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はじめに
この項では『Cisco Prime ネットワーク解析モジュール User Guide』の目的、対象読者、表記法、お
よびマニュアルの構成について説明し、Cisco Prime NAM ソフトウェアのマニュアルに関する一般情
報を提供します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「章の概要」（P.ix）
• 「対象読者」（P.x）
• 「表記法」（P.x）
• 「通告」（P.xi）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xi）

Prime NAM がサポートするプラットフォームのリストについては、『Cