援することができます。
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図 8-21 は、詳細なトランザクション時間のビューの例を示したものです。このビューを生成して、断

続的なパフォーマンスの問題の追跡に役立てることができます。

図 8-21 アプリケーション応答時間のモニタリング

図 8-22は、個別の対話にライブでドリルダウンする様子を示したものです。

図 8-22 特定のサーバ /クライアントに関する詳細なアプリケーション応答時間

8.7.1.1  アラーム / パケットの取り込みとトラブルシューティング用の復号化

断続的な問題の特定を支援するため、利用率の上昇やアプリケーション応答の著しい遅延など、さまざ

まなネットワーク パラメータにしきい値とアラームを設定することができます。潜在的な問題が特定
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されたら、パケット ストリームを自動的に取り込んで復号し、問題の解決に役立てることができます。

取り込みは Web ブラウザを使用して実行できます。また、復号された内容は、データの取り込み中で

あっても Traffic Analyzer GUI を使用して表示できます。これにより、トラブルシューティングの際

に、問題を迅速に特定および解決できます。通常、NAM ではローカルの Switched Port Analyzer
（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）構成を使用して取り込みを実行するため、トラフィックの取

り込みによって、稼動中のユーザ ネットワークに負荷を与えることはありません。

図 8-23 NAM を使用したパケットの取り込みと復号化

8.7.1.2  QoS の分析 
NAM では、Differentiated Services Monitoring（DSMON; DiffServ モニタリング）MIB のサポートを

通じて、QoS のトラブルシューティングをサポートします。これにより、QoS ポリシーで定義された 
Differentiated Service Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）割り当てによってトラフィック

をモニタリングします。

自身に装備された DiffServ モニタリング機能を使用することで、NAM は、DiffServ クラスの各グ

ループに属しているホスト、対話、およびアプリケーションの識別を支援することができます。この情

報は、詳細なトラブルシューティング ワークフローで QoS 割り当てを検証および調整する場合や、正

しくマーキングされていないトラフィックや不正なトラフィックを検出する場合、およびその他のトラ

ブルシューティング シナリオで使用できます。図 8-24 は、QoS モニタリングの例を示したものです。
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図 8-24 DSMON を使用した QoS モニタリング

8.8  設定管理
WAN およびアプリケーション 適化ソリューションは、複数のネットワーク デバイスと IOS 機能に

またがる場合があります。ただし、WAN の 適化は、このようなネットワーク デバイスやアプライア

ンスから提供される強力な機能の 1 つにすぎません。設定に関する決定は、より広範なコンテキストに

基づいて行う必要があるため、ここでは WAN の 適化で も中心的な役割を担う機能と製品について

簡潔に説明します。

8.8.1  一般的な設定管理機能

一般的な設定とは、デバイスおよび IOS 機能の包括的なネットワーク全体の設定を指し、ネットワー

クが拡大した場合でも適用されます。

 • コンポーネント管理：企業ネットワーク上のデバイスとモジュールについて、包括的な 新のレ

コードを維持し、カスタムのコンポーネント レポートを生成する支援を行います。

 • イメージ管理：ロールベースのアクセス制御を使用して、ソフトウェア イメージをネットワーク 
デバイスに配布する作業と、 新で一貫性のあるイメージのメンテナンスを支援します。

 • 変更管理：ネットワーク インベントリ、設定、およびイメージへの変更の実装をサポートし、現

在の変更内容と変更内容の履歴についてレポートを生成します。

 • ネットワークのバックアップ：イメージおよび設定のバックアップとアーカイブをサポートしま

す。

 • 準拠性のサポート：定義済みで設定可能なロールベースのワークフローと、ポリシーおよび規制へ

の準拠性に関する詳細なレポートを使用して、企業の設定ポリシーの適用と、Sarbanes-Oxley
（SOX）などの規制要件への準拠を支援します。

CiscoWorks 製品スイートを使用して、企業ユーザによる一般的な設定管理をサポートすることができ

ます。詳細については、www.cisco.com を参照してください。
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8.8.2  専用の設定管理

WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの中には、非 IOS デバイスの豊富な機能の設定を

支援または有効にしたり、QoS などの複雑な IOS 機能のオートメーションとユーザ ガイダンスを向上

させたりするために、専用の設定管理が必要となる製品および機能があります。

その中でも、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションに も関連が深い製品は、Cisco 
WAAS Central Manager です。WAAS Central Manager は、WAE アプライアンスで動作する、スケー

ラブルかつセキュアで単純な機能です。WAAS Central Manager では、集中型の設定メカニズムと、

WAAS の導入に関する基本的なモニタリング機能およびレポート生成機能が提供されます。WAAS 
Central Manager は、Web ブラウザからのアクセスが可能であり、セキュアなリモート管理を実現しま

す。

ここで説明した製品と、その他の専用管理製品の詳細については、www.cisco.com を参照してくださ

い。

図 8-25 特定のサーバ /クライアントに関する詳細なアプリケーション応答時間のビュー
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ブランチ設計上の注意

今日のグローバル経済において、企業は世界中にその拠点を急速に拡大しています。企業の成長と同時

にネットワークも成長します。ビジネス アプリケーションを利用するため、ブランチ オフィスには、

本社への（およびブランチ オフィス間の）効果的かつ信頼性の高いネットワーク接続が必要です。ブ

ランチ ネットワークを設計する場合、設計者は次に挙げるキーとなる要件について考慮する必要があ

ります。

 • 復元力

 • セキュリティ

 • ネットワークとアプリケーションのパフォーマンス

 • ロード シェアリング

この章では、これらの要件を解決するさまざまなテクノロジーについて説明し、サンプル ブランチ設

計を紹介します。

9.1  復元力 / ハイ アベイラビリティ
あらゆるネットワーク設計において、ブランチと本社の間およびブランチ間に中断されないネットワー

ク接続を提供することが不可欠です。単一の障害点を避けることが重要です。

ネットワーク障害、コンポーネントまたはネットワーク デバイスの障害が発生する可能性、およびそ

の他の要因により発生するビジネスの中断にかかるコストについて注意深く分析する必要があります。

設計者は、復元力の費用便益比について考え、妥当性のある計画を立てる必要があります。ブランチ 
オフィスの規模が非常に小さい場合、復元力を備えてもコストに見合う効果は期待できません。

9.2  セキュリティ
セキュリティはあらゆるネットワーク設計に不可欠な要因です。通常、ブランチと本社の間のデータ転

送は、サービス プロバイダー（SP）ネットワークまたはインターネット経由で行われます。インター

ネットを経由するデータは、スヌーピングに対して非常に脆弱になります。

スヌーピングからデータを保護し、ビジネスの機密性を守るためには、何らかのデータ暗号化手段を導

入する必要があります。また、Health Insurance Portability and Accountability Act（HIPAA; 医療保険

の携行と責任に関する法律）や Sarbanes-Oxley（SOX; サーベンス オクスリー法）などの多くの政府

規制でトラフィックの保護が義務付けられています。
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9.3  ネットワークとアプリケーションのパフォーマンス
グローバル ビジネスの進化に伴い、秒単位の意思決定に関わる、ビジネスクリティカルなアプリケー

ションが導入されるようになっています。このようなアプリケーションではネットワーク パフォーマ

ンスが重要なポイントとなり、高速な接続と帯域幅が必要になります。

9.4  ロード シェアリング
優れたブランチ設計ではスケーリングと成長のためのリソースが考慮されています。ロード シェアリ

ングでは、ネットワークの可用性とスケーラビリティの両方を向上させます。ブランチ ネットワーク

では、複数の WAN 出口ルータに負荷を分散することでロード シェアリングを実装することができま

す。また、ロード シェアリング用にブランチ ルータに、WAN に接続された出口インターフェイスを

複数搭載することもできます。これらの手法によって、可用性とスケーリングの両方が強化されます。

9.5  一般的なブランチ テクノロジー
多くの場合、ブランチは後述のプロファイルの各機能を重複して備えていますが、WAN 適化を備え

た標準的なブランチは、 も広範に導入されているトポロジの 1 つに分類されます。

9.5.1  シングル ティア ブランチ

通常、これらのブランチは、トラフィック 適化のための WAE（内部または外部）を持つ 1 台のルー

タが設置されています。通常、このルータにはスイッチング モジュールが内蔵されており、外部ス

イッチを使用せずに、同一サブネットの複数の終端ホストおよび IP 電話を接続できます。

標準的な小規模企業 /SOHO の展開では、ブランチ ルータは通常、図 9-1（A）に示されるシングル 
ホームです。ユーザが数人の小規模企業ブランチでは、図 9-1（B）に示すように、WAN 接続の復元

力を確保するため、ブランチ ルータが 2 つの SP（または同一 SP 2 回線）に接続されたデュアル ホー

ムになることもあります。この設計のバリエーションとして図 9-1（C）では、WAE 復元力を確保す

るため WAE がもう 1 台追加されています。2 台目の WAE は、帯域幅やアプリケーション 適化負荷

分散にも使用できます。
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図 9-1 SOHO およびシングル ティア ブランチ

9.5.2  デュアル ティア ブランチ

デュアル ティア ブランチでは複数の（通常は 2 台）ブランチ ルータと、2 台のルータへの接続を提供

する外部イーサネット ブリッジを使用します。通常、WAN 接続の復元力を確保するため、ルータは 2 
台とも複数の異なる SP に接続されています。

WAN に対してデュアル ホームのルータ（デュアル ブランチ ルータ）設計は、ロード シェアリングに

よる効率的なリンク利用を可能にするだけではありません。非対称ルーティングと関連課題が発生する

可能性が増大します。非対称ルーティングについては、次の項で説明します。

ルータは図 9-2（A）に示すように 1 台の 適化用 WAE を共有できます。または、図 9-2（B）に示す

ように、ルータが複数の WAE をロード シェアリングおよび冗長的な方法で利用することもできます。

WCCP は非対称の問題をローカルに修正し、WAE 上の 適化セッションを安定して維持できます。
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図 9-2 デュアル ティア ブランチ

9.5.3  非対称ルーティング

ホップバイホップ パケット ルーティング システム（ほとんどの IP ルーティング システム）では、各

ルータは個別に発信パスを選択します。ルーティング プロトコルでループが避けられることは保証さ

れていますが、送信先プレフィックスが複数のパスで到達可能な場合、双方向トラフィック フローの

対称性は保証されません。

非対称ルーティングは、1 つのカンバセーションが往復で同じパスを経由しないときに発生します。複

数の WAN 接続を備えるブランチ サイトでは、ルータが 1 台であろうと複数であろうと、常に非対称

ルーティングが発生する可能性があります。これは各終端のルーティング プロトコルが、ロード バラ

ンシングまたはセッション バランシングによって、あるいはパス 適化メカニズムによって、異なる

パスを選択するために発生します。

WAN に対してデュアル ホームのルータ 1 台を備え、ブランチ LAN のクライアントと本社のサーバの

間で双方向トラフィック セッションを行う単純なブランチ ネットワークについて考えてみます

（図 9-3）。図 9-3 に示すように、ブランチから本社へのトラフィックは、ブランチ ルータ上の 1 つの 
WAN リンクを通じて出ていきます（この例ではリンク 1）。しかし、サーバ側ルータの計算によるクラ

イアント ネットワークへの 適パスは WAN2 リンクでした。これが非対称ルーティングです。サーバ

からのトラフィックはブランチ ルータのリンク 2 に到着します。

デュアル ホーム デュアル ティア ブランチ
（WAE 1 台）

デュアル ホーム デュアル ティア ブランチ
（WAE 2 台）
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クライアント

A

SP1-WAN SP2-WAN
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図 9-3 非対称ルーティング

ネットワーク サービスの適切な設計と展開がない限り、非対称ルーティングはネットワークに課題を

もたらします。たとえば、非対称ルーティングが発生すると 適な TCP パフォーマンスを得られませ

ん。TCP では、一方の終端からの SYN と他方の終端からの ACK が同一のパスを辿ることが前提と

なっているためです。データが辿る物理パスが往復で異なるため、 適な TCP パフォーマンスは得ら

れません。

ネットワーク サービスにトラフィック通過の状態が組み込まれている場合、ネットワーク デバイスは

完全なフロー情報を取得できなくなります。カンバセーションの双方向に作用する（または単純に監視

する）必要のあるネットワーク サービスには、ファイアウォール、NAT デバイス、一部のアプリケー

ションのステートフル ID などがあります。一部のモニタリング ツールも双方向のトラフィック フロー

に依存しています。

このようなツールはトラフィックが一方のルータから出て、他方のルータから帰ってきた場合に明らか

になる潜在的な問題を抱えています。非対称ルーティングによって引き起こされる課題に対する対策

は、2 台のルータが使用されている場合より、マルチホーム ルータが 1 台しかないネットワークの方が

簡単です。ルータが 1 台の場合、両方向のカンバセーションの状態が少なくとも同一のルータを通過す

るためです。

WAN 1

WAN 2

  HQ 

HQ  18
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9.5.4  ブランチ LAN 側のハイ アベイラビリティ 
2 台のブランチ ルータを使用している場合、Gateway Load Balancing Protocol（GLBP; ゲートウェイ 
ロード バランシング プロトコル）、Hot Standby Routing Protocol（HSRP; ホット スタンバイ ルーティ

ング プロトコル）、または Virtual Router Redundancy Protoco（VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）を

ルータの LAN インターフェイスに構成して、終端ホストのデフォルト ゲートウェイの可用性を高くす

ることができます。表 9-1 は HSRP と GLBP の一覧です。

9.5.5  ブランチ WAN 側のハイ アベイラビリティ

ビジネスの継続性を維持するには、WAN 側の可用性を高めることが重要です。そのため、通常、ブラ

ンチ ルータは WAN 側の SP ネットワークに対してデュアル ホームになります。このような場合、一方

のパスがプライマリ パスとして機能し、他方のパスはセカンダリまたはバックアップ パスになります。

つまり、トラフィックは通常プライマリ パスを通過します。プライマリ パスに障害が発生した場合、

トラフィックはセカンダリ パスに移動できます。WAN ネットワークに展開されたルーティング プロ

トコルは、ブランチ ルータが取るべきパスを決定するための到着可能性情報を提供します。

ただし、パスに障害が発生した場合、ルーティング プロトコルが収束し、代替パスを指すまでには時

間がかかり、パケット損失が発生します。ルーティング プロトコル タイマーを調整することで、この

ような影響を緩和することができますが、常に十分な効果を発揮するとは限りません。さらに、一部の

障害（電圧低下、ブラック ホール、パス輻輳など）は、ルーティング プロトコルの到着可能性情報で

は取得されません。9.6.4  「PfR を使用したパス 適化」 で説明する Performance Routing（PfR; パ
フォーマンス ルーティング）を導入することで、高速化、効率化、およびアプリケーション単位のよ

り細かい 適化が可能になります。

表 9-1 HSRP と GLBP の利点

ルーティング 
プロトコル 利点

HSRP ハイ アベイラビリティ：冗長性の強化により、ファーストホップ ゲートウェイの単

一障害点を除外できます。HSRP/GLBP では、オブジェクト トラッキングを強化し

て、冗長実装によるネットワーク機能のミラーリングを行えます。オブジェクト ト
ラッキングの強化により、HSRP、GLBP、VRRP など複数のテクノロジーを使用し

て同一のオブジェクトを追跡できます。このとき、各プロトコルはそれぞれ異なるア

クションを実行します。

アクセスレイヤ設計の単純化：リソースに余裕があれば VLAN およびサブネットを

追加構成しなくても、より効率的に回線が使用されます。

GLBP 自動ロード バランシング：オフネット トラフィックは、定義されたロード バランシ

ング アルゴリズムに従って、利用可能なゲートウェイ間でホスト単位で分散されま

す。

管理コストの軽減：ロード バランシングを有効にしたまま、サブネット上のすべて

のホストが共通のデフォルト ゲートウェイを使用できるため、複数のグループおよ

びゲートウェイを管理する必要がなくなります。

ネットワーク リソースの効率的な利用：ゲートウェイからの複数のパスのアップス

トリームを同時に利用できます。
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図 9-4 は、ブランチ ネットワークの LAN 側が GLBP/HSRP、WAN 側がデュアル ホームの標準的な実

装を示しています。

図 9-4 標準的なブランチ LAN/WAN のハイ アベイラビリティ

9.6  最適化ツール
この項では、シスコ WAN およびアプリケーション 適化ソリューションで使用される主なツールにつ

いて説明します。

 • NBAR

 • QoS

 • NetFlow

 • PfR

 • Web Cache Communication Protocol（WCCP; Web キャッシュ通信プロトコル）と WAE

9.6.1  NBAR を使用したアプリケーションの可視性の確保

WAN の帯域幅を効率的に使用するには、ユーザが適切なアプリケーションアウェア トラフィック ポ
リシーを実装できるようにする必要があります。TCP 適化用の WAE を使用した場合、パケット 適

化後に L5 ～ L7 の詳細がわからなくなるという問題（特に圧縮時）があります。これを図 9-5 に示し

ます。

WAN

WAN
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図 9-5 TCP 最適化とアプリケーションの可視性

図 9-6 NBAR アプリケーション マーキングによる TCP 最適化

この問題はアプリケーションアウェア トラフィック ポリシーの実装を困難にします。このような場合、

アプリケーション トラフィックを分類するのに、Deep Packet Inspection（DPI; ディープ パケット イ
ンスペクション）機能を備えた NBAR（図 9-6 を参照）を使用し、WAAS の前に QoS を使用してトラ

フィックをマークするのが理想的な解決手段になります。

NBAR には、NetFlow を補完するステートフル パケット インスペクション機能が含まれています。

NetFlow は TCP または UDP ポートのレベルまでしかフロー情報を収集できません。そのため、

NetFlow は一部のトラフィックの識別にしか使用できません。NBAR をブランチ ルータの LAN イン

ターフェイスに適用して、トラフィックがブランチ ルータに入るときにトラフィックを調査し、

Differentiated Services Code Point（DSCP）またはタイプ オブ サービス（ToS）値を使用してマーク

することができます。

アプリケーションごとに異なる DSCP 設定でマークすることができます。たとえば、URL に基づいて 
HTTP トラフィックをマークするポリシーを構成することができます。WAE は IP ヘッダー情報を変更

しないため、WAE からのトラフィックが 適化されていても、ブランチ ルータの WAN インターフェ

イスに適切な QoS 出力ポリシーを構成できます。次にサンプル NBAR 分類構成を示します。

!CONFIGURE APPROPRIATE NBAR CLASS MAPS TO MATCH DIFFERENT APPLICATION/PROTOCOLS 
class-map match-any NBAR_FTP
 match protocol ftp
class-map match-any NBAR_voice
 match protocol sip
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 match protocol skinny
class-map match-any NBAR_HTTP
 match protocol secure-http
 match protocol http url "*cisco.htm*"
 match protocol http url "*ba_HN.jpg*"

9.6.2  QoS を使用した輻輳管理

WAN トラフィックの調整では QoS を使用した輻輳管理が重要な役割を果たします。ブランチでは、

WAN トラフィックはリアルタイム トラフィック、Web トラフィック、およびその他のアプリケー

ション トラフィックから構成されます。各トラフィック パターンは、遅延、パケット損失などについ

てそれぞれ異なる処理が必要です。たとえば、音声などのリアルタイム トラフィックでは低遅延と低

ジッタが要求されるため、このトラフィックを優先的に処理するため、適切な低遅延キューを構成する

必要があります。

TCP トラフィックなどその他のトラフィック タイプでは、パケット サイズが膨大になり、キューに入

れられた他のトラフィックを遅延させることがあります（特に T1 などの低速リンクの場合）。このよ

うな影響を 小化するため、これらのトラフィック タイプでは、フラグメンテーション /インターリー

ブなど、何らかのリンク効率化メカニズムを使用して構成する必要があります。WAE による 適化を

行っても輻輳は発生することがあるため、各トラフィック クラスが適切な帯域幅を確保できるよう適

切な QoS メカニズムを構成する必要があります。

同様に、WAE との間のトラフィックも優先化できます。必要に応じて、トラフィックのポリシングと

シェーピングを WAN/LAN インターフェイスに適用し、厳格にトラフィック制限を守らせることもで

きます。詳細については、次の URL の『Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide』
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND-Bo
ok.html

9.6.3  NetFlow
NetFlow は、ルータを通過し、ルータで終端する IP フローのアカウンティングをサポートしています。

このデータは、NetFlow コレクタおよびアナライザにエクスポートし、部門別の使用率やキャパシ

ティ計画からネットワーク上で実行されているアプリケーションの分析までさまざまなレポートを生成

することができます。NetFlow は、DoS 攻撃（サービス妨害攻撃）などのセキュリティ上の脅威に対

する早期検出もサポートしています。ルータ自体においては、NetFlow データは強力なトラブル

シューティング ツールになります。

図 9-7 は、特定の製品（NetQoS ReporterAnalyzer）のグラフ出力例です。この製品については、

9.3  「ネットワークとアプリケーションのパフォーマンス」で説明します。

NetFlow フローは、ルータの発信元インターフェイス、発信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、タイプ 
オブ サービス（ToS）バイト、IP プロトコル、L4 送信元ポート、L4 宛先ポートの 7 つの一意のフィー

ルド（キー フィールド）によって識別されます。

その他に、宛先インターフェイス（フローの送信先）、送信バイト数、送信パケット数などのフィール

ドが収集されます。 も深いフロー アカウンティングは L4 ポート（TCP の場合、送信元ポートと宛

先ポート）に基づいているため、場合によっては使用中のエンド アプリケーションを識別できないこ

とがあります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND-Book.html
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この問題を解決するため、多くの場合は L4 ポート範囲と IP アドレスの識別をアプリケーションの識

別に利用します。たとえば、音声トラフィックは UDP ポート番号 16384 ～ 32767 を使用し、IP 電話

は一部の IP アドレス範囲に制限するなどです。識別データは NetFlow コレクタ内で表現できます。さ

らに、NetFlow コレクタはこの情報を使用してアプリケーションに「voice」という名前を付けること

ができます。

図 9-7 NetQoS NetFlow 分析

図 9-8 は、これらのテクノロジーとそれが適用される場所を示しています。

図 9-8 ブランチ ルータの NetFlow、NBAR、QoS

9.6.4  PfR を使用したパス最適化

WAN 設計では、アプリケーション固有の帯域幅および復元力の提供と WAN 帯域幅の効率的な利用の

両立が課題となります。WAN リンクの復元力と一部のロード シェアリングはルーティング プロトコ

ルで実現できますが、従来のルーティング プロトコルでは、リンクの使用状況またはその他多くのパ

ス特性に基づいた 適パスの選択を行うことはできません。そのため、ブランチ ネットワークでは、

断続的な輻輳や、アップストリームでのリンク障害でルーティング プロトコルの遷移が発生しないな

WAN

WAN
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ど、ダイナミック ネットワークの緊急事態に対応できません。ルーティング プロトコルが対応したと

しても、ネットワークの再収束に長い時間がかかります。このような場合、Cisco PfR を使用してこの

種の障害に動的に対応できます。

PfR は、遅延、リンク使用状況、およびデータ パス障害の動的検出に基づくダイナミック ルート 適

化を提供します。PfR には次のような機能があります。

 • ネットワーク パフォーマンスの改善

 • 複数のリンク間への負荷の 適分散

 • インテリジェントな帯域幅利用によるコスト削減

 • パフォーマンス自動 適化による事業運営費（OpEx）の削減

 • Cisco IOS IP ルーティング、Cisco IOS NetFlow、Cisco IOS IP サービス レベル契約（IPSLA）、

その他の Cisco IOS ソフトウェア機能との直接的な統合

Cisco PfR を実装するには、少なくとも 1 つのボーダ ルータ（BR）とマスター コントローラ（MC）

プロセスが必要です。これらは共に IOS ルータ上で実行されます。BR にはブランチ出口インターフェ

イス（WAN に接続）があり、サイトを出るトラフィックに関する情報の収集と、MC に由来するポリ

シー決定の実装を行います。SOHO 環境では MC と BR を同一のデバイスにすることができます。

また、PfR では WAN への出口が少なくとも 2 つ必要です。図 9-9 は、デュアル ホームのブランチ 
ネットワークにおける標準的な PfR の実装を示しています。この例では、NetFlow、NBAR、および 
QoS によって PfR が効率的に展開されており、オペレータはネットワーク パフォーマンスと各種アプ

リケーションのエンド ユーザ エクスペリエンスを 大化することができます。

図 9-9 SOHO の展開例
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ただし、ほとんどの展開では 2 台の BR と 1 台の MC を使用します。PfR ルータで Cisco Express 
Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング）をイネーブルにする必要がある点に注意

してください。図 9-10 はこの展開を示しています。

図 9-10 2 台のブランチ ルータを使用した PfR の展開

9.7  PfR の機能
PfR 対応ネットワーク上の BR は、WAN に出て行くトラフィックのパフォーマンスを監視し、この情

報を MC に中継します。MC は現在のパフォーマンスが各トラフィック クラスに構成されたポリシー

に適合するかどうかを検証します。適合しない場合、MC は BR にその特定のプレフィックスのルート

を変更するよう指示します。

ルート コントロールを実行するため、ルートが挿入されます。挿入されるルートは、スタティック 
ルート、BGP ルート（BGP 使用時）、Policy Based Routing（PBR; ポリシー ベース ルーティング）ポ

リシー（フォワーディングが IP 宛先以外の何らかの要素に基づいて決定される場合）のいずれかです。

Enhanced IGRP（EIGRP）などその他のルーティング プロトコルのサポートは開発中です。挿入され

るルートはローカルであり、伝播されるべきではありません。

標準的な PfR MC/BR の構成は、次のように 2 つのシリアル リンク間のトラフィックのロード バラン

シングを対象に調整されます。

!CONFIGURE THE OER KEY TO BE USED FOR MASTER-BORDER AUTHENTICATION
key chain oer-key
 key 1
   key-string WANOPT
!
!CONFIGURE PfR MASTER
oer master
 max-range-utilization percent 10
 logging
 !
!POINT TO THE BORDER ROUTER AND OER KEY TO USE FOR AUTHENTICATION
 border 10.0.0.173 key-chain oer-key
!DEFINE THE INTERNAL AND EXTERNAL INTERFACES ON THE BORDER ROUTER 
  interface FastEthernet3/1 internal
  interface Serial6/1:0 external

WAN

WAN
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PfR 
BR

PfR 
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WAE
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   max-xmit-utilization percentage 50
  interface Serial6/0:0 external
   max-xmit-utilization percentage 50
 !
 !CONFIGURE THE PfR MASTER TO LEARN TRAFFIC CLASS OR PREFIXES
learn
!CONFIGURE THE PfR TO LEARN TOP PREFIXES BASED ON THROUGHPUT
  Throughput
!CONFIGURE THE PfR TIMERS
  periodic-interval 0
  monitor-period 1
!CONFIGURE THE NUMBER OF PREFIXES TO LEARN
  prefixes 500
  traffic-class keys dscp
 !CONFIGURE THE TYPE OF PREFIXES TO AGGREGATE
 aggregation-type prefix-length 32
 no max range receive
 backoff 90 90
!CONFIGURE THE PfR MODE
 mode route control
 mode select-exit best
 periodic 180
 resolve range priority 1
 resolve utilization priority 2 variance 10
 no resolve delay
!CONFIGURE PfR BORDER
 oer border
!ENABLE LOGGING
 logging
 local Loopback0
!POINT TO THE MASTER ROUTER AND OER KEY TO USE FOR AUTHENTICATION
 master 10.0.0.173 key-chain oer-key

9.7.1  PfR ベースのロード バランシング

PfR は、送信先プレフィックスとリンク使用状況に基づいてフローを追跡します。送信先プレフィック

スをさまざまなグループとインテリジェントに組み合わせることで、トラフィックの種類に合わせて 
PfR に適切なポリシー マップを定義できます。これらのフローは、それぞれルートが適切に選択され、

帯域幅が 適化されます。たとえば、図 9-11 のセットアップについて考えてみます。

図 9-11 デュアル ホームの SOHO ブランチ
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このセットアップでは、MPLS WAN 経由のリンク 1 つとインターネット経由のリンク 1 つを持つデュ

アル ホームのブランチ ルータがあります。各パスで利用可能な帯域幅は同じですが、遅延とジッタは

異なります。通常のルーティング プロトコルでは、MPLS WAN 経由のパスが優先的な出口となり、す

べてのトラフィックはそのインターフェイスを通過します。インターネット出口経由で利用可能な帯域

幅は使用されず、無駄になっています。

PfR を使用して、重要なトラフィックと遅延に影響されやすいトラフィックをプライマリ出口に、エン

ターテインメントと重要ではないすべてのトラフィックをインターネット経由に割り当てる方が適切な

ソリューションといえます。このように、PfR は、帯域幅を効率的に利用するためのロード バランシ

ングに使用できます。サンプル構成については、9.7  「PfR の機能」 を参照してください。

9.7.2  PfR リンク / パスの輻輳 / 障害

通常のルーティング プロトコルは、到着可能性に基づいているため、そもそも制限があります。一部

のルーティング プロトコルにはルート計算のメトリックとしてのコストが含まれていますが、コスト

は通常、理論上のリンク帯域幅に基づく静的な値です。遅延やジッタなどのメトリックの変化を動的に

追跡できないため、ルーティング パスの決定が大幅に遅れます。

たとえば、パスに輻輳が発生し、パケットの損失や遅延の増大が発生しているときに、通常のルーティ

ング プロトコルはルーティング パスを変更することができません。この種の障害は、すべての重要か

つリアルタイムのユーザ トラフィックに影響します。PfR は遅延、ジッタ、真の到着可能性などのメ

トリックを追跡できるため、このような状況に対する潜在的なソリューションを提供できます。たとえ

ば、図 9-12 のセットアップについて考えてみます。

このセットアップでは 2 つの出口リンクを持つデュアル ホームのブランチ ルータが 1 台あります。リ

ンク 1 経由のパスには 30 ミリ秒の遅延が発生し、リンク 2 経由のパスには 60 ミリ秒の遅延が発生し

ます。ルータは、PfR で遅延を追跡し、リアルタイム トラフィックを遅延が 小のパスで送信し、そ

の他すべてのトラフィックを代替パスで送信するよう構成されています。

図 9-12 複数の出口リンクを持つデュアル ホームの SOHO ブランチ
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9.7.2.1  ケース 1：通常の状態：輻輳なし

PfR はアクティブで、遅延と到着可能性を追跡しています。パス 1 の遅延が 小なので、遅延の影響を

受けやすいトラフィックはすべてパス 1 経由が選択されます。表示コマンドで確認できるように、PfR 
は遅延の影響を受けやすいトラフィックにパス 1 のスタティック ルートを割り当てます。その他すべ

てのトラフィックは、デフォルト ルートのパス 2 経由でパスが選択されます。これを図 9-13 に示しま

す。

図 9-13 輻輳のない SOHO ブランチ

9.7.2.2  ケース 2：ダウンストリーム パス 1 で突然輻輳が発生した場合

パス 1 のダウンストリームで突然輻輳が発生したとします。このため、パス 1 の遅延が 100 ミリ秒以

上に増大します。PfR はこの遅延を検出し、ルートの変更を行います。その結果、すべてのリアルタイ

ム トラフィックはパス 2 に迂回します。その他のトラフィックは影響を受けず引き続きパス 2 を通じ

て流れます。図 9-14 と図 9-5 を参照してください。サンプル構成については、9.7  「PfR の機能」 も参

照してください。

図 9-14 輻輳の発生した SOHO ブランチ

MPLS
WAN

27
12

34

/

/

WAE

MPLS
WAN

27
12

35

/

/

MC/BR

WAE

PfR

DC 

DC 



 

9-16
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド

第9章      ブランチ設計上の注意      

PfR の機能

図 9-15 PfR パス最適化利用時の SOHO ブランチ パス輻輳

9.7.2.3  ケース 3：ダウンストリーム パス 1 にパス障害が発生した場合

WAN クラウド内のルータ上のリンクに障害が発生したにもかかわらず、ルーティング プロトコルがこ

の障害をリレーしなかったとします。原因としては、スタティック ルートや集約、あるいはデータ ト
ラフィックに障害が発生したのにルーティング プロトコルがアップしたままである場合などが考えら

れます。この障害のため、ユーザ トラフィックは企業ネットワークの他方の終端に到達しません。PfR 
はパケット再送信の増大と自らのプローブの障害を検出します。障害に対応して、PfR はすべてのトラ

フィックを代替 WAN パスに迂回させることができます。前述のケースと同様、トラフィックは妨げら

れずパス 2 経由で引き続き流れます。これを図 9-16 に示します。

図 9-16 PfR パス最適化利用時の SOHO ブランチ パス障害

PfR とその展開の詳細については、次の URL の『Transport Diversity: PfR Design Guide』を参照して

ください。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns483/c649/ccmigration_09186a008094e673.
pdf
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9.8  WCCP WAE
WCCP は、Web トラフィックをコンテンツ キャッシュ エンジンにリダイレクトするためにコンテンツ 
ルーティングに導入されました。WCCP の考え方は、インテリジェント キャッシュ エンジンを使用す

ることで、ネットワーク Web トラフィックを削減できるということです。逆に言えば、アクセス速度

を増大し、ユーザ エクスペリエンスを改善できるということです。WCCP v1 は 1997 年に発表され、

現在はその後継の WCCP v2 が利用されています。

Cisco WAE は、WCCP を実行する Cisco IOS ルータで用いられるデバイスで、TCP を 適化します。

WCCP は、TCP トラフィックの インターセプトに使用される一般的な展開ツールです。WCCP は選択

した TCP トラフィックを WAE にリダイレクトします。WAE は TCP 適化と圧縮を実行できます。

また、WAE には TCP トラフィックを 適化するための Data Redundancy Elimination（DRE; データ

冗長性除去）キャッシュが搭載されています。

図 9-17 はブランチ ネットワークにおける標準的な WCCP と WAE の展開を示しています。

図 9-17 ブランチ ネットワークにおける WCCP と WAE

9.9  WAN
WAN は広域をカバーするネットワークです。通常、異なる場所に設置された複数の LAN を互いに接

続します。WAN には、大きな遅延（一般に数十～数百ミリ秒）や、相対的に低い帯域幅（輻輳が発生

する原因）の問題、断続的なパケット損失とパス障害が非常に高い確率で発生するという問題がありま

す。

9.9.1  MPLS WAN
WAN で MPLS を有効にすることは企業ネットワークにいくつかの利点をもたらします。

 • MPLS は、WAN での L2 VPN および L3 VPN 両方のコンバージェンスを提供します。

 • MPLS WAN は、広範に及ぶ QoS 機能とトラフィック エンジニアリング トンネルを保持し、リア

ルタイム トラフィックやミッション クリティカルなトラフィックの帯域幅と復元力を保証します。

 • 企業が特別な WAN インフラストラクチャを管理する必要はありません。
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 • ハブアンドスポーク トポロジの企業ネットワーク設計は単純です。ハブは個々の隣接関係を維持

する必要がなく、インタースポーク トラフィックはハブを通過する必要がありません。スポーク 
ルータが完全なルーティング テーブルを維持する必要がないため、ルーティングは大幅に単純に

なります。

 • すべてのパケット スイッチングはパケットが運ぶラベルに基づいて行われ、ルート探索に煩わさ

れることも少なくなります。

図 9-18 は MPLS WAN を経由してブランチから本社に接続する一般的な展開を示しています。

図 9-18 MPLS WAN

9.9.2  DMVPN を使用したインターネット ベースの安全な VPN
MPLS 対応の WAN が受け入れられ、導入例が増大したとしても、特に SOHO や小規模のブランチ オ
フィスなどでは、レガシー WAN 接続（ダイレクト専用線など）は必要です。また、プライマリ MPLS 
WAN リンクに障害が発生した場合、インターネット接続は便利です。

このような展開の大きな欠点の 1 つは、インターネット トラフィックにセキュリティが十分でないこ

とです。インターネット経由のトラフィックのセキュリティは、Dynamic Multicast VPN（DMVPN; 
ダイナミック マルチキャスト VPN）を使用して確保することができます。DMVPN は L3 機能との親

和性が高い IPセキュリティ（IPsec）の一種です。

図 9-19 はこのような展開を示しています。

図 9-19 インターネット経由のセキュアな WAN
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9.10  セキュリティ
WAN とアプリケーション 適化ソリューションでは、さまざまなセキュリティ オプションをサポート

しています。

 • IOS ファイアウォール（IOS FW）

 – コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）

 – ゾーンベース ファイアウォール

 – 侵入検知システム（IDS）
 • DMVPN

9.10.1  IOS ファイアウォール 
IOS ファイアウォール（IOS FW）は、セキュリティを実装するための豊富な機能を備え、費用対効果

に優れた手段です。IOS FW は、複雑さとコストの問題で専用ファイアウォール機を導入できないブラ

ンチ ネットワークに 適です。IOS FW は、他の IOS 機能とシームレスに統合する保護機能を提供し

ます。

Cisco IOS ファイアウォール フィーチャ セットには次のようなコンポーネントが用意されています。

 • コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）

 • Cisco ゾーンベース ファイアウォール

 • 侵入検知

9.10.1.1  コンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）

CBAC は、すべての TCP および UDP パケットを検査し、ファイアウォール インターフェイスで発信

トラフィック用に一時的な開口部を動的に作成します。リターン トラフィックは確立済みのセッショ

ンに対してのみサポートされます。CBAC は、すべてのセッションのステート情報を維持します。

CBAC はインターフェイス ベースであり、ACL を使用して構成します。

9.10.1.2  ゾーンベース ファイアウォール

ゾーンベース ファイアウォールは、その名が示すとおり、ゾーンに基づいて動作します。インター

フェイスは通常ゾーンに関連付けられています。1 つのゾーンは複数のインターフェイスを持つことが

できます。通常、シスコ ルータでは、企業ネットワークの LAN インターフェイスが信頼ゾーンの中

（ゾーン内側）に、WAN インターフェイスが非信頼ゾーン（ゾーン外側）に配置されるよう構成され

ます。ゾーンベース ファイアウォールの展開は単純です。ポリシーの構成にはクラスベースのポリ

シー言語が使用されます。図 9-20 は標準的なゾーンベース ファイアウォールの展開を示しています。
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図 9-20 ゾーンベース ファイアウォール

9.10.1.3  侵入検知

ファイアウォールの侵入検知システム（IDS）には侵入を検出するための一般的な攻撃シグネチャが含

まれています。IDS は疑わしいアクティビティを検出すると、そのイベントを記録し、ネットワーク 
セキュリティが破られる前にポートを閉じるか、アラームを送信します。

これらの機能とその使い方の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6586/products_ios_technology_home.html

9.10.2  DMVPN
DMVPN は、IPSec ベースのセキュア VPN テクノロジーです。インターネットなどのパブリック ネッ

トワーク経由で送信されるトラフィックに高度なセキュアを提供します。DMVPN では、総称ルー

ティング カプセル化（GRE）、Next Hop Resolution Protocol（NHRP）、IPSec などのプロトコルを組

み合わせて利用します。DMVPN は、スポークツースポーク トラフィックに基づくダイナミック フル 
メッシュを提供します。

図 9-21 DMVPN ハブアンドスポーク展開
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複数のブランチを持つ標準的な企業ネットワークでは、DMVPN はハブアンドスポーク トポロジで展

開されます。図 9-21 はこのような展開を示しています。DMVPN の利点は、各スポークの特定の隣接

関係に対してハブを構成する必要がない点です。新しいスポークを追加するときにハブの再構成が不要

になるため、スケーリングが簡単になります。また、DMVPN スポークツースポーク トラフィックが

ハブを通過する必要がないことも利点の 1 つです。スポークツースポーク トラフィックの開始後、ハ

ブはスポークにリダイレクト メッセージを送信します。スポークはセキュアなダイナミック トンネル

をスポーク間に直接セットアップします。

詳細については、次の URL の『Enterprise Branch Security Design Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a00807593b6.
pdf

図 9-22 は標準的なセットアップを示しています。

図 9-22 DMVPN スポークツースポーク ダイナミック トンネル

これらの機能とその使い方の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t13/feature/guide/ftgreips.html

9.11  相互運用性についての注意
ほとんどのブランチで利用できる WAN 帯域幅は、通常 LAN の帯域幅より小さくなります。ユーザの

課題は、利用可能な WAN 帯域幅を 適化し、LAN と同等のパフォーマンスおよびエクスペリエンス

を WAN でも実現することです。WAN で 大のパフォーマンス 適化とゲインを実現するには、前の

項で説明した複数のテクノロジーを組み合わせる必要があります。
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9.11.1  QoS と NBAR の組み合わせ

標準的なブランチでは、無数のアプリケーションが実行されており、その 1 つ 1 つが応答時間、ジッ

タ、帯域幅など独自のニーズと特性を持っています。優れた設計のブランチでは、競合するアプリケー

ション間の帯域幅の割り当てに QoS が大きな役割を果たしています。しかし、従来の QoS では、パ

ケットの内部を深く調査して、すべてのアプリケーションを識別することができません。ブランチ 
ルータで NBAR とその DPI 機能を QoS と組み合わせて利用することで 適化を行うことができます。

ブランチ ルータの入口に NBAR を構成することで、さまざまなアプリケーションからのフローをそれ

ぞれ異なる ToS/DSCP でマークすることができます。QoS は出力時にそのマークされたフローを使用

して帯域幅を 適化することができます。

9.11.2  QoS、NBAR、NetFlow、および PfR によるパス最適化

NetFlow は、ルータを通過する各フローの詳細なトラッキングおよび統計情報を提供します。PfR は 
NetFlow を使用してコントロールが必要なプレフィックスを追跡、監視します。さらに、PfR は DSCP 
や L4 ポートなどを使用して、トラフィック クラスに基づいてフローを認識することができます。

NBAR の DPI 機能と DSCP マーキングをこれらのマーキングに基づく PfR のアプリケーション クラス

追跡機能と組み合わせることで、復元力とルート パス 適化を実現できます。さらに、QoS を追加す

ることで帯域幅の 適化も可能になります。図 9-23 は、標準的な展開シナリオを示しています。その

後に関連するサンプル構成を示します。

図 9-23 NBAR/NetFlow/PfR/QoS の相互運用性

9.11.2.1  NBAR コンフィグレット

!CONFIGURE APPROPRIATE NBAR CLASS MAPS TO MATCH DIFFERENT APPLICATION/PROTOCOLS 
class-map match-all NBAR_UDP
 match access-group name UDP
class-map match-any NBAR_FTP
 match protocol ftp
class-map match-any NBAR_voice
 match protocol sip
 match protocol skinny
class-map match-any NBAR_HTTP
 match protocol http
 match protocol secure-http

!CONFIGURE APPROPRIATE POLICY MAPS TO SET THE IP DSCP VALUES FOR EACH APPLICATION/PROTOCOL  
policy-map NBAR
 class NBAR_HTTP
  set dscp cs2

WAN

WAN

27
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QOS
NetFlow

PfR
 I/F

PfR
 I/F

PfR
 I/FNBAR

NetFlow
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 class NBAR_UDP
  set dscp cs5
 class NBAR_voice
  set dscp cs6
 class NBAR_FTP
  set dscp cs4
 class class-default
  set ip precedence 3

9.11.2.2  QoS コンフィグレット

!CONFIGURE APPROPRIATE QoS CLASS MAPS TO MAP TO THE IP DSCP VALUES IN THE PACKETS 
class-map match-all QoS_HTTP
 match ip precedence 2
class-map match-all QoS_FTP
 match ip precedence 4
class-map match-all QoS_UDP
 match ip precedence 5
class-map match-all QoS_voice
 match ip precedence 6

!CONFIGURE APPROPRIATE POLICY MAPS TO ALLOT BANDWIDTH TO DIFFERENT TRAFFIC WHEN CONGESTED
policy-map QoS
 class QoS_HTTP
  bandwidth percent 25
 class QoS_UDP
  bandwidth percent 15
 class QoS_voice
  priority percent 10
 class QoS_FTP
  bandwidth percent 10
 class class-default
  bandwidth percent 15

9.11.2.3  PfR コンフィグレット

!CONFIGURE THE OER KEY TO BE USED FOR MASTER-BORDER AUTHENTICATION
key chain oer-key
 key 1
   key-string WANOPT
!CONFIGURE PfR MASTER
oer master
!ASSIGN THE POLICY MAP TO BE USED FOR PATH-OPTIMIZATION (OPTIONAL)
 policy-rules delayPolicy 
 logging 
 ! 
!POINT TO THE BORDER ROUTER AND OER KEY TO USE FOR AUTHENTICATION
 border 10.0.0.172 key-chain oer-key
!DEFINE THE INTERNAL AND EXTERNAL INTERFACES ON THE BORDER ROUTER 
  interface Serial6/1:0 external 
  interface FastEthernet3/1 internal 
  interface Serial6/0:0.1 external 
 ! 
!CONFIGURE THE PfR MASTER TO LEARN TRAFFIC CLASS OR PREFIXES
 learn 
!CONFIGURE THE PfR TO LEARN PREFIXES BASED ON DELAY
 delay 
!CONFIGURE THE PfR TIMERS
  periodic-interval 0 
  monitor-period 1
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!CONFIGURE THE NUMBER OF PREFIXES TO LEARN 
  prefixes 1000
!CONFIGURE THE TYPE OF PREFIXES TO AGGREGATE 
  aggregation-type prefix-length 32 
 no max range receive 
!CONFIGURE THE PfR MODE  
 mode monitor fast 
 no resolve delay 
 no resolve utilization 
 ! 
!CONFIGURE AN ACTIVE PROBE TO ONE OF THE PREFIXES 
active-probe echo 60.1.1.100 
! 
!CONFIGURE PfR BORDER
oer border 
!ENABLE LOGGING
 logging 
 local Loopback0 
!POINT TO THE MASTER ROUTER AND OER KEY TO USE FOR AUTHENTICATION
 master 10.0.0.172 key-chain oer-key

注 この構成は、IOS リリース 12.4(15)T2 で意図されているとおりには動作しません。詳細については、

9.12  「注意事項」 を参照してください。ただし、WCCP によって インターセプトされる TCP トラ

フィックの場合、出ていったパケットが WAE に接続されているインターフェイスから再度入ってくる

ため、前述の構成とポリシーは機能します。NetFlow はこれらのマーキングを認識し、PfR はそれに対

応することができます。アプリケーションは L4 情報から認識可能です。前述の問題は、WAN 側のブ

ランチ ルータではなく、上流のルータにおいて必要な DSCP でパケットをマークすることで回避でき

ます。

9.11.3  WAAS の相互運用性

WCCP は、前述のすべての IOS 機能と組み合わせて 展開することで、さらにパフォーマンスと 適化

を強化できます。図 9-24 はこの展開を示しています。WAE が 適化するのは TCP だけです。（UDP 
経由の）音声など他のトラフィックは WAE の影響を受けません。次の項では、WCCP を他の機能と

併用するときの相互運用性について説明します。
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図 9-24 WCCP/NBAR/NetFlow/PfR/QoS の相互運用性

9.11.3.1  WAAS とファイアウォール

WAAS を導入すると、図 9-25 に示すようにデータ パスに沿って 3 つの TCP セグメントがセットアッ

プされます。これらのセグメントでは、以下の区間にセッションを含みます。

1. ブランチのクライアントとブランチ WAE の間

2. ブランチ WAE と本社 /データセンター（HQ/DC）の WAE の間

3. HQ/DC の WAE とサーバの間

図 9-25 WAAS による TCP 最適化

2 番目のセッション、つまり 2 台の WAE 間のセグメントでは、 初に TCP シーケンスを使用して元の

クライアントが照合されますが、 適化を実行しようとしているリモート WAE の確認後、TCP シーケ

ンス番号は WAE 間の 200 万以上の区間をジャンプします。このジャンプでは、クライアントとサーバ

から実際に見える非 適化区間から 適化区間を区別するための異なる TCP ウィンドウが提供されま

す。
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WAE 間の TCP セグメントでは TCP オプションが用いられます。中間セグメントのパスのいずれかに

ファイアウォールが配置されている場合、この動作は、ファイアウォールによって疑わしいトラフィッ

クと判断され、トラフィックがドロップされる可能性があります。表 9-2 は、ファイアウォールのド

ロップ動作が修正されたオペレーティング システムとバージョンの一覧です。

9.11.3.2  WCCP と NetFlow
NetFlow は、ルータやネットワークを通過するさまざまなフローを追跡し、ネットワーク オペレータ

に不可欠なものとなっています。PfR は、フローの追跡と操作を NetFlow に依存しています。ただし、

ブランチ ルータで WCCP と NetFlow の両方を有効にする場合は、次の点に注意する必要があります。

 • ブランチ ルータの入口インターフェイスで WCCP と NetFlow 入力の両方がイネーブルになってい

る場合、図 9-26 に示すようにリダイレクト フロー キャッシュ エントリに「unknown」という出

力インターフェイスが表れます。

 • ブランチ ルータの LAN インターフェイスに 61 WCCP in と 62 WCCP out の両方が構成されている

場合、ルータは同じパケットを 2 回調べます。この結果、NetFlow 統計情報のカウントが重複しま

す。

図 9-26 NetFlow と WCCP（NetFlow、WCCP、IP リターン（12.4T））

表 9-2 ファイアウォールの修正

オペレーティング システム バージョン コマンド

IOS 12.4(11)T2 inspect waas enable
FWSM 3.2.1 inspect waas
PIX 7.2(3) inspect waas
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9.11.3.3  WCCP と PfR
PfR を構成する際は、各インターフェイスに「internal」および「external」と明示的にラベルを付け、

発信 WAN トラフィックを識別できるようにします。NetFlow と WCCP を併用する際の「Unknown」
の問題のため、WAAS の GRE リターン機能をイネーブルにして、内外の NetFlow キャッシュ エント

リが明らかになるようにします。さらに、WAAS 自体がトラフィックの発信源である場合（CIFS トン

ネル トラフィックなど）があるため、WAAS に面するインターフェイスは PfR 「internal」とラベル

付けする必要があります。

9.11.3.4  ハイ アベイラビリティと WCCP

9.11.3.4.1  ブランチ WAE のハイ アベイラビリティとロード シェアリング

1 台のブランチ ルータと 1 台の WAE から構成される標準的なブランチ ネットワークについて考えてみ

ます。WAE が単一障害点になり、ブランチの活動が中断される可能性があります。WAE の障害には

完全な障害（停電、ソフトウェア エラーなど）と 1 台の WAE のパフォーマンスが限界に達した場合な

どが考えられます。

このような障害が起こる確率はそれほど高くはありませんが、ブランチに複数の WAE を配置すること

で、この種の障害の影響を 小限にすることができます。WCCP の自動負荷分散機能を使用すること

で、複数の WAE をクラスタとして動作させ、負荷を共有することができます。さらに、1 台の WAE 
に障害が発生した場合に備えて、バックアップを準備しておくことで、潜在的に単一障害点から保護す

ることもできます。

ブランチ ルータの障害を予防し、可用性を改善するため、ネットワーク内に 2 台のルータをセット

アップすることができます。これは同時にルータ間でロード シェアリングを実行することも可能にな

ります。このような場合、慣習ではブランチ LAN に HSRP または GLBP を実装します。これら 2 台
のブランチ ルータは 1 台または複数の WAE を共有できます。

9.11.3.4.2  1 台の共有 WAE によるブランチ LAN のハイ アベイラビリティ

図 9-27 に標準的なネットワークを示します。

図 9-27 ブランチ LAN のハイ アベイラビリティ（1 台の WAN の場合）

GLBP にはロード シェアリング機能があるため、このような状況ではブランチ LAN に GLBP を構成

するのが効果的です。WAE 側では、HSRP でルータを構成し、WAE デフォルト ゲートウェイは、

HSRP アドレスを指定することができます。しかし、これは非効率的なルーティングになります。
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ブランチ ルータ BR1 と BR2 が相互間および WAN ルータとの間でルーティング プロトコルを実行し

ているとします。WAN 経由のネットワーク X への優先出口は BR1 です。BR2 は WAE VLAN 上の 
HSRP で優先度の高いルータです。このセットアップで、ブランチからネットワーク X へのパケット 
フローを見てみます。

1. クライアントよりブランチWAE へ向かうトラフィックです。

2. WCCP は BR1 でパケットを インターセプトし、WAE に送信します。

3. WAE はパケットを処理し、デフォルト ゲートウェイの BR2 に返します。

4. BR2 はパケットを調べ、BR1 が優先出口であることを認識し、パケットを BR1 に送信します。

5. BR1 は WAN 経由でパケットを転送します。

このように WAE がパケットを BR2 に返すのではなく、そのまま BR1 に返していれば、余分なホップ

は発生せず、その結果の遅延も避けられます。このような問題の回避策は、WAE に優先ブランチ ルー

タのスタンバイ アドレスを指すスタティック ルートを追加することです。同じ問題は、非対称ルー

ティングのリバース パスでも発生することがあります。この場合、2 台のブランチ ルータ間の 適化

されていないトラフィック フローが関係するため、問題はより深刻です。そのため、ブランチ ルータ

間に適切な帯域幅が必要です。

バージョン 4.0.13 より、WAE は 適化パケットのネゴシエート GRE リターンをサポートするように

なりました。GRE リターンによって、WAE は、パケットを送信したルータに直接パケットを返しま

す。ルータについては、WAE 側に HSRP を構成し、WAE では引き続きデフォルト ゲートウェイとし

て HSRP アドレスを指すことが推奨される点に注意してください。これにより、ネットワークおよび 
Central Manager への WAE 接続の高い可用性が確保されます。

9.11.3.4.3  2 台の共有 WAE によるブランチ LAN のハイ アベイラビリティ

図 9-28 はこの実装を示しています。

図 9-28 ブランチ LAN のハイ アベイラビリティ（2 台の WAE の場合）

前述のケースと同様、ルータについては、ブランチ LAN 側に GLBP/HSRP を構成し、WAE 側に 
HSRP を構成します。WAE デフォルト ゲートウェイは HSRP アドレスを指しています。GRE リター

ンの構成は WAE を優先します。
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複数のリンク /ルータのある環境は、非対称ルーティングの問題が発生する可能性があります。たとえ

ば、パケットが あるルータ（またはリンク）から出ていき、同じルータの別のリンク（または同じサ

イトの別のルータ）から返ってくるような場合です。ブランチ ルータでは、WCCP がパケットを イン

ターセプトし、正しい WAE に返るように方向付けます。図 9-28 は非対称ルーティングの場合のパ

ケット フローを示しています。

1. ブランチ LAN からネットワーク X へのパケットが BR1 に転送されます。

2. WCCP はパケットを BR1 で インターセプトし、WAE に送信します。

3. WAE はパケットを処理し、BR1 に返します（GRE リターン）。

4. BR1 はパケットを SP1-WAN 経由でデータセンター /本部（DC/HQ）に転送します。

5. DC/HQ は、SP2-WAN を使用してリターン パケットを BR2 に転送します。

6. BR2 WCCP はこのパケットを インターセプトして WAE に送信します。

7. WAE はパケットを処理し、BR2 に返します（GRE リターン）。

8. BR2 はパケットを LAN 経由でクライアントに転送します。

9.12  注意事項
この項では、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションのさまざまなコンポーネントについ

ての注意事項について説明します。

9.12.1  PfR はインターフェイス 1 つにつきネクストホップ 1 つのみ
をサポートする

PfR は、一般的に 1 つのインターフェイスにつきネクストホップ 1 つのみをサポートするように設計さ

れています。つまり、PfR は次のような論理的なポイントツーポイント テクノロジーを使用したトポ

ロジでしか展開できません。

 • シングルピア イーサネットおよび Packet over SONET/SDH（POS）

 • フレームリレー（P2P）、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）、ハイレベル データ リンク コ
ントロール（HLDC）、GRE

 • L3VPN サービス

PfR は次のようなトポロジには展開できません。

 • ISP ピアリング エクスチェンジ（通常のイーサネット VLAN、SONET リングなど）

 • VPLS 

 • DMVPN（mGRE）

ただし、PfR はポイントツーポイント GRE トンネルを使用した DMVPN ソリューションと連携させる

ことができます。PfR のマルチポイント インターフェイス サポートは、現在開発中です。
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9.12.2  PfR はパス最適化に対して BGP またはスタティック ルート
のみをサポートする

ルータ内のパス 適化については、PfR はスタティック ルートまたは BGP ルートを親ルートとして使

用します。PfR は他のプロトコルを使用して学習したルートをコントロールできません。ただし、多く

の WAN 展開では EIGRP または Open Shortest Path First（OSPF）を使用しています。このような場

合の回避策として、スタティック サマリ ルートを使用して、PfR をルート到着不可能性の緩和に使用

します。

PfR の EIGRP サポートは現在開発中です。

9.12.3  WAAS ネットワーク パスの変更時に PfR が WAAS TCP 最
適化を無効にする可能性がある

PfR はさまざまなトラフィック パラメータを追跡し、これらのパラメータに基づいて、アプリケー

ションのネットワーク パスをあるリンクから別のリンクに切り替えることで、パス 適化を実行しま

す。このとき、WAAS が PfR ドメイン内部に存在すると（図 9-29 を参照）、WAAS TCP 適化が破壊

されます。これを避けるには、常に PfR ドメインの外側に外部 WAE を配置するようにします。

図 9-29 PfR-WAAS ネットワーク パス

9.12.4  PfR インターフェイス マッピングと WAAS
PfR はルータに出入りするトラフィックを追跡します。PfR はトラフィック フローが通過するイン

ターフェイスを外部インターフェイスまたは内部インターフェイスとして識別するタグを付けます。通

常、トラフィックが LAN ネットワークからルータに入るインターフェイスが内部インターフェイスと

してタグ付けされ、トラフィックがルータ（WAN）を出るインターフェイスが外部インターフェイス
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としてタグ付けされます。PfR では、内部インターフェイスから外部インターフェイスに流れるトラ

フィックを対象トラフィックと呼びます。PfR は、逆方向、つまり外部から内部へのトラフィックを検

証のために必要とします。図 9-30 はこのタギングを示しています。

ルータが WAAS で TCP 適化を実行している場合、ルータを WAAS に接続するインターフェイスを

内部また外部と明確に区別することができません。これは、WAAS がルータ上で WCCP によって イン

ターセプトされるトラフィックの出口インターフェイスとして機能し、同時に 適化または非 適化ト

ラフィックの入力インターフェイスとして機能するためです。回避策としては、WAE が GRE リター

ンを実行するように構成します。

また、CIFS トラフィックがある場合、CIFS トラフィックは GRE を使用して返されません。そのた

め、CIFS トラフィックについては、ルータ上の WAE インターフェイスを PfR 内部としてタグ付けす

る必要があります。

別のオプションとして、no mode verify bidirectional コマンドを使用して、PfR のリターン トラ

フィック検証をディセーブルにする方法もあります。ただし、この方法は PfR を自ら作成したブラッ

ク ホールに晒すことになります。

9.12.5  PfR は同じルータ上で付けられた MQC マーキングを認識で
きない

PfR を実行しているブランチ ルータが入力トラフィックに対して DSCP または ToS マーキングを行っ

ている場合、PfR はこれらのマーキングを認識できません。PfR は入力 NetFlow を使用してトラ

フィックの学習と検証を行います。入力 NetFlow は、パケットがルータに入ってきたときに、受信し

た元の ToS マーキングを記録し、再マークされた値は記録しません。そのため、PfR は、ローカルで

再マークされたフローを DSCP または ToS に基づいて照合することができません。図 9-30 はこの問題

を示しています。

図 9-30 PfR とモジュラ QoS CLI（MQC）のマッピング

ただし、これは、再エントリ時のパケットのマーキングが NetFlow によって記録され、PfR はこれを

利用できるため、WAAS にリダイレクトされる TCP トラフィックには影響しません。回避策として

は、アップストリーム デバイスを使用してトラフィックをマークする方法があります。DDTS 
CSCsk99096 はこの問題を追跡します。
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9.12.6  PfR インターフェイス マッピングと NetFlow サンプリング

NetFlow サンプリングがインターフェイス上でイネーブルになっている場合、そのインターフェイス

を内部または外部 PfR インターフェイスとして使用することはできません。この問題に対する解決策

は現在開発中です。

9.12.7  WAE 上の CIFS トンネリングとネットワーク可視性

Windows オペレーティング システム環境では、CIFS（別名 Windows ファイル共有）がファイルの共

有に広く使用されています。このようなネットワークで WAAS による CIFS アプリケーションの高速

化がイネーブルになっている場合、WAE は CIFS トラフィックを TCP ポート 4050 経由でトンネリン

グし、WAE の IP アドレスが必要になります。

この結果、NetFlow や QoS などのテクノロジーから実際のエンドポイントがわからなくなるため、こ

れらのテクノロジーの可視性が影響を受けます。PfR は NetFlow に依存しているため、トラフィック

のトンネリングは、 適化された CIFS トラフィックの細やかなパス 適化に影響します。この問題

は、2008 年末の WAE ソフトウェアの新リリースで解決される予定です。

図 9-31 は WAE を使用した CIFS トンネリングを示しています。

図 9-31 WAE CIFS トンネリング

9.12.8  WAAS とファイアウォール

WAAS の導入により、クライアントとクライアント側 WAE の間、クライアント側 WAE とサーバ側 
WAE の間、サーバ側 WAE とサーバの間の 3 つの異なる TCP セグメントが作成されます。

WAE は自動探索に TCP オプション（0x21）を使用し、WAE 間 TCP セッションで 2 百万以上のシー

ケンス番号をジャンプします。WAE 間に展開されているファイアウォールは、WAE のアクティビ

ティを疑わしいものと判断し、パケットをドロップする可能性があります。この動作は 
9.11.3.1  「WAAS とファイアウォール」 に示されている IOS バージョンでは修正されています。
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9.12.9  WCCP と NHRP リダイレクト

ネクストホップ ルーティング プロトコル（NHRP）は DMVPN テクノロジーの一部です。標準的なハ

ブアンドスポーク DMVPN 配置では、スポークツースポーク トラフィックがハブに当たると、ハブか

ら NHRP リダイレクトがスポークに送信され（図 9-32 を参照）、スポーク間でダイレクト セキュア ト
ンネルを確立できるようにします。ハブ上の NHRP がリダイレクトを送信するには、同一のパケット

が同一のトンネル インターフェイスを出入りするところを確認する必要があります。DMVPN ハブで 
WCCP がイネーブルになっている場合、この条件は成立しません。

図 9-32 DMVPN-NHRP リダイレクト

WCCP を含む DMVPN 展開では、WCCP による インターセプトがトンネルに構成されます。そのた

め、スポークツースポークを移動するすべてのパケットは、トンネル到着時に WCCP によって イン

ターセプトされ、WAE に送信されます。WAE が L3 リターンを行っていると想定すると、WAE から

のリターン パケットはその後ハブに送信されます。この結果、NHRP がリダイレクトを送信するため

の条件が成立しなくなります。そのため、スポークにリダイレクトが送信されず、スポーク間のダイレ

クト トンネルは確立しません。GRE リターンを実行している WAE の場合、NHRP はスポークではな

く、誤って WAE にリダイレクトを送信し、スポークツースポーク トンネルは確立しません。

これはスポークツースポーク トラフィックと 適化にのみ影響し、スポークツーハブまたはハブツー

スポーク トラフィックには影響しません。回避策としては、ハブ上のトンネル インターフェイスで 
WCCP インターセプトを解除し、代わりに LAN インターフェイスに構成する方法があります。ハブの

上の LAN インターフェイスは、入出力両方向の WCCP インターセプトを行うようになります。この

方法ではハブ ルータがスポークツーハブ トラフィックの 2 つのルート ルックアップを実行することに

なるため、ハブのパフォーマンスに多少の影響を与えます。
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9.12.10  WAAS がブランチ ルータで構成された IP SLA プローブを 
インターセプトしない可能性がある

どのようなネットワークでも、IP SLA はラウンドトリップ タイム（RTT）などのパフォーマンス パラ

メータを監視する上で重要なコンポーネントです。ブランチ ネットワークでは通常、WAN に接続され

ているブランチ ルータに IP SLA を構成してパフォーマンスを測定します。これを 図 9-33 に示しま

す。

現在の IOS コードは、ブランチ ルータで構成された IP SLA プローブの WCCP インターセプトを一切

実行しません。ただし、WCCP はブランチ ルータを通過する通常の TCP トラフィックすべてを イン

ターセプトします。この結果、ブランチ ルータ上の SLA によって報告されるネットワーク RTT など

のパラメータが実際の使用状況を表さないため、監視上の問題になります。WCCP は SLA プローブを 
インターセプトしないため、WAAS がそれを 適化することはありません。回避策としては、このよ

うな SLA プローブをアップストリーム ルータに構成し、WCCP が SLA プローブをブランチ ルータで 
インターセプトするようにします。

図 9-33 IP SLA と WCCP

9.12.11   NBAR 探索の前に WAE TCP 最適化が行われると NBAR 
が DPI を実行できない

NBAR の重要な機能の 1 つはパケットを深く調べ、プロトコルとアプリケーションを分録することで

す。NBAR とインライン WAE を使用しているネットワークでは、ブランチ ルータの前にインライン 
WAE が配置されており（図 9-34 を参照）、 適化は 初に TCP フローに対して行われます。同様に、

ブランチ ルータの出力 NBAR での WCCP インターセプトによって、NBAR プロトコル探索の前に

適化が行われます。

図 9-34 WAAS インラインと NBAR
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WAE が LZ および DRE を使用して 適化するフローの場合、WAE を出ていくパケットがわかりにく

くなり、NBAR がそのようなフローの識別に DPI を信頼できなくなることがあります。それでも 
NBAR は L4 ポートに基づいてフローを識別することができますが、そのような分類は常に信頼できる

とは限りません。

したがって、WAE と NBAR は、NBAR のフロー処理が終了してから WAE が処理を始めるように配

置する必要があります。たとえば、WCCP インターセプトの場合、NBAR は、図 9-35 に示すように

ブランチ ルータの入力に構成する必要があります。

図 9-35 WCCP と出力 NBAR

9.13  サンプル展開モデル
この項では、サイズや 適化テクノロジーがそれぞれ異なるさまざまなブランチ オフィス展開モデル

について説明します。

次の URL の『Enterprise Branch Architecture Design Overview』では、各類のブランチとその展開に

ついて詳細に説明されています。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a00807593b7.
pdf

9.13.1  シングル ホームの SOHO ブランチ ルータを持つ小規模ブラ
ンチ オフィス

このモデル（図 9-36 を参照）は、SOHO ブランチで一般的な展開です。構成も維持も単純です。
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図 9-36 シングル ホームのブランチ ルータを持つ小規模ブランチ オフィス

この展開では、ブランチ ルータがシングル ホームで、1 つのインターフェイス がインターネット経由

で本社に接続されています。ブランチ ルータは次のように構成されています。

 • ブランチ ルータの LAN インターフェイスに到着したパケットは DPI を使用して分類され、それに

従って DSCP フィールドがマークされます。

 • TCP パケットは、WCCP を使用して WAE にリダイレクトされます。

 • TCP フローは WAE によって 適化され、ブランチ IOS ルータに返されます。

 • WAE は、ブランチ IOS ルータの入力インターフェイスで NBAR によって処理された DSCP マー

キング（DPI 使用）を保持します。

 • 音声などの低遅延トラフィックは WAE に送信されずに、WAN インターフェイスに直接送信され

ます。WAN インターフェイスは DMVPN トンネル経由で本社に接続されています。

 • WAE からのリターン トラフィックは、非 WAE 適化トラフィックと混合され、相対的な優先度

を必要とするアプリケーションには、DSCP に基づいて発信 QoS による優先度が割り当てられま

す。

9.13.1.1  サンプル ブランチ ルータ構成

この展開モデルのサンプル ブランチ ルータ構成を示します。

Current configuration: 8884 bytes
!
! Last configuration change at 19:37:45 EST Tue Jan 29 2008
! NVRAM config last updated at 19:27:30 EST Tue Jan 29 2008
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service internal
!
hostname WANOPT-3845-BR1
!
boot-start-marker
boot system flash:c3845-adventerprisek9-mz.124-15.T2.fc3
boot-end-marker
!
logging buffered 16000000
enable password lab
!

DC
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no aaa new-model
clock timezone EST -5
clock summer-time EDT recurring
no network-clock-participate wic 1
!
!
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp keepalive 30
!
!
crypto ipsec transform-set gre_set esp-3des esp-sha-hmac
 mode transport
!
crypto ipsec profile gre_prof
 set transform-set gre_set
!
!
ip wccp 61
ip wccp 62
ip cef
!
ip domain list wanopt4.cisco.com
ip domain name wanopt4.cisco.com
ip host www.cisco.com 60.1.1.100
ip name-server 52.1.1.100
ip inspect WAAS enable
!
multilink bundle-name authenticated
!
voice-card 0
 no dspfarm
!
username cisco privilege 15 secret 5 $1$D.pS$pRcbUNacHbYzs9.BnwDeP0
username lab privilege 15 password 0 lab
archive
 log config
  hidekeys
!
!
controller T1 0/1/0
 framing esf
 linecode b8zs
!
controller T1 0/1/1
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
vlan internal allocation policy ascending
!
ip ftp source-interface FastEthernet1/15
ip ftp username anonymous
ip ftp password nobody@cisco.com
!
class-map match-all NBAR_UDP
 match access-group name UDP
class-map match-any NBAR_FTP
 match protocol ftp
class-map match-all QoS_HTTP
 match ip precedence 2
class-map type inspect match-any wanopt
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 match protocol tcp
 match protocol udp
 match protocol icmp
class-map match-any NBAR_voice
 match protocol sip
 match protocol skinny
class-map match-all QoS_FTP
 match ip precedence 4
class-map match-all QoS_UDP
 match ip precedence 5
class-map match-any NBAR_HTTP
 match protocol http
 match protocol secure-http
class-map match-all QoS_voice
 match ip precedence 6
!
!
policy-map NBAR
 class NBAR_HTTP
  set dscp cs2
 class NBAR_UDP
  set dscp cs5
 class NBAR_voice
  set dscp cs6
 class NBAR_FTP
  set dscp cs4
 class class-default
  set ip precedence 3
policy-map type inspect fromOutside
 class type inspect wanopt
  inspect
 class class-default
policy-map QoS
 class QoS_HTTP
  bandwidth percent 25
 class QoS_UDP
  bandwidth percent 15
 class QoS_voice
  priority percent 10
 class QoS_FTP
  bandwidth percent 10
 class class-default
  bandwidth percent 15
policy-map type inspect toOutside
 class type inspect wanopt
  inspect
 class class-default
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.161 255.255.255.255
!
interface Tunnel1
 ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 ip wccp 62 redirect in
 ip flow ingress
 ip nhrp authentication nsite
 ip nhrp map 172.20.1.254 10.18.101.2
 ip nhrp map multicast 10.18.101.2
 ip nhrp network-id 101
 ip nhrp holdtime 300
 ip nhrp nhs 172.20.1.254
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 ip nhrp cache non-authoritative
 ip nhrp shortcut
 zone-member security outside
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel source Serial0/0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel protection ipsec profile gre_prof
!
interface GigabitEthernet0/0
 description To AGILENT via WANOPT-6500-MAIN1:G1/25
 ip address 10.19.1.1 255.255.255.0
 ip wccp 61 redirect in
ip flow ingress
load-interval 30
 duplex full
 speed 1000
 media-type rj45
 service-policy input NBAR
!
interface GigabitEthernet0/1
 description To CAT35k-BrMAN-1:F0/1
 ip address 100.1.1.161 255.255.255.0
 duplex full
 speed 100
 media-type rj45
 ntp broadcast client
!
interface Serial0/0/0
 description To WANOPT-7206-INTERNET:S5/0:0
 ip address 10.18.1.2 255.255.255.0
 ip flow ingress
 load-interval 30
 service-policy output QoS
!
interface Serial0/1/1:0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet1/0
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/1
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/2
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/3
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/4
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/5
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/6
 duplex full
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 speed 100
!
interface FastEthernet1/7
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/8
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/9
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/10
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/11
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/12
 description To CAT6K-MAIN:G1/20
 no switchport
 no ip address
 shutdown
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/13
 description To CAT6K-MAIN:G1/18
 no switchport
 no ip address
 shutdown
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/14
 description To CAT6K-MAIN:G1/16
 no switchport
 no ip address
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet1/15
 no switchport
 no ip address
 ip tcp adjust-mss 1260
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
!
interface GigabitEthernet1/0
!
interface Integrated-Service-Engine4/0
 ip address 10.18.51.1 255.255.255.0
 ip flow ingress
 service-module ip address 10.18.51.2 255.255.255.0
 service-module ip default-gateway 10.18.51.1
 no keepalive
!
interface Vlan1
 no ip address
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!
router eigrp 10
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel1
 network 10.0.0.161 0.0.0.0
 network 10.19.1.0 0.0.0.255
 network 172.20.1.0 0.0.0.255
 no auto-summary
!
router bgp 171
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.0.0.161 mask 255.255.255.255
 network 10.17.1.0 mask 255.255.255.0
 network 10.18.51.0 mask 255.255.255.0
 network 10.19.1.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.17.1.1 remote-as 103
 no auto-summary
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.1.1
ip route 100.1.1.22 255.255.255.255 10.18.1.1
!
ip flow-cache timeout active 1
ip flow-export source GigabitEthernet0/0
ip flow-export version 9
ip flow-export destination 52.1.1.22 9995
ip flow-top-talkers
 top 10
 sort-by bytes
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
!
ip sla 1
 http get http://www.cisco.com
 timeout 5000
 owner HTTP - 100.1.1.161
 tag WANOPT HTTP ECHO
ip sla schedule 1 life forever start-time now ageout 3600
ip sla 3
 icmp-echo 60.1.1.100
 owner ICMP Echo - 100.1.1.161 - 60.1.1.100
 tag WANOPT ICMP ECHO
ip sla schedule 3 life forever start-time now ageout 3600
ip sla 4
 dns www.cisco.com name-server 52.1.1.100
 timeout 5000
 owner DNS - 100.1.1.161
 tag WANOPT DNS SLA
ip sla schedule 4 life forever start-time now ageout 3600
logging 100.1.1.104
snmp-server community closed RW
snmp-server community open RO
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server ifindex persist
snmp-server trap-source GigabitEthernet0/1
snmp-server enable traps cnpd
snmp-server host 100.1.1.21 version 2c public
!
tftp-server flash:c3845-adventerprisek9-mz.124-11.T2
!
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control-plane
!
!
banner login ^C
-----------------------------------------------------------------------
Cisco Router and Security Device Manager (SDM) is installed on this device.
This feature requires the one-time use of the username "cisco"
with the password "cisco". The default username and password have a privilege level

Please change these publicly known initial credentials using SDM or the IOS CLI.
Here are the Cisco IOS commands.

username <myuser>  privilege 15 secret 0 <mypassword>
no username cisco

Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want to use.

For more information about SDM please follow the instructions in the QUICK START
GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/sdm
-----------------------------------------------------------------------
^C
!
line con 0
 login local
line aux 0
line 258
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport input all
 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 password lab
 login
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 password lab
 login
 transport input telnet ssh
line vty 16 20
 password lab
 login
line vty 21 30
 password cisco
 login
!
scheduler allocate 20000 1000
ntp clock-period 17179694

!
webvpn cef
!
end
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9.13.2  デュアル ホームのシングルティア ブランチ ルータを持つ小規
模ブランチ オフィス

この展開モデル（図 9-37 を参照）は、前述のモデルに似ています。このモデルでは、ブランチ ルータ

がデュアル ホームです。ブランチ ルータ出口インターフェイスの 1 つは SP WAN に接続され、もう 1 
つはインターネットに接続されています。

図 9-37 デュアル ホーム ルータを持つ小規模ブランチ オフィス

ブランチ ルータでは次のプロトコルが展開されます。

 • 出口インターフェイスで輻輳の回避と管理を行う QoS

 • ルータで TCP 適化を行う WCCP

 • すべての LAN/WAN リンクの NetFlow 

 • ルータでパス 適化を行う PfR

 • セキュリティを提供するインターネット経由の本社への DMVPN トンネル

9.13.2.1  サンプル ブランチ ルータ構成

Current configuration: 8234 bytes
!
! Last configuration change at 10:49:16 EST Wed Jan 30 2008
! NVRAM config last updated at 10:49:38 EST Wed Jan 30 2008
!
upgrade fpd auto
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
!
hostname WANOPT-7206-BR6
!
boot-start-marker
boot system flash disk0:c7200-adventerprisek9-mz.124-15.T2.fc3
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boot-end-marker
!
logging buffered 16000000
no logging console
enable secret 5 $1$qmlj$FYkMGt1ksVs.eWxvzphXM1
enable password cisco
!
no aaa new-model
clock timezone EST -5
clock summer-time EDT recurring
ip wccp 61
ip wccp 62
ip cef
!
!
ip domain list wanopt4.cisco.com
ip domain name wanopt4.cisco.com
ip name-server 52.1.1.100
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
key chain oer-key

 key 1
   key-string WANOPT
!
!
oer master
 policy-rules delayPolicy
 logging
 !
 border 10.0.0.172 key-chain oer-key
  interface Tunnel1 external
  interface Serial6/1:0 external
  interface FastEthernet3/1 internal
 no max range receive
 mode monitor fast
 no resolve delay
 no resolve utilization
 !
 active-probe echo 60.1.1.101
!
oer border
 logging
 local Loopback0
 master 10.0.0.172 key-chain oer-key
!
!
!
!
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp keepalive 30
!
!
crypto ipsec transform-set gre_set esp-3des esp-sha-hmac
 mode transport
!
crypto ipsec profile gre_prof
 set transform-set gre_set

!
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!
username lab privilege 15 password 0 lab
archive
 log config
  hidekeys
!
!
controller T1 6/0
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
controller T1 6/1
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
ip ftp username anonymous
ip ftp password nobody@cisco.com
!
class-map match-all NBAR_UDP
 match access-group name UDP
class-map match-any NBAR_FTP
 match protocol ftp
class-map match-all QoS_HTTP
 match ip precedence 2
class-map match-any NBAR_voice
 match protocol sip
 match protocol skinny
class-map match-all QoS_FTP
 match ip precedence 4
class-map match-all QoS_UDP
 match ip precedence 5
class-map match-any NBAR_HTTP
 match protocol http
 match protocol secure-http
class-map match-all QoS_voice
 match ip precedence 6
!
!
policy-map QoS
 class QoS_HTTP
  bandwidth percent 25
 class QoS_UDP
  bandwidth percent 15
 class QoS_voice
  priority percent 10
 class QoS_FTP
  bandwidth percent 10
 class class-default
  bandwidth percent 15
policy-map tunnel
 class class-default
  shape average percent 75
  service-policy QoS
policy-map NBAR
 class NBAR_HTTP
  set dscp cs2
 class NBAR_UDP
  set dscp cs5
 class NBAR_voice
  set dscp cs6
 class NBAR_FTP
  set dscp cs4
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 class class-default
  set dscp cs3
policy-map fromWAE
 class QoS_HTTP
 class QoS_UDP
 class class-default
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.172 255.255.255.255
!
interface Tunnel1
 ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 ip flow ingress
 ip nhrp authentication nsite
 ip nhrp map 172.20.1.254 10.18.101.2
 ip nhrp map multicast 10.18.101.2
 ip nhrp network-id 101
 ip nhrp holdtime 300
 ip nhrp nhs 172.20.1.254
 ip nhrp cache non-authoritative
 ip nhrp shortcut
 ip tcp adjust-mss 1360
 load-interval 30
 QoS pre-classify
 tunnel source Serial6/0:0.1
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel protection ipsec profile gre_prof
!
interface FastEthernet0/0
 description To CAT6K-MAIN:G1/31
 no ip address
 no ip route-cache cef
 shutdown
 duplex full
!
interface FastEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface FastEthernet3/0
 description To WANOPT-WAE512-BR6 via WANOPT-6500-MAIN1:G1/5
 ip address 10.18.56.1 255.255.255.0
 ip flow ingress
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet3/1
 description To WANOPT-6500-MAIN1:G1/31
 ip address 10.19.6.1 255.255.255.0
 ip wccp 61 redirect in
 ip nbar protocol-discovery
 ip flow ingress
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
 service-policy input NBAR
!
interface Ethernet5/0
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 description To CAT35k-BrMAN-1:F0/7
 ip address 100.1.1.172 255.255.255.0
 duplex full
 ntp broadcast client
!
interface Ethernet5/1
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet5/2
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet5/3
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet5/4
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet5/5
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet5/6
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Ethernet5/7
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex half
!
interface Serial6/0:0
 description To WANOPT-7206-INTERNET-PE:S3/1:0
 no ip address
 encapsulation frame-relay
 load-interval 30
 no keepalive
!
interface Serial6/0:0.1 point-to-point
 ip address 10.18.6.2 255.255.255.0
 ip wccp 62 redirect in
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 ip flow ingress
 snmp trap link-status
 frame-relay interface-dlci 101
 service-policy output tunnel
!
interface Serial6/1:0
 description To WANOPT-7206-MPLS-PE:S3/1:0
 ip address 10.17.6.2 255.255.255.0
 ip wccp 62 redirect in
 ip flow ingress
 load-interval 30
 service-policy output QoS
!
router eigrp 10
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel1
 network 10.0.0.172 0.0.0.0
 network 10.18.56.0 0.0.0.255
 network 10.19.6.0 0.0.0.255
 network 172.20.1.0 0.0.0.255
 no auto-summary
!
router bgp 176
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.17.6.0 mask 255.255.255.0
 network 10.18.56.0 mask 255.255.255.0
 network 10.19.6.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.17.6.1 remote-as 103
 no auto-summary
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.6.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.17.6.1 100
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip flow-cache timeout active 1
ip flow-export source FastEthernet3/1
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 52.1.1.22 9995
!
!
ip access-list extended UDP
 permit udp any any
 deny   ip any any
ip access-list extended noHTTP
 permit ip any any dscp cs3
 permit ip any any dscp cs5
 deny   ip any any
ip access-list extended onlyHTTP_ip
 permit ip any host 60.1.1.100 log
 permit ip host 60.1.1.100 any log
 deny   ip any any
ip access-list extended onlyRT
 permit ip 10.19.0.0 0.0.255.255 60.1.1.0 0.0.0.255 dscp cs5
ip access-list extended onlyRealTime
 permit ip any any dscp cs5
ip access-list extended onlyTCP
 permit ip any any dscp cs2
ip access-list extended others
 permit ip any any dscp cs3
 permit ip any any dscp cs5
ip access-list extended permitList1
 permit ip any any dscp cs3
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!
!
ip prefix-list onlyHTTP seq 5 permit 60.1.1.100/32
ip sla logging traps
ip sla 275
 http get http://www.cisco.com
 timeout 5000
 owner HTTP - 100.1.1.172
 tag WANOPT HTTP ECHO
ip sla schedule 275 life forever start-time now ageout 3600
ip sla 277
 icmp-echo 60.1.1.100
 owner ICMP Echo - 100.1.1.172 - 60.1.1.100
 tag WANOPT ICMP ECHO
ip sla schedule 277 life forever start-time now ageout 3600
ip sla 278
 dns www.cisco.com name-server 52.1.1.100
 timeout 5000
 owner DNS - 100.1.1.172
 tag WANOPT DNS Echo
ip sla schedule 278 life forever start-time now ageout 3600
logging alarm informational
logging 100.1.1.104
snmp-server community closed RW
snmp-server community open RO
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server ifindex persist
snmp-server host 100.1.1.21 version 2c public
!
!
!
!
!
ttycap detected \
at '^' marker.
!
oer-map delayPolicy 10
 match traffic-class prefix-list onlyHTTP
 set mode select-exit best
 set delay threshold 55
 set mode route control
 set mode monitor fast
 set resolve delay priority 1 variance 5
 no set resolve utilization
 set probe frequency 2
!
control-plane
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
 login
line vty 5 20
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 password lab
 login
line vty 21 30
 password cisco
 login
!
exception data-corruption buffer truncate
ntp clock-period 17179708

!
webvpn cef
!
end

9.13.3  デュアル ホームのデュアルティア ブランチ ルータを持つ中規
模ブランチ オフィス

標準的な中規模ブランチ オフィスには、LAN のユーザが多数います。復元力とスケーリングのため、

このブランチ ネットワークはブランチ ルータ 2 台で設計されています。各ルータはデュアル ホームで

す。リンクの 1 つは SP-WAN に、もう 1 つはインターネットに接続されています。この展開を図 9-38 
に示します。

図 9-38 標準的な中規模ブランチ オフィス

ブランチ ルータには次のプロトコルが展開されています。

 • すべての LAN/WAN リンクの NetFlow 

 • プロトコル探索を行う NBAR とマーキングを行う QoS

 • 出口インターフェイスで輻輳の回避と管理を行う QoS

 • ルータで TCP 適化を行う WCCP
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 • ルータでパス 適化を行う PfR。ブランチ ルータ 1 台はマスター コントローラとボーダ ルータの

兼用

 • （オプション）セキュリティを提供するインターネット経由の本社への DMVPN トンネル

9.13.3.1  サンプル ブランチ ルータ構成（PfR マスター コントローラ / ホーダ ルータ）

Current configuration: 7977 bytes
!
! Last configuration change at 13:14:35 EST Wed Jan 30 2008
! NVRAM config last updated at 13:17:03 EST Wed Jan 30 2008
!
upgrade fpd auto
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname WANOPT-7206-BR5
!
boot-start-marker
boot system flash disk0:c7200-adventerprisek9-mz.124-15.T2.fc3
boot-end-marker
!
logging buffered 16000000
no logging console
enable password lab
!
no aaa new-model
clock timezone EST -5
clock summer-time EDT recurring
ip wccp 61
ip wccp 62
ip cef
!
ip domain list wanopt4.cisco.com
ip domain name wanopt4.cisco.com
ip name-server 52.1.1.100
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
key chain oer-key
 key 1
   key-string WANOPT
!
!
oer master
 policy-rules delayPolicy
 logging
 !
 border 10.0.0.171 key-chain oer-key
  interface Serial6/1:0 external
  interface Serial6/0:0 external
  interface FastEthernet3/1.3051 internal
  interface FastEthernet3/1.4051 internal
 !
 border 10.0.0.165 key-chain oer-key
  interface Serial0/2/1:0 external
  interface Serial0/2/0:0 external
  interface GigabitEthernet0/0.4051 internal
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  interface GigabitEthernet0/0.3051 internal
 !
 learn
  delay
  periodic-interval 0
  monitor-period 1
  prefixes 1000
  aggregation-type prefix-length 32
 no max range receive
 mode monitor fast
 no resolve delay
 no resolve utilization
 !
 active-probe echo 60.1.1.100
!
oer border
 logging
 local Loopback0
 master 10.0.0.171 key-chain oer-key
!
!
username lab privilege 15 password 0 lab
archive
 log config
  hidekeys
!
!
controller T1 6/0
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
controller T1 6/1
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
controller T1 6/2
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
controller T1 6/3
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
ip ftp source-interface Ethernet5/2
ip ftp username anonymous
ip ftp password nobody@cisco.com
!
class-map match-all NBAR_UDP
 match access-group name UDP
class-map match-any NBAR_FTP
 match protocol ftp
class-map match-all QoS_HTTP
 match ip precedence 2
class-map match-any NBAR_voice
 match protocol sip
 match protocol skinny
class-map match-all QoS_FTP
 match ip precedence 4
class-map match-all QoS_UDP
 match ip precedence 5
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class-map match-any NBAR_HTTP
 match protocol http
 match protocol secure-http
class-map match-all QoS_voice
 match ip precedence 6
class-map match-all ramki
!
!
policy-map NBAR
 class NBAR_HTTP
  set dscp cs2
 class NBAR_UDP
  set dscp cs5
 class NBAR_voice
  set dscp cs6
 class NBAR_FTP
  set dscp cs4
 class class-default
  set dscp cs3
policy-map QoS
 class QoS_HTTP
  bandwidth percent 25
 class QoS_UDP
  bandwidth percent 15
 class QoS_voice
  priority percent 10
 class QoS_FTP
  bandwidth percent 10
 class class-default
  bandwidth percent 15
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.171 255.255.255.255
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
!
interface FastEthernet0/0
 description To CAT6K-MAIN:g1/43
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex full
!
interface FastEthernet3/0
 description To WANOPT-WAE512-BR5 via WANOPT-6500-MAIN1:G1/3
 ip address 10.18.55.65 255.255.255.192
 ip flow ingress
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet3/1
 description To AGILENT via WANOPT-6500-MAIN1:G1/30
 no ip address
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet3/1.3051
 encapsulation dot1Q 3051
 ip address 10.19.5.2 255.255.255.0
 ip wccp 61 redirect in
 ip flow ingress
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 glbp 1 ip 10.19.5.1
 glbp 1 weighting 80
 glbp 1 load-balancing weighted
!
interface FastEthernet3/1.4051
 encapsulation dot1Q 4051
 ip address 110.19.19.1 255.255.255.0
 ip wccp 61 redirect in
 ip flow ingress
 shutdown
 service-policy input NBAR
!
interface Ethernet5/0
 description To CAT35k-BrMAN-1:F0/6
 ip address 100.1.1.171 255.255.255.0
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 duplex full
 ntp broadcast client
!
interface Ethernet5/1
 description To WANOPT-6500-MAIN1:G1/34
 ip address 10.55.55.2 255.255.255.252
 duplex full
!
interface Ethernet5/2
 description To CAT6K-MAIN:g1/39
 no ip address
 no ip route-cache cef
 shutdown
 duplex full
!
interface Ethernet5/3
 description To CAT6K-MAIN:g1/41
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex full
!
interface Serial6/0:0
 description To WANOPT-7206-INTERNET-PE:S3/0:0
 ip address 10.18.5.66 255.255.255.192
 ip wccp 62 redirect in
 ip flow ingress
 load-interval 30
 service-policy output QoS
!
interface Serial6/1:0
 description To WANOPT-7206-MPLS-PE:S3/0:0
 ip address 10.17.5.66 255.255.255.192
 ip wccp 62 redirect in
 ip flow ingress
 load-interval 30
 service-policy output QoS
!
interface Serial6/2:0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
!
interface Serial6/3:0
 no ip address
 no ip route-cache cef
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 no ip route-cache
!
!
router bgp 175
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.0.0.171 mask 255.255.255.255
 network 10.17.5.64 mask 255.255.255.192
 network 10.18.55.64 mask 255.255.255.192
 network 10.19.5.0 mask 255.255.255.0
 network 10.55.55.0 mask 255.255.255.0
 network 110.19.19.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.17.5.65 remote-as 103
 neighbor 10.55.55.1 remote-as 175
 no auto-summary
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.5.65
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.17.5.65 50
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip flow-cache timeout active 1
ip flow-export source FastEthernet3/1.3051
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 52.1.1.22 9995
!
!
ip access-list extended UDP
 permit udp any any
 deny   ip any any
ip access-list extended noHTTP
 permit ip any any dscp cs3
 permit ip any any dscp cs5
 deny   ip any any
ip access-list extended only35
 permit ip any any precedence critical log
 permit ip any any precedence flash log
 permit ip any any precedence immediate log
 permit ip any any log
ip access-list extended onlyRealTime
 permit ip any any dscp cs5
ip access-list extended ramki
!
!
ip prefix-list onlyHTTP seq 5 permit 60.1.1.100/32
ip sla 1
 http get http://www.cisco.com
 timeout 5000
 owner HTTP - 100.1.1.171
 tag WANOPT HTTP ECHO
ip sla schedule 1 life forever start-time now ageout 3600
ip sla 3
 icmp-echo 60.1.1.100
 owner ICMP Echo - 100.1.1.171 - 60.1.1.100
 tag WANOPT ICMP ECHO
ip sla schedule 3 life forever start-time now ageout 3600
ip sla 4
 dns www.cisco.com name-server 52.1.1.100
 timeout 5000
 owner DNS - 100.1.1.171
 tag WANOPT DNS
ip sla schedule 4 life forever start-time now ageout 3600
logging alarm informational
logging 100.1.1.104
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access-list 1 permit 10.19.5.0 0.0.0.255 log
access-list 1 permit 110.19.5.0 0.0.0.255 log
access-list 1 permit any log
access-list 2 permit 10.19.5.0 0.0.0.255
access-list 2 deny   any
access-list 10 permit 110.19.5.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 10.18.55.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any 10.19.5.0 0.0.0.255 log
access-list 101 permit ip any 110.19.5.0 0.0.0.255 log
access-list 101 permit ip any any log
snmp-server community closed RW
snmp-server community open RO
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server ifindex persist
snmp-server host 100.1.1.21 version 2c public
!
!
oer-map delayPolicy 10
 match traffic-class prefix-list onlyHTTP
 set mode select-exit best
 set delay threshold 55
 set mode route control
 set mode monitor fast
 set resolve delay priority 1 variance 20
 set probe frequency 10
!
control-plane
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
 login
line vty 5 20
 password lab
 login
line vty 21 30
 password cisco
 login
!
ntp clock-period 17180110

!
webvpn cef
!
end

9.13.3.2  ブランチ ルータのサンプル構成（PfR ボーダ ルータ）

Current configuration: 5321 bytes
!
! Last configuration change at 13:14:52 EST Wed Jan 30 2008
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! NVRAM config last updated at 13:12:12 EST Wed Jan 30 2008
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
no service password-encryption
!
hostname WANOPT-3825-BR5
!
boot-start-marker
boot system flash:c3825-adventerprisek9-mz.124-15.T2.fc3
boot-end-marker
!
enable password lab
!
no aaa new-model
clock timezone EST -5
clock summer-time edt recurring
no network-clock-participate wic 2
!
!
ip wccp 61
ip wccp 62
ip cef
!
!
no ip domain lookup
ip host aswan 24.1.1.1
!
multilink bundle-name authenticated
!
voice-card 0
 no dspfarm
!
!
key chain oer-key
 key 1
   key-string WANOPT
!
!
oer border
 logging
 local Loopback0
 master 10.0.0.171 key-chain oer-key
!
!
archive
 log config
  hidekeys
!
!
controller T1 0/2/0
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
controller T1 0/2/1
 framing esf
 linecode b8zs
 channel-group 0 timeslots 1-24
!
!
class-map match-all NBAR_UDP
 match access-group name UDP
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class-map match-any NBAR_FTP
 match protocol ftp
class-map match-all QoS_HTTP
 match ip precedence 2
class-map match-any QCLASS_COS1
 match  dscp 47
 match  dscp ef
class-map match-any NBAR_voice
 match protocol sip
 match protocol skinny
class-map match-all QoS_FTP
 match ip precedence 4
class-map match-all QoS_UDP
 match ip precedence 5
class-map match-any NBAR_HTTP
 match protocol http
 match protocol secure-http
class-map match-all QoS_voice
 match ip precedence 6
!
!
policy-map NBAR
 class NBAR_HTTP
  set dscp cs2
 class NBAR_UDP
  set dscp cs5
 class NBAR_voice
  set dscp cs6
 class NBAR_FTP
  set dscp cs4
 class class-default
  set dscp cs3
policy-map QoS
 class QoS_HTTP
  bandwidth percent 25
 class QoS_UDP
  bandwidth percent 15
 class QoS_voice
  priority percent 10
 class QoS_FTP
  bandwidth percent 10
 class class-default
  bandwidth percent 15
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.165 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0
 description To AGILENT via WANOPT-6500-MAIN1:G1/29
 no ip address
 load-interval 30
 duplex full
 speed 1000
 media-type rj45
!
interface GigabitEthernet0/0.3051
 encapsulation dot1Q 3051
 ip address 10.19.5.3 255.255.255.0
 ip flow ingress
 glbp 1 ip 10.19.5.1
 glbp 1 weighting 20
 glbp 1 load-balancing weighted
!
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interface GigabitEthernet0/0.3053
 encapsulation dot1Q 3053
 ip address 10.18.55.68 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.3055
 encapsulation dot1Q 3055
 ip address 10.55.55.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0.4051
 encapsulation dot1Q 4051
 ip address 110.19.5.3 255.255.255.0
 ip wccp 61 redirect in
 ip flow ingress
 shutdown
 glbp 2 ip 110.19.5.1
 glbp 2 load-balancing weighted
 service-policy input NBAR
!
interface GigabitEthernet0/1
 description To CAT35k-BrMAN-1:F0/5
 ip address 100.1.1.165 255.255.255.0
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
 media-type rj45
 ntp broadcast client
 no keepalive
!
interface Serial0/2/0:0
 description To WANOPT-7206-INTERNET-PE:S5/4:0
 ip address 10.18.5.2 255.255.255.192
 ip wccp 62 redirect in
 ip flow ingress
 encapsulation frame-relay
 frame-relay map ip 10.18.5.1 101 broadcast
 service-policy output QoS
!
interface Serial0/2/1:0
 description To WANOPT-7206-MPLS-PE:S5/4:0
 ip address 10.17.5.2 255.255.255.192
 ip wccp 62 redirect in
 ip flow ingress
 service-policy output QoS
!
interface Integrated-Service-Engine2/0
 ip address 10.18.55.1 255.255.255.192
 shutdown
 service-module external ip address 10.18.55.67 255.255.255.192
 service-module ip address 10.18.55.2 255.255.255.192
 service-module ip default-gateway 10.18.55.65
 no keepalive
!
router bgp 175
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.0.0.165 mask 255.255.255.255
 network 10.17.5.0 mask 255.255.255.192
 network 10.18.55.64 mask 255.255.255.192
 network 10.19.5.0 mask 255.255.255.0
 network 10.55.55.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 10.17.5.1 remote-as 103
 neighbor 10.55.55.2 remote-as 175
 no auto-summary
!
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ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.5.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.17.5.1 50
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip access-list extended UDP
 permit udp any any
 deny   ip any any
!
!
ip prefix-list only110 seq 5 permit 110.19.19.2/32
ip sla 1
 http get http://www.cisco.com
 timeout 5000
 owner http - 60.1.1.100
 tag Cisco
ip sla schedule 1 life forever start-time now ageout 3600
logging 100.1.1.104
access-list 102 permit ip 10.19.5.0 0.0.0.255 60.1.1.0 0.0.0.255
access-list 102 deny   ip any any
snmp-server community closed RW
snmp-server community open RO
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server ifindex persist
snmp-server host 100.1.1.21 version 2c public
!
!
!
control-plane
!
!
!
alias exec sib show ip interface brief
privilege exec level 0 terminal monitor
privilege exec level 0 terminal
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line 130
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport input all
 transport output lat pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
 login
 autocommand  term mon
 autocommand-options nohangup
!
scheduler allocate 20000 1000
ntp clock-period 17179645

!
webvpn cef
!
end
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9.13.4  デュアル ホームのデュアルティア ブランチ ルータを持つ大規
模ブランチ オフィス

大規模ブランチ オフィスでは、中規模ブランチより大きな復元力とスケーリングが必要になります。

標準的な大規模ブランチ設計では、高キャパシティ /プラットフォームのルータと WAE を使用するだ

けでなく、WAE の冗長性を提供するための WAE クラスタを使用します。ブランチには 2 台のブラン

チ ルータがあり、各ルータは 2 つの SP WAN（または 1 つの SP WAN）に対してデュアル ホームで

す。また、2 台の WAE がブランチ ルータによって共有されています。これらのブランチ ルータとは別

に、ブランチには PfR のマスター コントローラ（MC）として動作するルータが 1 台あります。

図 9-39 はこのような展開を示しています。

図 9-39 標準的な大規模ブランチ オフィス

ブランチ ルータには次のプロトコルが展開されています。

 • すべての LAN および WAN リンクの NetFlow 

 • プロトコル探索を行う NBAR とマーキングを行う QoS

 • 出口インターフェイスで輻輳の回避と管理を行う QoS

 • ルータで TCP 適化を行う WCCP

 • ルータでパス 適化を行う PfR

27
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9.14  推奨コード バージョン
表 9-3 は、各プラットフォームの推奨ソフトウェア バージョンの一覧です。

9.15  データセンター設計
データセンターでは、ユーザ アクセスのためコンテンツが統合されています。標準的なデータセン

ター設計（図 9-40 を参照）は、コア、集約、アクセスの各レイヤから構成されています。

 • コア /WAN は、データセンターへの入力パケットの信頼性と速度の確保に重点を置いています。

 • ネットワーク サービスが配置される集約レイヤには、ファイアウォール、ロード バランシング、

SSL オフロードが含まれることがあります。

 • アクセス レイヤには、通常、Web サーバ、データベース、ミドルウェアが含まれます。

図 9-40 標準的なデータセンター設計

WAN 適化コンポーネントとしては、WAAS クラスタが WAN エッジ /コアまたは集約レイヤに配置

されます。この WAAS クラスタの配置によって、どのサーバ トラフィックを 適化するか、あるいは

どのサーバ トラフィックがネットワーク サービスに影響するかを制御できます。

表 9-3 推奨ソフトウェア バージョン

プラットフォーム バージョン

Cisco 28xx/38xx ISRs 12.4(15)T3
Cisco 72xx-VXRs 12.4(15)T3

Cisco WAE -511/611/7326 アプライアンス /NM 
WAE

4.0.13

DC 
27

12
60
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WAAS クラスタを WAN に近い場所に配置すると、クラスタは多くのサーバからのコンテンツを 適

化できます。一方、WAAS クラスタを集約レイヤに配置すると、集約モジュール内のサーバからのコ

ンテンツのみを 適化します。

ネットワーク サービスに関する限りは、データセンター トラフィックを 適化できます。これは本社

のエッジのファイアウォールまたは他のネットワーク サービスがトラフィックをどのように調べるか

に影響します。これらのサービスにはコードまたは構成の変更が必要です。 適化されていないトラ

フィックのみを調べるネットワーク サービスの場合、変更は必要ありません。

9.15.1  FWSM
ファイアウォール サービス モジュール（FWSM）は、Cisco Catalyst 6500 スイッチ用の高速統合ファ

イアウォール モジュールです。FWSM はペアで展開することで、シャーシ内またはシャーシ間のス

テートフル フェールオーバー サービスを実装し、データセンターに復元力に優れたネットワーク保護

を提供することができます。

9.15.1.1  FWSM 展開オプション

次のような FWSM 展開オプションがあります。

 • DC WAAS のダウンストリーム

 – 非 適化トラフィック：L4 および L7 のインスペクト

 • DC WAAS のアップストリーム

 – 適化および非 適化トラフィックのインスペクト

 – 適化トラフィック：L4 における TCP のみのインスペクト

 – 非 適化トラフィック：L4 および L7 のインスペクト 

WAAS は、Transport Flow Optimization（TFO; 転送フローの 適化）を通じて元の TCP セッション

を、DRE を通じてアプリケーション データを改変します。DRE は効率性を改善し、不要な帯域幅消費

を削減します。一方、TFO は TCP を 適化して、WAN 環境におけるパフォーマンスと効率性を改善

します。FWSM 3.2(1) では、WAAS によって 適化された TCP トラフィックを処理するための拡張

が導入されました。この拡張により、WAAS の 適化された TCP セッションで L4 インスペクション

を実行できます。ただし、TCP 接続をプロキシする FWSM 機能では、WAAS がフローを 適化でき

ないようにします。

9.15.1.2  TCP オプション

WAAS の実装では、TCP ポートに基づいて、 適化する TCP 接続を指定できます。通常、WAAS で
は TCP コントロール チャネル（FTP コントロール チャネルなど）を 適化しません。WAAS が 適

化するセッションは常に 0x21 オプションが付けられます。このオプションがあると、FWSM は L4 で
インスペクトします。 適化されていない接続には 0x21 オプションがありません。そのため、FWSM 
はこれらの接続にすべてのインスペクションを適用します。

9.15.1.3  シーケンス番号の変更

クライアントからの 初の SYN パケットはシーケンス番号を変更しないままサーバに転送されます。

ブランチ WAAS デバイスは、このセッションを インターセプトし、SYN に TCP オプション 0x21 を
付加します。DC WAAS デバイスは後からこのセッションを インターセプトし、サーバ側からの 
SYN-ACK を確認した後、ブランチ WAAS に応答します。
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ブランチ WAAS デバイスは、TCP ハンドシェイクの 後の ACK をサーバ側に送信するときに TCP 
シーケンス番号を 2^31 増やします。この ACK にはオプション 0x21 も含まれます。FWSM はセッ

ションが 適化されたことを認識します。

9.15.1.4  構成

FWSM はモジュラ ポリシー フレームワーク（MPF）を使用して、トラフィックのどのクラスをインス

ペクトするかを構成します。MPF はクラス マップを使用してトラフィックを識別し、ポリシー マップ

を使用してアクションを適用します。MPF ポリシー マップ アクションには、TCP 接続制限 /タイムア

ウトとアプリケーション インスペクションが含まれています。

次の構成には、FWSM がデフォルト グローバル ポリシーで使用するデフォルト クラス マップが含ま

れています。これは inspection_default と呼ばれ、デフォルト インスペクション トラフィックと照

合されます。WAAS アプリケーション インスペクションをイネーブルにするには、inspect waas コマ

ンドを使用します。

class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
!
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect waas
!
service-policy global_policy global

inspect waas コマンドをデフォルト インスペクション クラスに適用すると、オプション 0x21 のすべ

ての TCP トラフィックがチェックされ、2G のシーケンス スペース増大が処理されます。TCP 
SYN/SYN-ACK には、TCP オプション SACK、タイムスタンプ、およびウィンドウ スケールは含ま

れていませんが、これらの TCP オプションもサポートされています。WAAS 適化フローでは、

FWSM はウィンドウ スケール 7 を使用します。

9.15.1.5  表示コマンド

show conn コマンドは、指定した接続タイプの接続状態を表示します。W は TCP フローが WAAS セッ

ションであることを示します。

wanopt-fwsm1/NSITE# show conn
79 in use, 130 most used
 Network Processor 1 connections
TCP out 10.19.7.140:62645 in 60.1.1.100:80 idle 0:00:00 Bytes 2647 FLAGS - UBfOIW
 Network Processor 2 connections
TCP out 10.19.7.140:62646 in 60.1.1.100:80 idle 0:00:00 Bytes 4623 FLAGS - UBOIW
TCP out 10.19.7.140:62647 in 60.1.1.100:80 idle 0:00:00 Bytes 2340 FLAGS - FRdUBfrOIW
TCP out 10.19.7.140:62648 in 60.1.1.100:80 idle 0:00:00 Bytes 5844 FLAGS – UBOIW

9.15.2  WAAS Catalyst 6500 のロード バランシング

WCCPv2 は、データセンターで、該当する TCP トラフィックをコア WAAS クラスタに送信する際に

使用されるプロトコルです。WAAS クラスタは WAN エッジまたは分散スイッチ レイヤの共通 VLAN 
に配置されます。

WCCPv2 はトラフィック フォワーディングを改善するため、いくつかの概念を導入しました。

 • WCCP ルータおよびクライアントは、サービス グループにまとめられるようになりました。サー

ビス グループ 1 つに対して複数のルータの使用がサポートされています。

 • プロトコル メッセージはマルチキャストを使用できるようになりました。



 

9-65
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド  

 

第9章      ブランチ設計上の注意 
データセンター設計

 • クライアントからのリターン トラフィックおよび、ルータと WCCP 間のフォワーディング メソッ

ド、割り当てメソッド、リターン メソッドのネゴシエーションがサポートされました。

 • L2 フォワーディングおよびリターンによるマスクアサインが導入されたことにより、トラフィッ

ク パケットのハードウェア フォワーディングが可能になりました。

WAAS サービス グループ 61 と 62：

 • サービス グループ 61：フローの発信元 IP アドレスに基づいて TCP パケットを WAE デバイスに

リダイレクトし、負荷を分散します。

 • サービス グループ 62：フローの宛先 IP アドレスに基づいて TCP パケットを WAE デバイスにリ

ダイレクトし、負荷を分散します。

WCCP WAE デバイスは両グループの組み合わせを活用して、すべてのトラフィックが WAE にリダイ

レクトされるようにします。

企業データセンターにおける WAAS 実装上の設計ガイダンスとベスト プラクティスについては、次の 
URL の『Enterprise Data Center Wide Area Application Services Design Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns377/c649/ccmigration_09186a008081c7da.
pdf

9.15.2.1  WCCP コンポーネント

WCCP には、割り当てメソッド、リダイレクション メソッド、リターン メソッドの 3 つのコンポーネ

ントがあります。割り当てメソッドでは、どの WCCP アプライアンスがリダイレクトされたトラ

フィックを受信するかを決定します。リダイレクション メソッドでは、トラフィックがどのように 
WCCP アプライアンスに送信されるかを参照します。リターン メソッドでは、WCCP バイパス トラ

フィックがどのように処理されるかを決定します。

9.15.2.1.1  割り当てメソッド

割り当てメソッドは、複数の WCCP アプライアンス間でどのようにトラフィックの負荷を分散するか

を決定します。WCCPv2 の導入により、サービス グループ単位でのマスクアサインのネゴシエーショ

ンが可能になりました。

マスクベースの割り当ては入力機能なので、ACL テーブルの ACL リダイレクト隣接エントリを使用で

きます。ACL Ternary Content Addressable Memory（TCAM）でパケット フォワーディングの前にプ

ログラムされるマスクは、NetFlow テーブルまたはソフトウェア処理を必要としません。WCCP 指定

アプライアンスは、いくつかのハッシュバケットを選択し、各バケットにアドレス マスクと WCCP ア
プライアンスを割り当てます。

割り当て完了後、スーパーバイザは各バケットの TCAM エントリ 1 つと隣接関係 1 つをプログラムし

ます。これにより、アドレス マスクが一致するパケットの関連 WCCP アプライアンスへの L2 書き換

えによるリダイレクションが可能になります。WCCP が出力機能として構成されている場合、ACL リ
ダイレクト隣接のハードウェア サポートはありません。また、フローの先頭パケットは、処理のため

ソフトウェアに送信されます。適切なリダイレクト隣接が決定すると、NetFlow ハードウェアにプロ

グラムされます。エントリは、L2 書き換えまたは GRE カプセル化を実行する隣接を指します。

9.15.2.1.2  リダイレクション メソッド

リダイレクションは、トラフィックがどのように WCCP アプライアンスに送信されるかを処理します。

各 WCCP パケットは、L3 リダイレクションを使用して、プロトコル タイプ 0x883E と 4 桁のオクテッ

ト WCCP リダイレクト ヘッダーでマークされた GRE ヘッダーにカプセル化されます。その後、

WCCP パケットは WCCP アプライアンスに送信されます。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns377/c649/ccmigration_09186a008081c7da.pdf
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WCCP v2 では、「アクセラレイテッド WCCP」（L2 リダイレクション）が追加され、ハードウェア ス
イッチング プラットフォームの利点を活用できます。L2 リダイレクションでは、WCCP アプライアン

スが L2 隣接（同一 L2 VLAN 上）になる必要があります。リダイレクトされたトラフィックは、宛先 
MAC アドレスを書き換えられ、通常のスイッチングで転送されます。

9.15.2.1.3  L2 フォワーディング メソッドの詳細

L2 フォワーディングでは、サービス グループ内の WCCP アプライアンスが同じサブネットの一部と

なり、支援スイッチに対して L2 隣接になります。これにより高スループットと低遅延の展開が可能に

なります。パケットは、送信元 MAC アドレスがルータを指し、宛先 MAC アドレスが WCCP デバイ

スを指すよう書き換えられます。

L2 フォワーディングの分解

入力 – L2 リダイレクション + マスクアサイン（完全ハードウェア処理）

マスクアサインは、L2 リダイレクションのパフォーマンスをさらに強化します。入力の構成において、

L2 リダイレクションとマスクアサインは、Catalyst 6500 で も効率的な WCCP メソッドになります。

先頭パケットを含むすべてのパケット トラフィックのスイッチングがハードウェアで行われ、ソフト

ウェア処理は必要ありません。

現在の Catalyst プラットフォームは 7 ビット マスクをサポートしています。デフォルト マスクは発信

元 IP アドレスの 0x1741 です。マスクを微調整することで、WAE のトラフィック分散を改善できま

す。たとえば、ネットワークで使用されるアドレス空間が 191.x.x.x だけの場合、先頭のオクテット

（191）は常に同じなので、0x0751 のように後の 3 オクテットで 上位ビットを再利用することができ

ます。
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次の例は、マスク 0x1000 で show ip wccp 61 detail コマンドを実行したときの出力です。

WAE と Catalyst は、サービス グループ形成時にどのリダイレクトおよびリターン メソッドを使用す

るかをネゴシエートします。集約スイッチには多数の アクセス VLAN が存在可能であり、 適化を必

要とするすべての VLAN でリダイレクションが構成されます。トランク ポートを含む L2 スイッチン

グ ポートは、リダイレクションの対象にはなりません。

L3 フォワーディング メソッドの詳細

WCCP L3 オペレーションでは、カプセル化メソッドとして GRE が使用されます。リダイレクトされ

たパケットは、プロトコル タイプ 0x883e と 4 バイトの WCCP リダイレクション ヘッダーでマークさ

れた GRE ヘッダーにカプセル化されます。WCCP リダイレクション ヘッダーにはサービス ID および

一致したハッシュ バケットが含まれます。GRE を使用すると、WCCP クライアントを WCCP スイッ

チから複数の L3 ホップを越えて分離することができます。



 

9-68
WAN およびアプリケーション最適化ソリューション ガイド

第9章      ブランチ設計上の注意      

データセンター設計

図 9-41 L3 フォワーディング メソッドの詳細

L3 フォワーディング メソッドの分解

入力 – L3（GRE）リダイレクション + マスクアサイン（完全ハードウェア処理：Sup32/Sup720 のみ）

入力にマスクアサインを使用すると、 初のパケットとその後のパケットの転送は共にハードウェア内

で行われます。通常、WCCP アプライアンスは、トラフィックをクライアントに直接返しますが、

WCCP デバイスが要求を処理できない場合、トラフィックは GRE にカプセル化され、Catalyst 6500 
に返されます。PFC 3 はハードウェアで GRE プロトコル タイプ 0x833E を処理できないため、代わり

にソフトウェアで処理が行われます。

メソッドのまとめ

Catalyst 6500 の WCCP は多くのオプションを提供しますが、ハードウェア アクセラレーションはマス

クアサイン付きの入力 L2 リダイレクションおよびマスクアサイン付きの入力 L3（GRE）リダイレク

ションでのみ利用可能です。ハードウェアの観点から見ると、すべての出力 WCCP 構成は何らかのソ

フトウェア処理を必要とし、CPU 使用に影響を与えます。ソフトウェア処理は、ハッシュ割り当てメ

ソッドを使用するときの入力でも必要になります。Catalyst 6500 WCCP の推奨展開は、マスクアサイ

ン付き L2 リダイレクションです。

9.15.2.2  Catalyst 6500 での L2 リダイレクションの構成

Catalyst 6500 の構成：

switch(config)# interface Vlan76      ! Dedicated VLAN for WAAS cluster
switch(config)# ip address 30.30.9.1 255.255.255.0
switch(config)# load-interval 120

switch(config)# int GigabitEthernet 0/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode access

1.  HTTP 
2. WCCP+GRE     CE
3. CE      
4. 

WCCP 

C6500

VLAN 30VLAN 10

WCCP

27
12

62

4
1

2

3
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switch(config-if)# switchport access vlan 76 (shared VLAN of WCCP devices)
switch(config-if)# spanning-tree portfast
switch(config-if)# spanning-tree bpdugaurd enable

WAE デバイスの構成：

Configure the interface:
wae(config)# int GigabitEthernet 0/1
wae(config-if)# ip address 30.30.9.3
wae(config)# primary-interface GigabitEthernet 0/1
wae(config)# wccp tcp-promiscuous mask src-ip-mask 0x0 dst-ip-mask 0x1000
wae(config)# wccp tcp-promiscuous router-list-num 1 l2-redirect mask-assign

構成表示コマンド：

wae# sh wccp masks tcp-promiscuous  view currently configured masks
wae# sh wccp routers  show current routers the WCCP device is communicating with

WCCP マスク表示コマンドの出力：

WCCP ルータ表示コマンドの出力：
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9.15.3  ACE SSL
Secure Sockets Layer（SSL）は、HTTP アプリケーションのセキュア転送を提供します。SSL レイヤ

は、論理的にはアプリケーション レイヤと TCP の間に存在します。SSL 接続の目的は、2 つのエンド

ポイント間でセキュアに情報を交換することです。

SSL は次のセキュリティ要素を提供します。

 • 機密性：トラフィックの暗号化

 • 認証：証明書を使用したアイデンティティの検証

 • 完全性：オプションのメッセージ認証コード（MAC）によるデータ改ざん防止

9.15.3.1  SSL オフロード

SSL は、多数の Web トランザクションのセキュリティ保護に使用されます。アプリケーション コント

ロール エンジン（ACE）は、SSL トラフィックを暗号化および復号化できます。SSL オフロードで

は、ACE が仮想 SSL サーバとして動作し、クライアントからのすべての着信 SSL トラフィックは 
ACE で終端します。接続終了後、ACE はクライアントからの暗号文を復号化し、データをクリアテキ

ストとして HTTP サーバに送信します。

ACE モジュールは SSL バージョン 3 と Transport Layer Security（TLS）バージョン 1 をサポートして

います。ACE を使用した標準的な SSL セッションでは、セキュア接続の確立および維持するための暗

号を必要とします。暗号スイートは、ACE がキーの交換、認証、MAC を実行するのに必要な暗号ア

ルゴリズムを提供します。

クライアントとサーバは SSL ハンドシェイク プロトコルを使用して、2 台のデバイス間に SSL セッ

ションを確立します。ハンドシェイク プロセスでは、クライアントとサーバがセキュア セッション中

に使用する SSL パラメータをネゴシエートします。SSL セッションは、接続が終了するまで完全にプ

ロキシされます。すべてのパケットは常に完全な TCP および SSL スタックで処理されます。

 • SSL 接続の 大数：100,000

 • SSL TPSの 大数：デフォルト ライセンスで 1,000

 • 大 SSL 帯域幅：2Gb/s

9.15.3.2  SSL PKI
ACE 上の SSL 機能では、証明書と公開鍵インフラストラクチャ（PKI）の両方がサポートされていま

す。デジタル証明書には、識別属性として、CA 名、CA のデジタル署名、シリアル番号、サーバ名、

サブジェクトの公開鍵、および失効日が含まれています。キー ペアとは、公開鍵と公開鍵に対応する

秘密鍵のことです。ハンドシェイク時に、セッション キーを暗号化する RSA キー ペアが使用されま

す。ハンドシェイク後、両デバイスはこのセッション キーを使用してデータを暗号化します。

ACE は、crypto generate key コマンドを使用した公開 /秘密鍵の作成をサポートしています。ACE 
は証明書の作成をサポートしていませんが、次の証明書署名要求（CSR）パラメータをサポートして

います。

WANOPT-ACE1/NSITE-WAAS(config)# crypto csr-params CISCO-WANOPT
WANOPT-ACE1/NSITE-WAAS(config-csr-params)# ?

CSR パラメータの構成

common-name        Configure organization's common name
country            Configure country name
email              Configure email address
locality           Configure locality name
organization-name  Configure organization name
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organization-unit  Configure organization unit's name
serial-number      Configure serial number
state              Configure state name

crypto generate csr コマンドを使用して生成された CSR は、証明書に変換するため別のシステムに

送信されます。ACE は、PEM、DER、および PKCS12 証明書をインポートできます。サポートされ

るキーの長さは、512、1024、1536 ビットです。ハイ アベイラビリティ環境では、2 つの ACE モ
ジュールで同じキーと証明書を構成する必要があります。

WANOPT-ACE1/NSITE-WAAS#   show crypto certificate all 
All Certificate Files Loaded:
ciscocert:
Subject: /C=US/ST=North 
Carolina/L=RTP/O=Cisco/OU=NSITE/CN=www.cisco.com/emailAddress=wanopt@cisco.com
Issuer: /C=RM/ST=RMSTATE/L=RMCITY/O=RMCOMPANY/OU=RMUNIT/CN=RMNAME/emailAddress=RM@RM.COM
Not Before: Sep 14 19:46:04 2007 GMT
Not After: Sep 13 19:46:04 2008 GMT
CA Cert: FALSE

9.15.3.3  SSL の構成

ACE で SSL オペレーションの構成を行う前に、サーバ ロード バランシング（SLB）の構成を行う必

要があります。SLB の構成後、既存の SLB ポリシー マップとクラス マップに SSL プロキシ サーバ 
サービスが追加されます。SSL プロキシ サーバ サービスは、ACE が使用するハンドシェイク パラ

メータを定義します。

serverfarm host HTTPS-FARM
  probe CHECK
  rserver APACHE1 80
    inservice
  rserver APACHE3 80
    inservice
ssl-proxy service SSLPROXY
  key ciscokey
  cert ciscocert
policy-map multi-match L4_LB_WAAS
  class L4_HTTPS_VIP_ADDRESS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy WAAS_HTTPS_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply
    ssl-proxy server SSLPROXY

9.16  ネットワーク パフォーマンスの管理
この項では、Chapter Network Management XREF TBD で導入されたネットワーク パフォーマンス管

理ツールについて、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションをサポートするためにどのよ

うに展開、利用できるかを説明します。この環境におけるパフォーマンス モニタリングの必要性につ

いて簡単に説明した後、各パフォーマンス ツールを紹介します。

9.17  「WAN およびアプリケーション 適化ソリューションのパフォーマンス モニタリング」 では、

NetQoS パフォーマンス モニタリング製品を紹介し、9.20  「WAN およびアプリケーション 適化のた

めの Cisco NAM の使用例」 では シスコ ネットワーク解析モジュール（NAM）を紹介します。各項は、

WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの各段階に関連する製品サポート機能の概要、展

開上の注意事項、および使用例で構成されています。使用例では、企業ユーザがこれらのツールを使用

して、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションをどのようにサポートできるかについて説

明します。9.23.5  「NAM-2 展開上の注意事項」 では、両製品共通の展開上の注意事項について説明し

ます。
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9.17  WAN およびアプリケーション最適化ソリュー
ションのパフォーマンス モニタリング

パフォーマンス モニタリング ツールは、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションの展開

を成功させるため、計画のすべての段階で使用する必要があります。

 • 導入テストおよびベースラインの作成時、ネットワーク パフォーマンス モニタリングを使用して、

選択した WAN およびアプリケーション 適化戦略によって、ビジネスクリティカルなアプリケー

ションと製品に、意図どおりの効果が出るかどうかを検証します。使用状況とパフォーマンス ト
レンドに基づいて、WAN およびアプリケーション 適化に対するサイトの適切な優先付けを行う

ことができます。

 • 導入時、パフォーマンス モニタリングを使用して、選択したサイトおよびアプリケーションに対

する WAN およびアプリケーション 適化の効果を検証します。

 • 導入後、パフォーマンス モニタリングを使用して、効果的なトラブルシューティングに必要な可

視性を確保し、ネットワーク、データセンター、および使用状況が変化しても WAN およびアプリ

ケーション 適化戦略の効果が失われないようにします。パフォーマンス モニタリングは、さら

に新しい WAN およびアプリケーション 適化を導入する機会を判断するためにも役立ちます。

9.17.1  「WAN およびアプリケーション 適化の NetQoS サポート」 では、NetQoS を使用して WAN お
よびアプリケーション 適化の展開をどのようにサポートするかについて説明します。9.20.1  「WAN 
およびアプリケーション 適化の NAM-2 サポート」 では、Cisco NAM 3.6 を使用して同様の導入をサ

ポートする方法について説明します。こちらでは、特定の WAN およびアプリケーション 適化のトラ

ブルシューティングとカンバセーションを中心に説明します。

9.17.1  WAN およびアプリケーション最適化の NetQoS サポート 
NetQoS パフォーマンス モニタリングは、WAN およびアプリケーション 適化のすべての段階（導入

前、導入、導入後）をサポートしています。次の項では、各段階について説明します。

9.17.1.1  導入前のサポート

WAN およびアプリケーション 適化戦略を開発するときの 初の手順は、トラフィック パターンとリ

ソース ボトルネックのプロファイリングを行い、リンク、サーバ、アプリケーションのパフォーマン

スのベースラインを確立することです。プロファイリングには、ネットワークで実行されているアプリ

ケーションの特定と、ビジネスおよび非ビジネス トラフィックのタイプ別 WAN リソースの使用状況

の理解が必要です。

NetQoS NetVoyant では、NBAR を活用して図 9-42 で示すようなレポートが生成されます。IT スタッ

フは、NBAR 統計情報を使用して、ネットワークで実行されているアプリケーションを特定できます。
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図 9-42 プロトコル別 NBAR 統計情報

また、NetQoS ReporterAnalyzer でも NetFlow 情報を使用して、WAN リソースのトラフィック プロ

ファイルが表示されます。たとえば、図 9-43 は、架空のニューヨーク ブランチ サイトのトラフィック 
プロファイルを表示する NetQoS ReporterAnalyzer からのレポートです。このレポートは、WAN リン

ク上のアプリケーションを識別し、ほとんどのトラフィックが音声トラフィック（83.47%）であるこ

とを示しています。

図 9-43 ブランチ WAN リンクのプロトコル要約レポート

図 9-43 と 図 9-44 は、シスコ ルータで提供される NetFlow 測定データから生成された 
ReporterAnalyzer カスタム レポートです。これらのレポートは、ユーザが選択したしきい値を超えて

いる時間が長い WAN リンクと、2 つのリンクのトラフィックの構成を示しています。

しきい値を超えている WAN リンクが示されているレポート（図 9-43 を参照）を見ることによって、

も 適化を必要としているのはネットワーク上のどのリンクであるかを判断できます。プロトコル 
レポート（図 9-43 と 図 9-44 を参照）は、異なる 適化戦略の効果を予測するのに役立ちます。たと

えば、New York リンクのレポート（図 9-43 を参照）は、UDP（VoIP）トラフィックの量の多さを示

しています。これは、このリンクの 適化において、 初にルーティングと QoS ポリシーに注目する

必要のあることを示唆しています。一方、使用量の多いHouston リンク（図 9-44 を参照）は、TCP/IP 
アプリケーション トラフィックの混在を示しており、Cisco WAAS などの WAN 適化アプライアン

スが も効果的である可能性を示しています。
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図 9-44 選択したしきい値を超える時間が最も長いネットワークを示す ReporterAnalyzer カスタム レ
ポート

図 9-45 別のブランチ WAN リンクのプロトコル要約レポート

ベースライン化においては、WAN リソースへのトラフィック ロードに基づく標準的なアプリケーショ

ンおよびネットワーク動作と、エンド ユーザが経験するサービス レベルを決定する必要があります。

IT スタッフは、ユーザ エクスペリエンスと、各サイトで経験する遅延に対するネットワークへの影響

を理解することで、 適化すべきアプリケーションとリンクのプライオリティを設定することができま

す。リンクを消費するトラフィックの構成を知ることで、WAN およびアプリケーション 適化の、

ネットワーク使用状況および将来のキャパシティに対する影響を予測することができます。

IT スタッフは、WAN リソースに対するトラフィック ロードとトラフィックの構成についてベースラ

インを確立する必要があります。NetQoS ReporterAnalyzer は NetFlow データを活用してベースライ

ンとトレンドを計算します。IT スタッフは、ネットワーク、サーバ、およびアプリケーション パ
フォーマンスのベースラインも確立する必要があります。これはアクティブ測定とパッシブ測定の 2 つ
の方法で行えます。アクティブ測定は、合成トラフィック、つまり、特定のネットワーク /サーバ /ア
プリケーションの特性を測定する目的で厳密に生成されたネットワーク トラフィックに基づいていま

す。一方、パッシブ測定は実際のエンド ユーザ トラフィックに基づいています。
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各測定アプローチには長所と短所があります。ベスト プラクティスは、アクティブ測定とパッシブ測

定の両方を使用することです。パッシブ測定は、エンド ユーザ アプリケーション トラフィックの も

精度の高いアプローチです。しかし、パッシブ測定は、既存のトラフィック タイプ（ネットワーク上、

常に存在するとは限りません）および既存のトラフィック パターン（将来の新しいアプリケーション

のパターンを反映しません）の測定に限られています。

アクティブ測定は、より細かな制御ができるという利点があります。ネットワーク上の任意の 2 点の間

のパフォーマンスを測定することも、生成するトラフィックのタイプ、頻度、およびトラフィック ク
ラスを指定することもできます。一方、アクティブ測定は実際のトラフィックのパフォーマンスの概算

に過ぎません。また、アクティブ測定を実行するためにネットワークに余計なトラフィックが挿入され

るという欠点もあります。

アクティブ測定を使用してベースラインを確立するため、NetVoyant では Cisco IP SLA を使用して、

パフォーマンス メトリックを報告し、IP SLA 合成トラフィックを使用して、SLA ベースラインを計算

します。図 9-46 は、VoIP パフォーマンス レポートの例を示しています。現在のパフォーマンス

（98.7ms）とベースライン（108.8ms）が比較されています。

図 9-46 VoIP パフォーマンス レポートの例

パッシブ測定を使用してベースラインを確立するため、NetQoS SuperAgent では実際のネットワーク 
トラフィックに基づいてレポートを提供します。SuperAgent 製品は、前の週、曜日、日などに基づい

て、アプリケーション、ネットワーク、およびサーバの各時間のベースライン情報を計算し、1 日のう

ちどの時間帯が標準的なパフォーマンス条件なのかを示唆します。

図 9-47 は、NetQoS SuperAgent のアプリケーションの応答時間のパフォーマンス マップを示していま

す。これらのレポートは、選択したアプリケーションの全体的なパフォーマンスが（エンド ユーザに

とって）悪い順にソートされたリモート サイトのリストと、各サイトの遅れに対するネットワーク遅

延の影響を示します。SuperAgent パフォーマンス マップは、WAN およびアプリケーション 適化の

サイトとアプリケーションの優先付けのガイドとして役立ちます。ダラム オフィスのユーザは、 も

長いトランザクション時間とネットワーク遅延を経験しているため、WAN およびアプリケーション

適化を も必要としているのは「Durham NC」 サイトと考えられます。
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図 9-47 選択したアプリケーションの SuperAgent パフォーマンス マップ

パッシブ測定による応答時間の測定は、 大のパフォーマンス問題を抱えるサイトの特定に役立ちます

が、個々のリンクおよびインフラストラクチャ全体の使用状況とトラフィック構成の測定も併用する必

要があります（例は図 9-43、図 9-44、および図 9-45 で既出）。

適化テクノロジーに対するプロトコルとトランザクションの反応はそれぞれ異なります。したがっ

て、効果的な 適化戦略を決定するには、トラフィックの混在状況を把握する必要があります。前にも

述べたように、TCP トラフィックはキャッシングおよび圧縮テクノロジーの効果が出やすく、音声ト

ラフィックはルーティングと QoS ポリシーの変更が効果が出やすい傾向があります。

ネットワーク全体に渡るビジネス アプリケーションのエンド ユーザ エクスペリエンスとネットワーク

遅延を測定し、キー リンク上の使用状況とプロトコル分布を測定することで、IT プロフェッショナル

は広範な WAN およびアプリケーション 適化の導入に自信を持って着手できます。導入前サポートの

使用例については、9.18  「使用例 1：導入前のベースラインの作成」 で説明します。

9.17.1.2  導入中のサポート

ネットワーク パフォーマンス モニタリング製品は、IT 担当者が WAN およびアプリケーション 適化

導入の有効性を測定するのに役立ちます。ユーザは次のようなデータを確認できます。

 • ターゲット アプリケーションの帯域幅の使用量が 適化後にどのように変化したかに関する詳細

なビュー。

 • リモート ロケーションでエンド ユーザが経験するアプリケーション応答時間の変化。

 • 任意の 適化アプリケーションについて、WAN およびアプリケーション 適化が、データセン

ター コンポーネントによって送信されるデータ量、WAN 上のデータ量、リモート サイトのデータ

量にどのような影響を与えたかに関する詳細なマップ。

 • WAN およびアプリケーション 適化によって達成されたサーバ オフロードがサーバ応答時間と

データ量にどのような変化を及ぼすか。
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この項では、主に Cisco WAAS の検証について説明しますが、一部のグラフとレポートは、QoS ポリ

シーの変更や PfR の展開など他の WAN およびアプリケーション 適化の検証に適用されます。

図 9-48 は、Cisco WAAS によって、WAN リンクにおけるカスタム アプリケーションからの NetBIOS 
の帯域幅使用状況がどのように削減されたかを示しています。NetQoS ReporterAnalyzer は、WAAS 
の導入前後のデータ レートを表示しています。また、導入前に同一時間内に収集されたデータのベー

スラインとデータ レートの関係も表示しています。ベースラインは薄い灰色で表示されています。同

様のレポートを生成することで、WAN およびアプリケーション 適化によって、個々のアプリケー

ションの帯域幅の使用量と全体的なリンク使用状況がどのように低減されたかを確認することができま

す。

図 9-48 導入前のベースラインを表示する ReporterAnalyzer

図 9-49 は、特定のサイトのインタラクティブ Web アプリケーションのユーザが経験するアプリケー

ション応答時間に対して、Cisco WAAS が与えた影響を示しています。WAAS 導入前の 1 日のトラン

ザクション遅延のパターンに注意してください。トランザクション遅延が非常にばらついており、 大

で 3 秒も続くため、ユーザが不満を感じ、生産性が落ちていることが伺えます。

観測されたトランザクション数（薄い灰色の "Observations" 線で表現）は一定の遅延パターンを示し

ています。このロケーションのアプリケーションのユーザの平均応答時間は、SuperAgent 応答時間レ

ポート（この図では表示されていません）では WAAS の導入前後で 562 ミリ秒から 205 ミリ秒に低下

しています。さらに、WAAS の導入によって、このリモート サイトへのアプリケーションの配信が安

定し、導入前のようにトランザクション遅延が 3 秒近くになることもなくなっています。ユーザの満足

度と生産性にも非常に良い影響があると思われます。
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図 9-49 WAAS によってアプリケーション パフォーマンスが改善されたことを示す SuperAgent レポー

ト

図 9-50 は、WAAS の導入後にリンクの 適化による輻輳の削減で、アプリケーションのネットワーク

遅延が大幅に低下した様子を示しています。

図 9-50 WAAS 最適化による WAN セグメント遅延の低減を示す SuperAgent レポート

ネットワーク再送信が原因のアプリケーション遅延（図 9-51 を参照）も WAAS の導入によって大幅

に低減しています。
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図 9-51 WAAS 最適化によるネットワーク再送信遅延の低減を示す SuperAgent レポート

Cisco WAAS によって達成されたサーバ オフロードの効果を確認する方法はいくつかあります。

図 9-52 は、この CIFS（NetBIOS）依存のアプリケーションをホストしているサーバの応答時間が 
WAAS 導入後に改善された様子を示しています。

図 9-52 サーバ オフロードによるサーバ応答時間の安定化を示す SuperAgent レポート
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図 9-53 は、帯域幅使用量の大きな電子メール アプリケーションのデータ量の削減を示しています。こ

の単一の 適リンクでの電子メール トラフィックをレポートするように構成された SuperAgent パ
フォーマンス マップは、Cisco WAAS の高度なデータ削減および圧縮機能によって、WAN のサーバ 
データ量が 180 MB からわずか 99 MB まで削減されたことを示しています。

図 9-53 WAAS 最適化による WAN データ量の削減を示す SuperAgent パフォーマンス マップ

WAN およびアプリケーション 適化によってエンド ユーザが経験するパフォーマンス改善の詳細なド

キュメントは、データ量とネットワーク遅延の改善によって全体的なパフォーマンスがどのように改善

されるかを示すパフォーマンス メトリックと共に、各 WAN およびアプリケーション 適化計画の有

効性を証明し、今後の作業の根拠を示し、調整するのに役立ちます。

9.17.1.3  導入後のサポート

NetQoS パフォーマンス モニタリング製品は、シスコの WAN およびアプリケーション 適化テクノロ

ジーと組み合わせることで、IT プロフェッショナルが、ネットワーク、データセンター、使用条件の

変化に関係なく効率的にアプリケーションを配信できるようにするために必要な可視性を維持するのに

役立ちます。また、効果的なネットワーク パフォーマンス モニタリングは、効率的なトラブルシュー

ティングや組織の将来のニーズに適合したキャパシティ プランニングも可能にします。

NetQoS Performance Center は、パフォーマンス問題がトランザクション全体のどこで発生しても IT 
スタッフにアラートを通知することができます。次の例では、図 9-54 に示すサンプル ネットワークで

のトラブルシューティングのサポートに使用されたパフォーマンス レポートの一部を示します。図の

アプライアンスは、NetQoS SuperAgent Collector（SA-CO）、SuperAgent Aggregator（SA-AG）、

SuperAgent Management Console（SA-MC）、NetVoyant（NQ-NV）、および ReporterAnalyzer
（NQ-RA）から構成されています。この例では、NetQoS アプライアンスはディストリビューションレ

イヤ スイッチ（DS1）に接続されています。

図 9-54 導入後サポート ネットワークの例
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図 9-55 はパフォーマンス ビューです。アプリケーションがパフォーマンスの悪い順にソートされ、

近の速度低下の原因となったアプリケーション ティアが強調表示されています。

図 9-55 NetQoS Performance Center レポート：アプリケーション別パフォーマンス

ユーザは、図 9-56 に示すエンジニアリング ビューに移動して、速度低下の原因と思われるデータセン

ターの特定のサーバの応答時間メトリックを確認できます。この例では、アプリケーション データ転

送時間の遅延（黄色で表示）に対応することなく、サーバ応答時間（赤で表示）が増大していることが

応答時間複合グラフによってわかります。この状態は、バックグラウンド プロセス、メモリ リーク、

構成の誤変更などのサーバ リソース問題と関連しています。

図 9-56 SuperAgent エンジニアリング ビュー

SuperAgent は、サーバとネットワークのパフォーマンス問題を自動的に調査するように構成できます。

この例では、SuperAgent は、速度低下中に CPU を大量に消費したバックアップ プロセスの存在をレ

ポートしています。
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図 9-57 FA NetVoyant デバイスのパフォーマンス ビュー

NetVoyant は、詳細な CPU 使用状況レポート（図 9-57 を参照）とサーバ プロセス リスト（図 9-58 を
参照）を生成し、それを NetQoS Performance Center に表示します。これらのデータは、誤って営業時

間中に実行するよう構成されたバックアップ プロセスが速度低下の原因であったことを立証していま

す。

この例では、アプリケーション応答時間のモニタリング、SuperAgent の自動調査、および SNMP デバ

イスの統計情報の組み合わせによって、IT スタッフは迅速かつ簡単にパフォーマンス問題の根本原因

を特定しています。これらのデータにより、素早くバックアップ スケジュールを修正し、問題の再発

を防ぐことが可能になっています。

図 9-58 バックアップ アプリケーションの存在を示すプロセス リスト

アプリケーション応答時間、リンク トラフィック分析、SNMP デバイス パフォーマンス統計情報を含

む包括的なパフォーマンス データを単一インターフェイスで表示できることにより、迅速なトラブル

シューティングとより良い管理意思決定が可能になります。
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9.17.2  WAN およびアプリケーション最適化の NetQoS メトリック

NetQoS SuperAgent は、アプリケーション応答時間のレポートを生成するときに次のメトリックを分

析します。この分析から、ネットワーク、サーバ、およびアプリケーション コンポーネントの合計ト

ランザクション時間のレポートが生成されます。

表 9-4 NetQoS メトリック

メトリック タイ

プ メトリック 説明

Network Network RTT パケットがネットワークを通過するのにかかった時

間。

Network connection time クライアントがサーバ接続確認応答を確認するまで

にかかった時間。この遅延はネットワーク遅延が原

因と考えられます。

Effective RTT ネットワーク RTT に再送信が原因の遅延を加えた時

間。

Retransmission delay 元のパケットの送信から 後の重複パケットの送信

までに経過した時間。再送信遅延は、単に再送信さ

れたパケットではなく、すべての観測の平均として

報告されます。

Packet loss percentage 全データに対する再送信データの比率。

Server Server response time（SRT） サーバが要求への応答を開始するまでの時間。

Server connection time サーバが 初のクライアント接続要求に確認応答す

るまでにかかる時間。

Refused sessions データ収集間隔において、サーバが明示的に拒否し

た要求の数。

Unresponsive sessions 接続要求が送信された後にサーバが応答しなかった

セッションの数。

Applications Data transfer time 先頭パケットから 終パケットまでを測定した、完

全な応答を送信するまでの時間。送信データが TCP 
ウィンドウに合わない場合のみ、 初の SRT を除外

し、ネットワーク RTT を含めます。

Transaction time 持続的な TCP 接続内で TCP トランザクションまた

はデータ要求を完了するまでの時間。クライアント

が要求を送信した瞬間から、クライアントが応答の

後のパケットを受信するまでの時間として測定さ

れます。
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図 9-59 トランザクション時間合計を構成する 4 つの主要メトリック

9.17.3  NetQoS 展開上の注意事項

図 9-60 は、データセンターに展開された NetQoS を示しています。NetQoS アプライアンス（薄い灰

色のボックス内）は、データセンターのディストリビューションレイヤに配置されています。図のアプ

ライアンスは、NetQoS SuperAgent Collector（SA-CO）、SuperAgent Aggregator（SA-AG）、

SuperAgent Management Console（SA-MC）、NetVoyant（NQ-NV）、および ReporterAnalyzer
（NQ-RA）から構成されています。この例では、NetQoS アプライアンスはディストリビューションレ

イヤ スイッチ（DS1）に接続されています。冗長性を確保するため、これらはセカンダリディストリ

ビューションレイヤ スイッチ（DS2）と接続することもできます（図にはありません）。
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図 9-60 データセンター内の NetQoS の配置

9.17.4  NetQoS SuperAgent によるアプリケーション応答時間分析

SuperAgent の展開は、SuperAgent Management Console 、Cisco Wide Area Application Engine
（WAE）デバイスからの FlowAgent 測定データを収集する 1 つまたは複数の Aggregator、およびデー

タセンター スイッチからの Switched Port Analyzer（SPAN）データを監視する Collector から構成さ

れます。
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スタンドアロン構成では、1 台のサーバ内に SuperAgent Management Console と Collector または 
Aggregator が 1 つ存在します。分散構成では、複数の Collector と Aggregator が 1 つの SuperAgent 
Management Console に関連付けられ、各コンポーネントは別々のサーバにインストールされます。

図 9-61 は Collector（SA-CO）と Aggregator（SA-AG）を別のサーバの Management Console
（SA-MC）と共に使用した分散構成を示しています。

図 9-61 SuperAgent 分散構成例

9.17.4.1  SuperAgent のデータ フィード

SuperAgent Collector をインストールするときに、ディストリビューションレイヤ スイッチ（DS1）で

いくつかの IOS コマンドを実行して、SPAN 設定を構成します。リモート SPAN（RSPAN）/カプセル

化リモート SPAN（ERSPAN）などの高度なスパニング技術と VLAN ACLs（VACLs）などのコント

ロールを構成して、SuperAgent Collector に関係のあるトラフィックのみを誘導することができます。

SuperAgent Collector のキャパシティは 1Gb/s に制限されているため、ビジネスクリティカルなトラ

フィックのみを監視する必要があります。

SuperAgent Aggregator をインストールするときに、配置されたすべての WAE デバイスで FlowAgent 
エクスポートがイネーブルになります。構成は、個々の WAE デバイスでコマンドライン インターフェ

イスを使用するか、WAAS Central Manager の Devices タブで WAE グループのデバイス グループ全体

に対して GUI 対応のコマンドを使用します。イネーブルにした後、WAE デバイスは、SuperAgent 
Aggregator にエクスポートするデータのセットを指定する構成ファイルを SuperAgent Management 
Console で定期的にポーリングします。

図 9-61 は各セグメントのデータ フィードを示しています。WAE コアなどのコア WAE デバイスは、

WAN セグメントで測定されます。WAE エッジなどのブランチ WAE デバイスは、クライアント セグ

メントで測定されます。サーバ セグメントのデータを取得する方法には、SuperAgent Collector
（SA-CO）からの SPAN/VACL データを使用する方法と、コア WAE（WAE コア）からの FlowAgent 
データを使用する方法があります。

コア WAE デバイス（WAE コア）はサーバ セグメント データを Aggregator に送信します。ただし、

SPAN/VACL データが存在する場合、SuperAgent Management Console はサーバ セグメントに 
SPAN/VACL データを使用します。サーバ セグメント FlowAgent データは、SPAN/VACL データが存
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在しない場合のみ使用されます。これは、SPAN/VACL データの方が精度が高く完全であるためです。

SPAN/VACL データは、よりサーバの近くで測定されるため、サーバ応答時間（SRT）の精度が若干高

くなります。SPAN/VACL の構成によっては、SPAN/VACL データにサーバ間トラフィックを含める

ことができ、データがより完全になります。

したがって、サーバ セグメントについては、SuperAgent Collector を使用して、SPAN/VACL データ

を使用することをお勧めします。コア WAE からの FlowAgent データを使用する方法は、WAAS の導

入が制限されている場合に有効ですが、推奨はされません。

図 9-62 は、ローカル SPAN が分散スイッチとアクセス スイッチを相互接続する L2 VLAN で、トラ

フィックをどのようにキャプチャできるかを示すネットワークの例です。次のコードは、ディストリ

ビューションレイヤ スイッチのサンプル構成です。

図 9-62 サーバ セグメントの導入例のモニタリング

この例では、NetQoS SuperAgent Collector（SA-CO）が DS1 の Gi1/31 ポートに接続されているもの

とします。NetQoS SuperAgent Collector は、VLAN 21 と 22 を監視する必要があります。VLAN 23 
トラフィックを監視する必要はありません。

1. CONFIGURE SOURCE OF SPAN TRAFFIC
DS1# monitor session 1 source vlan 21-22
2. CONFIGURE NETQOS SUPER AGENT COLLECTOR AS A DESTINATION TO SPAN TRAFFIC
DS1# monitor session 1 destination interface Gi1/31

次のコマンドを使用して、構成を検証することができます。

3. VERIFY SPAN CONFIGURATION
DS1# show monitor session 1
Session 1
---------
Type                   : Local Session
Source VLANs           :
    Both               : 21-22
Destination Ports      : Gi1/31
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9.17.4.2  SuperAgent のデータ収集

Management Console でデータ収集を構成するため、管理者は監視対象のネットワーク サブネットのリ

ストをインポートするか入力します。管理者は、パフォーマンス特性が類似したネットワークのグルー

プをまとめて管理できるように、ネットワーク タイプも構成します。SuperAgent はアプリケーション

とサーバを検出できます。アプリケーション名は、慣例のポートに基づいて割り当てられます。

SuperAgent は、サードパーティ製マネージャから構成情報をインポートすることもできます。

次に、サーバを Collector に、WAE デバイスを Aggregator に割り当て、グラフのデータ入力とアク

ティブ セッションのレポート生成を設定して構成を確認できるようにします。管理者はアプリケー

ション、ネットワーク、またはサーバの集約を作成して、グループとしてまとめてレポートおよび比較

できるようにすることもできます。

9.17.4.3  SuperAgent のベースラインとしきい値

SuperAgent は、48 時間のデータ収集後、ベースラインとしきい値を自動的に計算し、その後は条件の

変化に合わせて定期的にデータを更新します。しきい値の感度は、アプリケーション、メトリック、ま

たはネットワーク タイプ別に調整することも、一定の値を設定することもできます。パフォーマンス

のしきい値は、Normal/Degraded/Excessive の評価を決定します。SuperAgent の Operations ページで

は、アプリケーション、ネットワーク、サーバのしきい値を確認できます。

しきい値を超える事態が発生すると、SuperAgent はインシデントを立ち上げ、これらのインシデント

に対して、電子 メール、SNMP トラップ通知、および自動調査で反応します。自動調査は、アプリ

ケーション、およびネットワーク タイプ別に構成できます。また、トレース ルート、パケット キャプ

チャ、アプリケーション ポート接続、影響を受けたリソースの SNMP ポーリング、および PING テス

トを含めることができます。

管理者はレポートで参照されるしきい値を入力して、パフォーマンス SLS レポートの生成を構成しま

す。SuperAgent には、アプリケーションおよび可用性サービスレベル レポートが用意されており、ド

リルダウンして、準拠性の時間およびリソースに基づくパターンを表示できます。これにより、たとえ

ば、しきい値違反が特定の時間帯にのみ、あるいは特定のサーバにのみ発生するというようなことが明

らかになります。

管理者は、パスワード、ロール、権限などの設定を構成して、ユーザ別にアクセスと機能を調整するこ

とができます。すべての構成にはデフォルト設定が用意されており、かつ完全なカスタマイズが可能で

す。

9.17.5  NetQoS ReporterAnalyzer を使用したリンク トラフィック
分析

ReporterAnalyzer 分散構成では、Harvester がルータおよびスイッチからの生の NetFlow データを収

集、要約し、Flow Manager は、Harvester からのデータを収集して、データ ストレージ アプライアン

スに送信します。コンソールは、格納されたデータを処理して、Web インターフェイスに表示します。

スタンドアロン構成では、これらのソフトウェア コンポーネントすべてを含むサーバがインストール

されます。
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ReporterAnalyzer をインストールする場合、発信元アドレス、SNMP リード（read）コミュニティ ス
トリング1、NetFlow バージョンなど、監視する各ルータに関する基本的な情報を指定する必要があり

ます。また、NetFlow、SNMP、および ReporterAnalyzer のプロセス通信を許可するように、ファイ

アウォールやその他のアクセス コントロール リスト（ACL）を構成する必要があります。

インストールを開始するには、管理者は選択したルータで IOS コマンドを実行して、NetFlow エクス

ポートとインデックスの固定をイネーブルにして、ReporterAnalyzer Harvester がデータを受信できる

ようにします。管理ユーティリティには、各ルータに関連付けられたインターフェイスが表示され、管

理者は、監視するインターフェイスを選択したり、クリアしたりすることができます。

その後、管理者は、DNS ホスト名解決の頻度、レポートされるインターフェイス速度、ルータ名解決

ルール、およびルータ生成トラフィックを含めるかどうかを制御するレポート設定を修正または確認し

ます。また、ReporterAnalyzer の完全な管理者権限を持たないユーザのロールとユーザ アカウントを

定義します。

初期セットアップ後、自動電子メール レポートと SNMP トラップの自動送信に必要なサードパーティ 
アプリケーションの通信設定を構成します。ReporterAnalyzer が通知を送信するのは、ルータが 
NetFlow データの送信を停止した場合、製品コンポーネントが利用できない場合、またはパフォーマ

ンスのしきい値を超える事態が発生した場合です。

その後、管理者はレポートを理解しやすくするための追加機能を構成します。たとえば、インターフェ

イスを地理的な場所、速度、その他の属性別にグループ化することで、選択と比較レポートが簡単にな

ります。インターフェイスは、レポートでまとめて表示されるように集約できます。ユーザ定義のプロ

トコル グループを構成し、各カスタム アプリケーションのプロトコル範囲がまとめてレポートされる

ようにすることができます。タイプ オブ サービス（ToS）値もアプリケーション クラスのレポート用

にラベルを付け、グループ化することができます。

9.17.6  NetQoS NetVoyant を使用したデバイス パフォーマンス分
析

NetVoyant は、SNMP 管理情報ベース（MIB）を使用して、収集するデータのタイプを定義します。

ユーザは、MIB を参照してイベント通知を作成したり、他の管理タスクの支援に利用したりすること

ができます。また、新しい MIB をコンパイルして NetVoyant に機能を追加することもできます。

NetVoyant は、NetVoyant サービス、SNMP ポーリングの欠落、超過利用、その他の構成可能なしきい

値の問題をユーザにアラートするイベントとアラームを作成します。管理者はしきい値を設定し、

NetVoyant がイベントに反応してトリガする通知を作成し、イベントとアラームのログを表示できま

す。

NetVoyant には、サポートされているデバイスの Cisco IP SLA オペレーションを構成するためのウィ

ザードが用意されています。これらのオペレーションは、NetVoyant レポーティング インターフェイ

スに表示される IP SLA レポートのデータを提供します。

スタンドアロン構成の場合、NetVoyant Master Console は、管理、レポーティング、ポーリングの各タ

スクを実行します。分散構成の場合、Master Console は、管理タスクとレポーティング タスクを実行

します。ポーリング ステーションと呼ばれるリモート サーバは、ネットワーク上のデバイスを検出し、

ポーリングします。

1.  SNMP コミュニティ ストリングは、ルータおよびインターフェイス情報を取得するのに必要です。

ReporterAnalyzer はデバイスをポーリングして、sysName、ifName、ifDescr、ifSpeed などの 
SNMP 情報を取得します。ReporterAnalyzer は、これらの名前と説明をルータおよびインターフェ
イスを表示する際に使用します。SNMP コミュニティ ストリングを取得できないまたは情報が不正
確な場合、ReporterAnalyzer は IP アドレスとインターフェイス インデックスのみを表示します。
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初の構成を行う際は、ウィザードを使用してネットワーク デバイス検出プロセスを設定できます。

構成ウィザードは、ポーリング対象デバイスのリード（read）コミュニティ ストリングの入力を求め

ます。NetVoyant が IP SLA テストを実行するように構成されているデバイスの場合は、リードとライ

ト（wirte）両方のコミュニティ ストリングが必要です。

また、構成ウィザードは検出するデバイスのネットワーク アドレス範囲の入力またはインポートを管

理者に求めます。ゲートウェイやバックボーン ルータ、その他の接続デバイスが検出不可能な場合

（パブリック ネットワークによってデバイスが NetVoyant から分割されている場合など）、デバイスの

名前またはアドレスを入力する必要があります。セットアップ中、検出後の自動ポーリングから除外す

るデバイス クラス（プリンタ、ワークステーションなど）およびモデルを選択できます。

場合によっては、ルータやその他のネットワーク デバイスが NetVoyant からの SNMP ポールを受け付

けるように、アクセス リストを構成する必要があります。また、NetVoyant レポートにデバイス名を

表示するには、DNS などのネーミング サービスにアクセスする必要があります。

構成ウィザードで初期検出を実行した後、NetVoyant は、デフォルトでは毎深夜に再検出を実行して、

デバイス情報を更新します。再検出設定はセットアップ後に変更できます。また、手動で再検出を実行

することも可能です。

9.18  使用例 1：導入前のベースラインの作成
使用例 1 では、導入前の段階でネットワークのベースラインを作成するプロセスを説明します。

次の使用例では、テスト ラボで展開された実装について説明します。この使用例では、WAN およびア

プリケーション 適化ソリューションが現実世界のシナリオでどのように機能するかについて説明しま

す。ただし、この使用例は実際のパフォーマンスや実際の環境における動作を示すことを意図したもの

ではありません。

次の使用例では、WAN およびアプリケーション 適化の候補サイトを特定するのに便利な NetQoS の
能力と機能について説明します。

9.18.1  目的

WAN およびアプリケーション 適化の候補サイトを特定すること。

9.18.2  前提条件

1. WAAS および QoS ポリシーは展開されていません。

2. NetQoS SuperAgent はデータセンター Catalyst 6000 シリーズ分散スイッチに展開されています。

3. NetQoS SuperAgent Collector は、SPAN を使用して DC リンクと VLAN を監視します。

4. NetFlow データ エクスポートが WAN ルータに構成されており、データを NetQoS 
ReporterAnalyzer に送信します。

5. NetQoS SuperAgent の導入後 48 時間以上経過しており、ベースラインは確立済みです。

9.18.3  使用例

ある多国籍企業は、WAN およびアプリケーション 適化の導入を検討しており、WAN およびアプリ

ケーション 適化が も効果的なサイトを特定しようとしています。NetQoS は展開されており、ベー

スラインは確立済みです。
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9.18.4  使用例ワークフロー

手順 1 パフォーマンスが も悪いサイトを特定し、NetQoS Performance Center を使用してカスタム レポート

を作成します。

1. 次の情報を含む新しいページを作成します（図 9-63 を参照）。

2. Add Router/Switch > Interfaces Over Threshold

3. Add Network > Bytes by Network

4. Add Network > Incident Count by Network

5. Add Network > Network Round Trip Time by Network

6. Add Network > Packet Loss by Network

7. Add Network > Performance by Network

保存してレポートを表示します（図 9-63 を参照）。

注 Interfaces Over Threshold ビューには、シンガポールとニューヨークのインターフェイスの 1 日の平均

使用率が 95% を超えていることが示されています。SuperAgent からのパフォーマンス レポートは、

これらのサブネットのデータ量、遅延、パケット損失が非常に大きいことを示しています。

Performance by Network ビューには、いくつかのネットワーク インシデントについて極めて劣悪なパ

フォーマンスが表示されています。

これらのリンクのプロトコルが WAN およびアプリケーション 適化によって改善されることを確認す

る必要もあります。

手順 2 ReporterAnalyzer を使用して、パフォーマンスの問題を抱えるインターフェイスのプロトコルを特定

します。

1. Interfaces Over Threshold ビューで も使用されているインターフェイスを選択して、図 9-43、
図 9-44、図 9-45 のようなプロトコル分布とデータ量の 適化情報を取得します。

2. しきい値を超えている各インターフェイスに対して同じ手順を繰り返します。

注 インターフェイス上のプロトコル分布は、WAN およびアプリケーション 適化がそのインターフェイ

スに対して効果的かどうかを示します。また、プロトコル分布は、どのタイプの WAN およびアプリ

ケーション 適化が も適しているかを示します。シンガポールとニューヨークのリンクは、共に 
WAAS 適化の有力な候補であるように思われます。

お客様は、シンガポールを 適化せず、 初にニューヨークを WAAS 評価の対象として選択しました。
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図 9-63 NetQoS Performance Center による最適化候補の特定

9.19  使用例 2：WAAS の効果の検証
使用例 2 では、WAAS の導入によって WAN およびアプリケーションのパフォーマンスが 適化され

ることを証明するプロセスについて説明します。

次の使用例では、テスト ラボで展開された実装について説明します。この使用例では、WAN およびア

プリケーション 適化ソリューションが現実世界のシナリオでどのように機能するかについて説明しま

す。ただし、この使用例は実際のパフォーマンスや実際の環境における動作を示すことを意図したもの

ではありません。

9.19.1  目的

WAN およびアプリケーション 適化によって実現されるパフォーマンス改善の検証。
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9.19.2  前提条件

1. WAAS および QoS ポリシーは展開されています。

2. NetQoS SuperAgent はデータセンター Catalyst 6000 シリーズ分散スイッチに展開されています。

3. NetQoS SuperAgent Collector は、SPAN を使用して DC リンク /VLAN を監視しています。

4. NetFlow データ エクスポートが構成されており、データを NetQoS ReporterAnalyzer に送信しま

す。

5. NetQoS の導入後 48 時間以上経過しており、ベースラインは確立済みです。

次の使用例では、Cisco WAAS によって改善されたパフォーマンスを検証する際に、NetQoS 
Performance Center をどのように使用したかについて説明します。

9.19.3  使用例

前述の使用例の多国籍企業は、WAN およびアプリケーション 適化の試験導入を開始しました。試験

導入期間中、パフォーマンスが劣悪だったリモート サイト（ニューヨーク）を 適化する WAAS が 6 
月 15 日の 12:00 に導入されました。お客様は、NetQoS Performance Center を使用して、Cisco 
WAAS がアプリケーション サービスの配信を改善できることを上層部に証明し、それによって他のリ

モート サイトへのさらなる導入の承認を受けようとしています。
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9.19.4  使用例ワークフロー

手順 1 ネットワーク別パフォーマンスをチェックします。前述の使用例のカスタム レポートを NetQoS 
Performance Center で使用します。

9.19  「使用例 2：WAAS の効果の検証」で述べられているように、ニューヨークのユーザは、WAAS 
および QoS ポリシーの実装直後にパフォーマンスの改善を経験しています。ニューヨークの遅延とパ

ケット損失は直ちに改善されましたが、 適化されていないシンガポール ブランチ ネットワークは引

き続き重大なパフォーマンスの問題を抱えています。

図 9-64 動作の改善を示す NetQoS Performance Center
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手順 2 ニューヨーク トラフィックの 適化の影響を調査します。

Performance by Network ビューの New York リンクをクリックします（9.19  「使用例 2：WAAS の効

果の検証」 のポインタを参照）。SuperAgent Operations ページ（図 9-63）が開き、WAAS 導入前の 4 
つのネットワーク メトリックが Degraded または Excessive の評価で表示されます。アプリケーショ

ン、ネットワーク、サーバ、メトリックのすべての組み合わせに対して自動生成されるパフォーマンス

のしきい値によって、稼動状況（Normal、Excessive、または Degraded）が明らかになります。この

例（New York Network、Network Round Trip Time、CRM Server）では、午後 12:00 に WAAS がア

クティブになるまで Excessive ステータスであったことが示されています。

図 9-65 劇的な改善を示す Operations ページ

手順 3 ニューヨークのユーザが経験した 適化トランザクション パフォーマンスのレポートを表示します。

1. Optimization タブ（9.19  「使用例 2：WAAS の効果の検証」 を参照）をクリックして、Client 
Experience for Optimized Transactions ビューを開き、各アプリケーションのトランザクション時

間を表示します（図には表示されていません）。

2. CRM アプリケーションをクリックして、コンポーネント レポートを開きます。アプリケーション

の応答時間（図 9-66）、SRT（図 9-67）、RTT（図 9-68）、再送信遅延（図 9-69）、データ レート

（図 9-70）、およびデータ量（図 9-71）の各ビューが表示されます。

3. その他のキー アプリケーションについても同じ手順を繰り返します。
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図 9-66 は、CRM アプリケーションのユーザの応答時間のビューを示しています。CRM トランザク

ションの数（薄い灰色の Observations 線）はあまり変化していませんが、トランザクションの応答時

間は大幅に低下しています。真のユーザ エクスペリエンスを示すこれらの測定値は、ニューヨーク ブ
ランチ オフィスの WAE デバイスから収集したものです。

図 9-66 5 倍のパフォーマンス改善を示す Response Time ビュー

データセンター WAE で測定された、同じページの SRT グラフは（図 9-67）、WAAS によってどれだ

けサーバ パフォーマンスが改善されたかを示しています。この特定の CRM アプリケーションは、

データセンターで CIFS を実行している Windows ファイル サーバを使用します。図 9-66 は、クライ

アントで観測カウントがあまり変化していないことを示していますが、サーバで測定された観測カウン

トは、CIFS 適化によって実現したサーバ オフロードのために劇的に低下しています。WAAS のア

クティベーション後のサーバの負荷の低下と共に、SRT が短縮し、パフォーマンスが向上しています。

図 9-67 WASS によるサーバ オフロードを示す SRT
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ネットワーク RTT グラフ（図 9-68）は、リンクで観測される WAN 遅延とトランザクション数が 
WAAS 導入後にどれだけ減少したかを示しています。WAN 遅延は、以前に輻輳していたリンクの 適

化によって減少しています。DRE、LZ、転送フローの 適化（TFO）、キャッシングなどの WAAS 
適化技術は、WAN 帯域幅だけでなく、WAN 上の TCP トランザクション数も削減します。

図 9-68 TFO のネットワーク遅延への効果を示すネットワーク RTT

再送信遅延（図 9-69 を参照）は、WAAS のイネーブル後に消滅しています。これは特別な例ではあり

ません。WAAS の導入後、再送信されるパケットはわずかです（使用帯域幅の減少による輻輳の削

減）。またパケットの再送信にかかる時間も短くなっています。

図 9-69 WAAS 導入後にほとんど消失した再送信遅延
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同じページのデータ レート グラフ（図 9-70）とデータ量グラフ（図 9-71）は、WAAS データ圧縮と 
WAN トラフィックの抑制の効果を示しています。グラフに示されている WAN 帯域幅の使用量の減少

は、Cisco WAAS Data Redundancy Elimination（DRE）と LZ 圧縮の結果です。WAAS の効果を証明

するには、重要なすべての TCP/IP アプリケーションおよびすべてのネットワークに対して同様の

ビューを開きます。

図 9-70 WAAS 導入後の減少を示す WAN のデータ レート

図 9-71 WAAS DRE と LZ 圧縮の結果、減少した WAN のデータ量

手順 4 New York インターフェイスに対する Cisco WAAS の全体的な効果を表示します。

リンクをクリックして、NetQoS Performance Center に戻り、Interfaces Over Threshold ビューの New 
York インターフェイスをクリックして、プロトコルの傾向プロットを積み重ねたグラフ（図 9-72）を

表示します。
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注 1 つの例外を除きすべてのプロトコルが WAAS の導入によって大幅に減少しています。KM プロトコ

ルは、WAAS で 適化されないパススルー アプリケーションです。KM トラフィックの量は増大して

います。WAAS によって全体的なリンク使用量が減少したことにより、このアプリケーションのキャ

パシティが解放されたためです。

この結果は、WAN およびアプリケーション 適化デバイスに有効な QoS ポリシーを実装して、新し

く解放された帯域幅がインターネット ラジオやレクリエーショナル ストリーミング ビデオなどの非ビ

ジネス トラフィックによって使用されないようにする必要があることを示唆しています。効果的な 
QoS ポリシーを使用することで、解放された帯域幅がビジネスクリティカルなアプリケーションに優

先的に割り当てられるようになります。

図 9-72 帯域幅使用量の削減を示す、プロトコルの傾向を積み重ねたレポート

手順 5 WAAS の試験導入の 2 日後のNew York インターフェイスの効果を表示します。

NetQoS Performance Center でカスタム トラブルシューティング ページを開きます（図 9-73）。

注 このページは、ニューヨークにアプリケーション インシデントおよびパケット損失が完全になくなっ

たことを示しています。ニューヨークはパフォーマンスが 悪のネットワークには含まれなくなったた

ため、Performance by Network ビューには表示されなくなっています。
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WAAS の導入後も NetQoS Performance Center は引き続きパフォーマンスのベースライン化を進め、

新しい高速の基準からズレが生じた場合にはインシデントと自動調査を開始します。NetQoS 
Performance Center は引き続き、問題が 適化リンク、非 適化リンク、またはデータセンターのどこ

で発生しようとも、問題を切り分けます。

図 9-73 ニューヨーク ネットワークが表示されなくなった Performance by Network ビュー

NetQoS レポートによって次のことが証明され、これは、ユーザが今後もシスコのWAN およびアプリ

ケーション 適化の導入を主張する根拠となりました。

 • 組織のリモート サイトとビジネスクリティカル アプリケーションは、WAN およびアプリケーショ

ン 適化の好例でした。

 • WAN およびアプリケーション 適化は、クリティカル アプリケーションのエンド ユーザが経験す

るパフォーマンスを改善しました。
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 • WAN およびアプリケーション 適化の導入後、効果的にトラブルシューティングを行うための

ネットワーク可視性の維持が可能になりました。

9.20  WAN およびアプリケーション最適化のための 
Cisco NAM の使用例

この項では、データセンターにおける、NAM 3.6 を実行する NAM-2 の導入に基づいた使用例につい

て説明します。このソリューションをサポートするためのブランチ サイトでの NME-NAM の使用につ

いては、このガイドでは扱いません。

次の使用例では、テスト ラボで展開された実装について説明します。この使用例では、WAN およびア

プリケーション 適化ソリューションが現実世界のシナリオでどのように機能するかについて説明しま

す。ただし、この使用例は実際のパフォーマンスや実際の環境における動作を示すことを意図したもの

ではありません。

9.20.1  WAN およびアプリケーション最適化の NAM-2 サポート

NetQoS と同様に、NAM は WAN およびアプリケーション 適化を導入するためのさまざまな段階を

サポートするために使用できます。しかし、ツールの使い方にはいくつかの違いがあります。NAM 
は、NetQoS のような包括的なモニタリング ソリューションではありません。NAM は、ネットワーク

からの個々のカンバセーション レベルのトラフィックに関する詳細なパケット データと応答時間分析

を提供する汎用ネットワーク ツールです。NAM は簡単に導入でき、Web グラフィカル ユーザ イン

ターフェイスを介して構成することができます。

9.20.1.1  導入前のサポート

NAM-2 がデータセンターに導入されると、ユーザは、素早く上位 N 位レポートやリアルタイム 
チャートを生成し、トラフィックの も多い、またはパフォーマンスが も悪いアプリケーション ホ
スト ペアを特定することができます。この情報は、WAN およびアプリケーション 適化を行うアプリ

ケーションおよびブランチ サイトの特定に役立ちます（図 9-74 を参照）。
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図 9-74 NAM-2 上位カンバセーション

NetQoS とは異なり、NAM-2 レポートでは、特定の対話メトリックを表示し、サイト ペア別に情報を

収集しません。グローバルなサイト間のトラフィック パターンとその構成を確認するには、ユーザが

手動でホスト IP アドレスをサイト サブネットにマップする必要があります。

9.20.1.2  導入中のサポート 
NAM-2 を使用すると、特定のカンバセーションのトラフィックまたはパフォーマンス メトリックをリ

アルタイム表示や事前定義されたレポートで確認することができます。WAAS 適化の検証をサポー

トするため、NAM-2 は WAN セグメントとサーバ セグメントの両方を同時に監視するように構成でき

ます。

NAM では、特定のカンバセーションについて、次の WAAS の効果を調べることができます。

 • リアルタイムおよび履歴レポートによる、サーバおよび WAN セグメントにおけるトラフィック量

の圧縮の効果（図 9-75 を参照）。

 • WAAS をオンにした直後の WAN セグメントの帯域幅低減（図 9-76）。

 • WAAS をオンにした直後の サーバ セグメントの応答時間メトリックの減少。

図 9-75 WAN セグメントとサーバ セグメントのトラフィック量を比較したリアルタイム NAM-2 レポート
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図 9-76 WAN セグメントのトラフィック減少を示す NAM-2 履歴レポート

9.20.1.3  導入後のサポート

NAM は、WAAS の展開の有無に関係なく、パフォーマンス問題のトラブルシューティングに特に有

益です。NAM は SPAN、RSPAN/ERSPAN、VACL、または NetFlow を使用して、ネットワークのさ

まざまな点からトラフィック フロー情報を取得できるため、問題の切り分けや、アプリケーション 
サーバ、データセンター サーバ ネットワーク、WAN アクセス リンク、サービス プロバイダー（SP）
WAN のいずれに問題があるのかを特定するのに役立ちます。

データセンターに WAAS が展開されている場合、トラブルシューティングの手順には WAAS が対象の

アプリケーションを 適化しているかどうかを確認する手順も含まれます。WAAS が展開されている

場合、元のクライアント /サーバ TCP セッションが、クライアント、WAN、サーバの 3 つの独立した

相互に関係するセグメントに分割されていることを考慮する必要があります。NAM-2 は、サーバ セグ

メントと WAN セグメントのトラフィックとパフォーマンスを監視、分析できます。

図 9-77 に、パフォーマンス問題のトラブルシューティングに役立ついくつかの質問を示します。
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図 9-77 NAM-2 を使用したパフォーマンス問題のトラブルシューティング

9.21  WAN およびアプリケーション最適化のための 
NAM 3.6 メトリック

NAM-2 は、WAN およびアプリケーション 適化ソリューションに関連するアプリケーション トラ

フィックとパフォーマンスをキャプチャ、測定、レポートするいくつかの方法を提供しています。レ

ポートのメトリックのうち、このソリューションに役立つのは、トラフィック メトリックと応答時間

メトリックの 2 つのカテゴリです。

量やレートなどのトラフィック メトリックは、さまざまな集約次元（アプリケーション、ホスト、カ

ンバセーションなど）で監視またはレポート生成が可能です。トラフィック メトリックに基づく上位 
N 位チャートを生成することもできます（図 9-74 を参照）。

応答時間メトリックは、さまざまな集約次元で監視およびレポート生成が可能です。表 9-5 は、WAN 
およびアプリケーション 適化に関連する主要な NAM-2 応答時間メトリックを示しています。
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表 9-5 主要 NAM-2 応答時間メトリック

メトリック 
タイプ メトリック 説明

Network Network Delay（ND） TCP 接続確立時のクライアント /サーバ間のラウンドト

リップ遅延

Client Network Delay
（CND）

TCP 接続確立時の NAM とクライアントの間の RTT
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図 9-78 は、WAAS 導入後、NAM-2 によって監視されたセグメントを示しています。WAAS は、クラ

イアント、WAN、サーバの 3 つのネットワーク セグメントを作成します。NAM-2 は、WAN および

サーバ セグメントを監視できます。

サーバ セグメントでは、NAM-2 は WAE コアとサーバの間のトラフィックを監視します。このセグメ

ントのトランザクション時間は、サーバがアプリケーション トランザクションを完了するまでの時間

を測定します。この時間は、クライアント エクスペリエンスではなく、サーバ エクスペリエンスを反

映しています。

WAN セグメントでは、NAM-2 は WAE コアと WAN エッジの間のトラフィックを監視します。

WAAS デバイスによるコントロール トラフィックの交換が追加されるため、トランザクションの構造

はサーバ セグメントとは異なります。WAN セグメントのモニタリングは、WAN の帯域幅の減少など 
WAAS の効果を示すのに便利です。

Server Application Delay（AD） アプリケーション サーバがクライアントからの要求へ

の応答を開始するまでの時間

Server Network Delay
（SND）

TCP 接続確立時の NAM とサーバの間の RTT

# of clients データセンターのサーバに接続中のブランチ オフィス 
クライアントの数

# of connections データセンターのサーバに接続中の TCP 接続の数

Application Transaction Time（TT） クライアント /サーバ間のアプリケーション トランザク

ションが完了するまでにかかった時間

Number of transactions NAM から観測されたクライアント /サーバ間のアプリ

ケーション トランザクションの数

表 9-5 主要 NAM-2 応答時間メトリック

メトリック 
タイプ メトリック 説明
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図 9-78 WAAS 存在時の NAM-2 によるセグメントのモニタリング
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9.22  NAM-2 展開上の注意事項
WAN およびアプリケーション 適化の標準的な展開シナリオでは、NAM-2 は、データセンターの 
Catalyst 6000 シリーズ分散スイッチ上に展開されます。この項では、データセンターで WAAS を導入

する 2 つのシナリオについて説明します。

データセンター導入シナリオ 1 では、WAN 適化コントローラ（WAE1 と WAE2）がディストリ

ビューションレイヤに展開されます（図 9-79 を参照）。これらは Catalyst 6000 シリーズ分散スイッチ

（DS1 と DS2）に接続されています。各 NAM-2（NAM1 と NAM2）は、DS1 と DS2 のスロットにイ

ンストールされています。NAM-2 は、Catalyst 6000 シリーズ スイッチ上のネットワーク ブレードで

す。

図 9-79 データセンター WAAS 導入シナリオ 1
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データセンター導入シナリオ 2 では、WAN 適化コントローラ（WAE1 と WAE2）がコア レイヤに

展開され（図 9-80 を参照）、コア ルータ（CR1 と CR2）に接続されています。コア ルータは Cisco 
7200 または 7600 シリーズ ルータ、あるいは Catalyst 6000 シリーズ スイッチです。

図 9-80 データセンター WAAS 導入シナリオ 2
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9.23  WAN およびアプリケーション最適化の NAM-2 
データ収集

NAM-2 では、ユーザはメトリックを計算するためのデータ ソースを選択できます。NAM-2 で使用可

能なデータ ソースは次のとおりです。

 • VLAN 別のローカル SPAN：個々の VLAN を調べます。

 • ポート別のローカル SPAN：宛先 NAM データ ポート別に収集されます。

 • VLAN 別の他のスイッチからの RSPAN/ERSPAN：個々の VLAN を調べます。

 • ポート別の他のスイッチからの RSPAN/ERSPAN：宛先データ ポート別に収集されます。

 • ローカルまたはリモートの NetFlow データ ソース。

NAM-2 のキャパシティは 1Gb/s しかないので、監視対象はビジネスクリティカル アプリケーションの

みにする必要があります。

9.23.1  データセンター導入シナリオ 1
図 9-81 は、データセンター導入シナリオ 1 で NAM がデータセンター トラフィックをどのように監視

するかを示しています。このシナリオでは、WCCP はトラフィックを WAAS（WAE コア）にリダイ

レクトします。NAM-2 は、インターセプトされないトラフィックと インターセプトされるトラフィッ

クの両方を監視します。トラフィックのインターセプトに関しては、NAM-2 は 2 つのデータポートを

使用して、WAN セグメント（WAN-WAE トラフィック）とサーバ セグメント（LAN-WAE トラ

フィック）を同時に監視できます。

図 9-81 データセンター導入シナリオ 1 の NAM-2 監視構成

サーバ セグメントの監視には、ローカル SPAN または VACL を使用できます。ローカル SPAN の方が

簡単に構成できますが、VLAN またはポートのキャプチャに限定されています。さらに細かいトラ

フィック分析が必要な場合は、VACL を使用します。発信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、L4 プロ

トコル タイプ、送信元および宛先 L4 ポート、その他の情報に基づいて、監視する VLAN を指定でき

ます。VACL は、細やかなトラフィック識別とフィルタリングに非常に役立ちます。
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適化 TCP トラフィック（WAN-WAE トラフィックと LAN-WAE トラフィック）は、Web Cache 
Coordination Protocol（WCCP）を使用して WAAS デバイスにリダイレクトされる前に、SPAN また

は VACL を使用して NAM-2 にコピーされる点に注意してください。

WAN セグメントを監視するには、NAM-2 を宛先として使用し、WAN ルータ上に NetFlow データ エ
クスポートを構成します。または、コア ルータへのアップリンクの SPAN を使用する方法もあります。

アップリンクは通常 L3 リンクなので、L3 リンクのポートのみを SPAN で監視することができます。

ただし、Catalyst 6000 シリーズ スイッチで可能なローカル SPAN セッションは 2 つに制限されている

点に注意してください。ファイアウォール サービス モジュール（FWSM）はデフォルトで SPAN セッ

ションを使用するため、ディストリビューションレイヤの Catalyst 6500 で FWSM を使用している場

合に問題になることがあります。詳細については、『Cisco Data Center Infrastructure Design Guide 2.1 
Release Notes』を参照してください。

この問題の回避策は次のとおりです。

1. サーバ セグメントには VACL を、WAN セグメントには SPAN を使用します。

2. no monitor session service module コマンドを使用して、FWSM SPAN セッションをディセー

ブルにします。この場合、マルチキャストの発信元が FWSM の外に配置されないように注意して

ください。

3. サーバ セグメントのアクセス スイッチで RSPAN を使用します。

9.23.1.1  サーバ セグメントのモニタリング

サーバ セグメントを監視するには、ローカル SPAN を使用して、分散 Catalyst 6000 シリーズ スイッチ

とアクセス スイッチを相互接続している L2 VLAN のトラフィックをキャプチャする方法をお勧めし

ます（図 9-82 を参照）。

図 9-82 は、データセンター導入シナリオ 2 で NAM がデータセンター トラフィックをどのように監視

するかを示しています。
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図 9-82 サーバ セグメントの導入例のモニタリング

次のコードは、ディストリビューションレイヤ スイッチのサンプル構成です。この例では、NAM-2
（NAM1）が Catalyst 6000 シリーズ スイッチ DS1 のスロット 9 にインストールされているものとしま

す。この例では、VLAN 21 と 22 が NAM-2 データ ポート 1 で監視されています。NAM は VLAN 23 
を監視していません。また、この例は、Gi1/31 で接続されている NetQoS SuperAgent Collector

（SA-CO）を使用して同じ VLAN をどのように監視するかも示しています。

1. CONFIGURE SOURCE OF SPAN TRAFFIC
DS1# monitor session 1 source vlan 21-22

2. CONFIGURE NAM DATA PORT AS A DESTINATION TO SPAN TRAFFIC
DS1# monitor session 1 destination analysis-module 9 data-port 1

3. OPTIONAL : CONFIGURE NETQOS SUPER AGENT COLLECTOR
DS1# monitor session 1 destination interface Gi1/31

次のコマンドを使用して、構成を検証することができます。

4. VERIFY SPAN CONFIGURATION
DS1# show monitor session 1
Session 1
---------
Type                   : Local Session
Source VLANs           :
    Both               : 21-22
Destination Ports      : Gi1/31analysis-module 9 data-port 1

別の方法として、VACL を使用することもできます。次のコードは、ディストリビューションレイヤ 
スイッチのサンプル構成です。前述同様に、この例では、NAM-2 がスイッチのスロット 9 にインス

トールされているものとします。この例では、VLAN 21、22、23 の TCP トラフィックのみを NAM-2 
のデータ ポート 1 でキャプチャしています。
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1. CONFIGURE NAM DATA PORT TO CAPTURE TRAFFIC
analysis module 9 data-port 1 capture
analysis module 9 data-port 1 capture allowed-vlan 1-4094

2. CONFIGURE ACCESS LISTS TO CAPTURE TRAFFIC – TCP TRAFFIC IN THIS CASE
access-list 110 permit ip any any
access-list 120 permit tcp any any

3. CONFIGURE VLAN ACCESS MAP - which packets to capture, which to forward on
vlan access-map LAN 100
 match ip address 120
 action forward capture
 exit
vlan access-map LAN 200
 match ip address 110
 action forward
 exit

4.APPLY ACCESS MAP TO VLANs
vlan filter LAN vlan-list 21-22

次のコマンドを使用して、構成を検証することができます。

5. VERIFY VLAN FILTER CONFIGURATION
DS1# show vlan filter
VLAN Map LAN:
        Configured on VLANs:  21-22
            Active on VLANs:  21-22

6. VERIFY ACCESS-MAP CONFIGURATION
DS1# show vlan access-map LAN
Vlan access-map "LAN"  100
        match: ip address 120
        action: forward capture
Vlan access-map "LAN"  200
        match: ip address 110
        action: forward

7. VERIFY NAM PORT CONFIGURATION
DS1# show analysis module 9 data-port 1 state
Analysis module 9 data-port 1:

Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: capture
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: NONE
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Enabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Vlans allowed on trunk: none
Vlans allowed and active in management domain: none
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned:
   none
Administrative Capture Mode: Enabled
Administrative Capture Allowed-vlans: 1-4094
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9.23.1.2  WAN セグメントのモニタリング

WAN セグメントのモニタリングで推奨される方法は、ディストリビューションレイヤ スイッチでコア 
ルータ WAN インターフェイス リンクから NAM-2 に NetFlow データをエクスポートする方法です。

次のコードは、図 9-83 のネットワークに基づくコア ルータ CR1 の構成例です。この例では、NAM-2 
の IP アドレスが 10.10.0.2 であるものとします。

図 9-83 NAM に NetFlow データをエクスポートする例

1. CONFIGURE CORE ROUTER CR-1 NETFLOW DATA EXPORT
ip flow-export version 9
interface GigabitEthernet0/2
 description Interface to WAN
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
 ip flow ingress
 ip flow egress
 ip route-cache flow
interface GigabitEthernet0/3
 description Interface to WAN
 ip address 10.0.3.5 255.255.255.252
 ip flow ingress
 ip flow egress
 ip route-cache flow

2. CONFIGURE NAM AS A DESTINATION FOR NETFLOW DATA EXPORT
ip flow-export destination 10.10.0.2 3000

ユーザは、Web GUI を使用して、NAM-2 が NetFlow データ ソースを監視するよう構成できます。
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注 NetFlow データ エクスポートは NAM-2 のトラフィック メトリックをサポートしていますが、応答時

間メトリックはサポートしていません。

コア ルータへのアップリンクでの SPAN もディストリビューションレイヤの Catalyst 6000 シリーズ ス
イッチ（DS1）で構成できます。前述同様に、この例では、NAM-2 がスイッチのスロット 9 にインス

トールされているものとします。この例では、コア アップリンク インターフェイス（Gi2/4 と Gi2/5）
のトラフィックが NAM-2 のデータ ポート 2 でキャプチャされます。

1. CONFIGURE SOURCE OF SPAN TRAFFIC
DS1# monitor session 2 source interface Gi2/4, Gi2/5

2. CONFIGURE NAM DATA PORT AS A DESTINATION TO SPAN TRAFFIC
DS1# monitor session 2 destination analysis-module 9 data-port 2

3. VERIFY SPAN CONFIGURATION
DS1# show monitor session 2
Session 2
---------
Type                   : Local Session
Source Ports           :
    Both               : Gi2/4 Gi2/5
Destination Ports      : analysis-module 9 data-port 2

コア ルータ CR2 と分散スイッチ DS2 の第 2 の NAM-2 にも同様の構成を適用できます。

9.23.2  データセンター導入シナリオ 2
図 9-84 は、WAAS データセンター導入シナリオ 2 のコンテキストでの NAM-2 モニタリング セット

アップ オプションを示しています。前述同様に、WCCP はトラフィックを WAAS にリダイレクトし、

1 つの NAM-2 が 2 つのデータ ポートを使用して、WAN セグメントとサーバ セグメントを同時に監視

します。

図 9-84 データセンター導入シナリオ 2 の NAM-2 監視構成

前述のシナリオと同様、ローカル SPAN または VACL を使用して、アクセス リンクでサーバ セグメン

トを監視できます。WAN セグメントの監視には、ERSPAN または NetFlow データ エクスポートを使

用できます。データセンター コア ルータが Cisco 7200 シリーズの場合、WAN 側のモニタリングに使

用できるオプションは、NetFlow データ エクスポートだけになります。
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9.23.3  サーバ セグメントのモニタリング

データセンター 導入シナリオ 1 と同様、推奨オプションは、ローカル SPAN を使用して、L2 VLAN で
トラフィックをキャプチャする方法です。別の方法として、VACL を使用することもできます。前述

の導入シナリオの構成例を参照してください。

9.23.4  WAN セグメントのモニタリング

データセンター導入シナリオ 1 と同様、WAN セグメントのモニタリングで推奨される方法は、コア 
ルータからディストリビューションレイヤの Catalyst 6000 シリーズ スイッチの NAM-2 に NetFlow 
データをエクスポートする方法です。前述の導入シナリオの構成例を参照してください。

この導入シナリオでは、別の方法として ERSPAN を使用します。ERSPAN は、Catalyst 6000 シリー

ズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータ上の IOS Release 12.2(18)SXE 以降でのみ使用できま

す。ERSPAN の欠点は、コア レイヤ ルータとディストリビューションレイヤ スイッチの間に余分なト

ラフィックを生成してしまう点です。

次のコードは、コア ルータと分散スイッチのサンプル構成です。図 9-85 は、構成で使用されるネット

ワークです。 初に、コア ルータ 7200-1 に ERSPAN トラフィック ソースを構成する必要があります。

図 9-85 ERSPAN 構成例

1. CONFIGURE SOURCE OF SPAN TRAFFIC ON CORE ROUTER CR1
monitor session 3 type erspan-source
 source interface Gi0/2
 source interface Gi0/3
 destination
  erspan-id 101
  ip address 10.0.3.10
  origin ip address 10.0.3.20
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!

ERSPAN トラフィック ソースの構成後、分散スイッチで ERSPAN トラフィックを NAM-2 にリダイレ

クトする必要があります。分散スイッチ DS1 で同じ erspan-id が使用されている点に注意してくださ

い。

2. CONFIGURE DESTINATION OF ERSPAN TRAFFIC ON DISTRIBUTION CAT6K SWITCH DS1
monitor session 3 type erspan-destination
 destination analysis-module 9 data-port 2
 source
  erspan-id 101
  ip address 10.0.3.10
!

コア ルータ CR2 と分散スイッチ DS2 の第 2 の NAM-2 にも同様の構成を適用できます。

9.23.5  NAM-2 展開上の注意事項

 • NAM-2 データ ポートを 2 つの異なる SPAN セッションに使用することはできません。

 • NAM-2 データ ポートは、SPAN または VACL の宛先として使用できます。

 • NAM-2 は、同じ SPAN セッション内で VLAN 別に測定を分割し、別々にレポートを生成できま

す。ただし、NAM-2 は、同じ SPAN セッション内の測定をポート別に分割することはできませ

ん。

 • NAM-2 への NetFlow データ エクスポートでは、応答時間メトリックはサポートされません。ト

ラフィック メトリックのみ使用可能です。

9.24  使用例 1：トラブルシューティング
この使用例では、データセンターで NAM-2 を使用し、WAN およびアプリケーション 適化に関連す

るパフォーマンス問題のトラブルシューティングを中心に説明します。

次の使用例では、テスト ラボで展開された実装について説明します。この使用例では、WAN およびア

プリケーション 適化ソリューションが現実世界のシナリオでどのように機能するかについて説明しま

す。ただし、この使用例は実際のパフォーマンスや実際の環境における動作を示すことを意図したもの

ではありません。

9.24.1  目的

データセンターで NAM-2 を使用し、WAN およびアプリケーション 適化に関連するパフォーマンス

問題をトラブルシューティングすること。

9.24.2  前提条件

1. WAAS および新しい QoS ポリシーが展開されています。

2. NAM-2 はデータセンター Catalyst 6000 シリーズ分散スイッチに展開されています。

3. NAM-2 は、DATA PORT 1 で SPAN または VACL を使用してサーバ セグメントを監視します。

4. NAM-2 は、DATA PORT 2 で SPAN を使用して WAN セグメントを監視します。
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5. NAM-2 は、NetFlow データ エクスポートを使用して、データセンターの WAN リンクを監視しま

す。

9.24.3  使用例

次の使用例では、WAN およびアプリケーション 適化に関連するアプリケーションのパフォーマンス

問題のトラブルシューティングに便利な NAM の能力と機能について説明します。

ある多国籍企業は、 近 IT サービスとアプリケーションを前より少ないデータセンターに統合し、コ

ストを削減しました。リモート ブランチ オフィスから重要なビジネス アプリケーションを十分なパ

フォーマンスで使用できるようにするため、企業は WAAS を導入し、WAN およびアプリケーション

適化を実行しました。WAAS の導入後、ブランチ オフィスからの WAN トラフィックは 60% 以上減

少し、アプリケーション パフォーマンスは、遅延や限られた帯域幅の影響を受けなくなりました。

導入の 2 か月後、IT サポートは、リモート ブランチ オフィスのユーザから Web ベースの重要なビジ

ネス アプリケーションの応答時間が遅いという苦情の電話を受けました。企業のデータセンターには 
NAM も導入されていたため、IT サポートは、リアルタイム トラフィックを監視し、問題を切り分け

て解決するための優れたツールを使用できます。

データセンターとリモート ブランチ オフィスは、2 つの SP ネットワーク（SP-A と SP-B）のマルチ

ホームで接続されています。SP-A ネットワークは、ビジネスクリティカル アプリケーションに対応

し、厳密な SLA があります。SP-B ネットワークは SLA のないベストエフォート トラフィックです。

そのため、重要なビジネス アプリケーションは SP-A ネットワークで実行されています。企業はこの

ネットワークを Cisco IP SLA を使用して監視しています。

9.24.4  使用例ワークフロー

IT サポートは、 初にクライアント IP アドレス（10.0.1.10）を特定してから、NAM-2 を使用して次

の手順で問題をトラブルシューティングします。

手順 1 NAM を使用して、ユーザ カンバセーションを中心に分析し、リモート ブランチのユーザがどのアプ

リケーションおよびサーバを使用しているかを特定します。

1. Monitor > Conversations > Application Hosts に移動します。

2. ユーザ IP アドレスを使用してカンバセーションをフィルタリングし、アプリケーション（HTTP）
とサーバ IP アドレス（10.3.1.10）を特定します。

ユーザ アプリケーションとサーバが特定されました。
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図 9-86 リモート ブランチのユーザ カンバセーションの特定

次の手順は、問題の切り分けです。問題がサーバ セグメントで発生しているのか、WAN セグメントで

発生しているのかを特定します。

手順 2 （サーバ セグメント）カンバセーション固有のアプリケーション遅延（つまり SRT）メトリックをリア

ルタイム モニタ モードでチェックし、サーバ アプリケーションの応答が遅れているかどうかを確認し

ます。

1. Monitor > Conversations > Application Hosts に移動します。

2. ユーザ IP アドレスを使用してカンバセーションをフィルタリングし、アプリケーション（HTTP）
とサーバ IP アドレス（10.3.1.10）を特定します。

図 9-87 に示すように、アプリケーション遅延の問題はありません。サーバ問題は除外できます。次の

手順は、ネットワーク問題の調査です。
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図 9-87 特定のカンバセーションのアプリケーション遅延のチェック

手順 3 （サーバ セグメント）カンバセーション固有のネットワーク遅延をチェックします。サーバ ネットワー

ク遅延をチェックします。長い遅延がネットワークのサーバ側で発生しているかどうかを確認します。

クライアント ネットワーク遅延をチェックします。長い遅延がネットワークのクライアント側で発生

しているかどうかを確認します。

1. Monitor > Response Time > Server/Client Network に移動します。

2. サーバ セグメント（DATA PORT 1）に焦点を当てます。

3. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）を使用してカンバセーションをフィルタリングします。

4. SND メトリックと CND メトリックをチェックします。

図 9-88 に示すように、サーバ ネットワークに問題は見られませんが、カンバセーションのクライアン

ト ネットワークの遅延は、SP-A ネットワークの SLA を超過しています。
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図 9-88 特定のカンバセーションのネットワーク遅延のチェック

次にクライアント ネットワーク遅延（CND）が一定して SLA を超過しているかどうかを検証する必要

があります。一定している場合は、ルーティング問題または SP に問題が発生している可能性がありま

す。不規則な場合は、輻輳によってカンバセーションのパケットが遅延していた可能性があります。

手順 4 （サーバ セグメント）不当に長い CND の原因がネットワーク輻輳であるかどうかを判別するレポート

を生成します。

手順 2 のリアルタイム ウィンドウで、特定のカンバセーションをクリックしてから、Report をクリッ

クして、カンバセーションのサーバ ネットワーク遅延、CND、およびアプリケーション遅延の履歴レ

ポートを作成します。図 9-89 にその結果を示します。
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図 9-89 特定のカンバセーションの履歴レポートの作成

また、WAAS によってカンバセーションが 適化されているかどうかもチェックする必要があります。

手順 5 （サーバおよび WAN セグメント）リアルタイム レポートを使用して、WAAS がカンバセーションを

適化しているかどうかをチェックします。WAN セグメントとサーバ セグメントのトラフィック量を比

較して、WAN セグメントにトラフィックの減少が見られるかどうかをチェックします。

1. Monitor > Conversations > Network Hosts に移動します。

2. データ ソースをサーバ セグメント（DATA PORT 1）に変更します。

3. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）を使用して、カンバセーションをフィルタリングします。

4. 特定のカンバセーションをクリックしてから、Real-Time をクリックします（ウィンドウを閉じ

ないでください）。

5. Monitor > Conversations > Network Hosts でデータ ソースを WAN セグメント（DATA PORT 
2）に変更します。

6. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）を使用して、カンバセーションをフィルタリングします。

7. カンバセーションをクリックしてから、Real-Time をクリックします（ウィンドウを閉じないで

ください）。

8. WAN セグメントとサーバ セグメントのトラフィック量をリアルタイム ウィンドウで表示して、前

の手順の結果と比較します。WAN セグメントでトラフィックが減少しているかどうかをチェック

します。

この例では、図 9-90 に示すように WAN セグメントで帯域幅の軽減が見られたため、WAAS はカンバ

セーションを 適化していると考えられます。
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図 9-90 WAAS が WAN トラフィックを軽減しているかどうかのチェック

WAAS 適化を確認するには、このカンバセーションの履歴レポートを作成し、WAAS によって 適

化されているかどうかを判断します。

手順 6 （サーバおよび WAN セグメント）カンバセーションの WAAS トラフィック量を監視するレポートを構

成します。

1. Monitor > Conversations > Network Hosts に移動します。

2. データ ソースをサーバ セグメント（DATA PORT 1）に変更します。

3. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）を使用して、カンバセーションをフィルタリングします。

4. 特定のカンバセーションをクリックしてから Report をクリックします。

5. Monitor > Conversations > Network Hosts でデータ ソースを WAN セグメント（DATA PORT 
2）に変更します。

6. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）を使用して、カンバセーションをフィルタリングします。

7. カンバセーションを選択してから Report をクリックします。
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手順 6 で生成したレポートは、手順 5 のリアルタイム ビューに表示された結果を確認するために使用

します。

手順 7 アプリケーションに数回アクセスするようユーザに依頼します。

ユーザによって生成されたトラフィックが手順 4 ～ 6 でセットアップした履歴レポートにキャプチャさ

れます。

次に、データセンターとブランチ セッションで WAN リンクの輻輳をチェックします。

手順 8 （WAN セグメント）レポートがデータを収集している間、データセンターの WAN リンクが輻輳して

いるかどうかをチェックします。

1. Monitor > DiffServ > Traffic Stats に移動します。

2. データ ソース プロファイルを SP-A データセンター WAN リンクの NetFlow データ エクスポート

（NDE-DC-WANLinkIn/NDE-DC-WANLinkOut）に変更します。

3. 集約クラス別にトラフィックをチェックします。

図 9-91 に示すように、SP-A データセンター  WAN リンクに輻輳は見られません。

図 9-91 データセンター WAN リンクの輻輳のチェック

手順 9 （WAN セグメント）ブランチ オフィスの SP-A WAN リンクが輻輳しているかどうかをチェックしま

す。

コマンドライン インターフェイスを使用してルータをチェックするか、サードパーティ製ツールを使

用するか、データセンターで NAM-2 への NetFlow エクスポートを構成して、次の手順に従います。

1. Monitor > DiffServ > Traffic Stats に移動します。

2. データ ソース プロファイルをブランチ オフィス WAN リンクの NetFlow データ エクスポート

（NDE-B1-WANLinkIn/NDE-B1-WANLinkOut）に変更します。

3. 集約クラス別にトラフィックをチェックします。
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図 9-92 に示すように、SP-A ブランチ サイト WAN リンクに輻輳は見られません。

図 9-92 リモート サイト WAN リンクの輻輳のチェック

履歴レポートをレビューして、リアルタイム ビュー メトリックを確認します。

手順 10（サーバ セグメント）手順 4 ～ 6 でセットアップしたカンバセーション固有の履歴レポートを確認しま

す。ネットワーク遅延（SND と CND）を SP-A ネットワークの IP SLA レポートと比較します。

1. Reports > Basic Reports に移動します。

2. Type：Response Type と Source (DATA PORT 1) を選択します。

3. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）を使用して、カンバセーションをフィルタリングします。

4. ユーザ カンバセーションの Application Delay、Server Network Delay、および Client Network 
Delay Reports をクリックします。

図 9-93 は、CND と SND（160ms）が SP-A ネットワークの IP SLA レポート値（80ms）より大幅に

長くなっていることを示しています。これは、カンバセーションが誤った WAN リンクにルーティング

されている可能性を示唆しています。
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図 9-93 特定のカンバセーションのネットワーク遅延履歴レポート

次に、サーバ セグメントと WAN セグメントの特定のカンバセーションの帯域幅を比較します。

1. Reports > Basic Reports に移動します。

2. Type: Conversation を選択し、Source: Server Segment (DATA PORT 1) でフィルタリングしま

す。

3. ユーザ カンバセーションのレポートをクリックします。

4. Type: Conversation を選択し、Source: WAN Segment (DATA PORT 2) でフィルタリングしま

す。

5. ユーザ カンバセーションのレポートをクリックします。

6. サーバ セグメントと WAN セグメントのカンバセーション レポートを比較します。

図 9-94 と 図 9-95 のレポートは、サーバ セグメントのカンバセーション トラフィック（18KB/s）が 
WAN セグメントのトラフィック（5KB/s）より大幅に大きくなっていることを示しています。これに

より、WAAS がカンバセーション トラフィックを 適化していることが確認できます。
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図 9-94 サーバ セグメント トラフィックの履歴レポート

図 9-95 WAN セグメント トラフィックの履歴レポート
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手順 11（WAN セグメント）このカンバセーションについて、ブランチ サイトでどの WAN リンクが使用され

ているかをチェックします。

1. Monitor > Conversations > Application Hosts に移動します。

2. データ ソース プロファイルをデータセンター WAN リンクの NetFlow データ エクスポートに変更

します（ 

NDE-DC-WANLinkIn/NDE-DC-WANLinkOut/NDE-DC-SPB-IN/NDE-DC-SPB-OUT）。

3. ユーザ IP アドレス（10.0.1.10）でフィルタリングします。

カンバセーションは、NDE-DC-SPB-IN と NDE-DC-WANLinkOut に表示されています（図 9-96 を参

照）。

図 9-96 データセンター WAN リンクのカンバセーションの表示

このカンバセーションのデータセンターとブランチの間のトラフィックが本来そうであるべき SP-A で
はなく、SP-B が使用されていることが明らかになりました。問題を追跡すると、マルチホーム データ

センター ルータのロード バランシング ポリシー構成の誤記であることがわかりました。

解決策は次のとおりです。

 • 短期：データセンター ルータのロード バランシング ポリシーを修正し、すべてのビジネスクリ

ティカル アプリケーションが SP-A 経由でルーティングされることを確認します。

 • 長期：PfR を使用して、ダイナミック ロード バランシングで、ビジネスクリティカル アプリケー

ションが 適パスに転送されるようにすることをお勧めします。
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9.25  使用例 2：カンバセーション分析
この使用例では、NAM のトラフィック量、応答時間履歴レポート、リアルタイム モニタリングを使用

して、WAAS と QoS を展開する場所を決定し、WAN およびアプリケーション 適化の効果を検証す

る方法について説明します。

この使用例では、テスト ラボで展開された実装について説明します。この使用例では、WAN およびア

プリケーション 適化ソリューションが現実世界のシナリオでどのように機能するかについて説明しま

す。ただし、この使用例は実際のパフォーマンスや実際の環境における動作を示すことを意図したもの

ではありません。

9.25.1  目的

NAM のトラフィック量、応答時間履歴レポート、リアルタイム モニタリングを次の目的に使用しま

す。

 • WAAS および QoS ポリシーの展開場所の決定（WAN およびアプリケーション 適化の導入前：

シナリオ A）

 • WAN およびアプリケーション 適化の効果の検証（導入中：シナリオ B）

NAM の上位 N 位レポートは、特定のカンバセーションを対象として、必要な分析の履歴レポートを生

成するために使用します。

シナリオ A では WAAS は導入されておらず、シナリオ B では WAAS が導入されているものとします。

9.25.2  前提条件 
1. NAM-2 はデータセンター Catalyst 6000 シリーズ分散スイッチに展開されています。

2. NAM-2 は、SPAN または VACL を使用して、DATA PORT 1 でサーバ セグメントを監視します。

3. NAM-2 は SPAN を使用して、DATA PORT 2 で WAN セグメントを監視します。

9.25.3  使用例

シナリオ A：ある多国籍企業は、WAN およびアプリケーション 適化の導入について検討しており、

WAN およびアプリケーション 適化が も効果的なサイトを特定する必要があります。

シナリオ B：シナリオ A の多国籍企業は、WAN およびアプリケーション 適化の試験導入を開始しま

した。試験導入時、WAAS は 11 月 15 日午前 9 時 45 分に展開され、パフォーマンスが劣悪だったリ

モート サイトの 適化を開始しました。お客様は NAM を使用して、WAAS によってアプリケーショ

ン サービス配信が改善されたことを証明し、その結果、他のリモート サイトにも WAAS を導入する考

えを示しました。
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9.25.4  使用例ワークフロー

9.25.4.1  シナリオ A

手順 1 （シナリオ A）図 9-97 に示すように上位アプリケーションの履歴レポートを作成します。これによって

ネットワークで実行されている上位アプリケーションを特定します。これはブランチ サイト別に分析

することはできませんが、WAN およびアプリケーション 適化を使用した改善の適用範囲を確認する

ことができます。

図 9-97 上位アプリケーション

手順 2 （シナリオ A）（アプリケーション レイヤを含む）上位カンバセーションの履歴レポートを作成します

（図 9-98 を参照）。これは上位アプリケーション カンバセーションを特定し、トラフィック量を示すの

に役立ちます（図 9-99 を参照）。上位アプリケーション カンバセーションでは、上位 50 位までのカン

バセーションが表示されます。この情報に基づいて、量の観点から も活発なブランチ サイトとアプ

リケーションを特定します。
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図 9-98 カンバセーション レポート作成ダイアログ
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図 9-99 上位カンバセーション

手順 3 （シナリオ A）24 時間または 7 日間に渡って応答時間をモニタリングするよう設定し、リアルタイム 
ビューを使用して、TopN ART メトリックを表示し、問題のあるカンバセーションを特定します。

図 9-100 平均および最大トランザクション時間が上位 N 位のカンバセーション

たとえば、図 9-100 は、ネットワーク 10.2.0.0/8 とサーバ 10.3.0.11 および 10.3.0.10 の間のすべての

通信で平均トランザクション時間が も長いカンバセーションの上位を示しています。

手順 4 （シナリオ A）手順 2 と 3 で特定されたカンバセーションの応答時間履歴レポートをセットアップしま

す（図 9-101 を参照）。
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図 9-101 平均トランザクション時間履歴レポート

手順 5 （シナリオ A）手順 2 と 3 で特定されたカンバセーションをサーバ セグメント（DATA PORT 1）で監

視するカンバセーション量履歴レポートをセットアップします。

レポートのセットアップ後、特定の期間（1 週間など）データを収集してから、IT 部門がそれを調査し

ます。生成されたレポートに基づいて、応答時間が長かったアプリケーションおよびブランチ サイト

を特定し、WAAS を展開する場所を決定できます。

9.25.4.2  シナリオ B
WAAS の展開中、次のように NAM を使用して WAAS の効果を検証できます。

WAAS をオンにする前：

手順 1 （シナリオ B）手順 5 ではカンバセーションのカンバセーション量履歴レポートをセットアップしまし

たが、今度は WAN セグメント（DATA PORT 2）を監視します。

これで WAAS の両側が NAM-2 によって監視されます。

WAAS をオンにした後：

手順 2 （シナリオ B）手順 4 でセットアップしたカンバセーションの応答時間履歴レポートを確認します。

WAAS で 適化されたアプリケーションは応答時間が改善されているはずです（図 9-102 を参照）。
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図 9-102 WAAS 前後のカンバセーション トランザクション時間
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手順 3 （シナリオ B）手順 5 と 6 でセットアップしたカンバセーションのカンバセーション量履歴レポートを

確認します。WAAS で 適化されたアプリケーションは、WAN セグメントのトラフィック量が減少し

ているはずです（図 9-103 を参照）。

図 9-103 WAN セグメントのカンバセーション トラフィック量

9.25.5  展開上の注意事項

次の展開上の注意事項は、NetQoS および Cisco NAM に適用されます。

 • ディストリビューションレイヤでサーバ ロード バランシング（SLB）または SSL オフロードが行

われている場合（ACE の使用など）、WAN セグメントで観測されるトラフィックは、SLB/SSL オ
フローダの仮想 IP アドレス（VIP）を示しています。一方、サーバ セグメントのトラフィックは、

使用されているサーバの実際の IP アドレスを示しています。これにより、WAN セグメントのトラ

フィックとサーバ セグメントのトラフィックを関連付けるのが困難になります。

 • ディストリビューションレイヤに FWSM が存在する場合、WAN セグメントは、FWSM が DC 着
信トラフィックをブロックする前に、それを捕捉します。同様に、LAN セグメントは、FWSM が 
DC 発信トラフィックをブロックする前に、それを捕捉します。これにより、LAN セグメントと 
WAN セグメントのトラフィック量の不一致が生じます。

 • Catalyst 6000 シリーズでは、SPAN セッションの数が 2 つに制限されています。ただし、各セッ

ションは複数の発信元と宛先を持つことができます。たとえば、NetQoS と NAM-2 がサーバ セグ

メントで単一の SPAN セッションを共有することができます。

 • PFC3 上の IOS リリース 12.2(18) SXE 以降のリリースでは、各ローカル SPAN/RSPAN/ERSPAN 
セッションにつき 128 個の発信元、各ローカル SPAN セッションにつき 64 個の宛先がサポートさ

れています。『Catalyst 6500 Release 12.2SXF Software Configuration Guide』の「Configuring 
Local SPAN, Remote SPAN (RSPAN), and Encapsulated RSPAN」を参照してください。
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 • SPAN セッションは、VLAN またはポートをデータ ソースにすることができますが、同じセッ

ションで両者を同時に使用することはできません。そのため、1 つの SPAN セッションが WAN セ
グメントとサーバ セグメントの両方を監視することはできません。別の SPAN または VACL セッ

ションが必要になります。

 • サポートされている NetFlow データ エクスポートの宛先は 2 つだけです。NetFlow データを 
NAM-2 および NetQoS Reporter Analyzer にエクスポートした場合、NetFlow データを他の宛先に

エクスポートすることはできません。この制限を回避するには、フロー レプリケータを使用しま

す。

 • NAM-2 と NetQoS には 1Gb/s のキャパシティ制限があります。

9.26  参考資料
1. 『Enterprise Branch Wide Area Application Services Design Guide』

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns377/c649/ccmigration_09186a008081c
7da.pdf

2. 『Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide』
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND
-Book.html

3. 『Transport Diversity: PfR Design Guide』
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns483/c649/ccmigration_09186a008094e
673.pdf

4. 『Enterprise Branch Security Design Guide』
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a0080759
3b6.pdf

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns377/c649/ccmigration_09186a008081c7da.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND-Book.html
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns483/c649/ccmigration_09186a008094e673.pdf
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a00807593b6.pdf
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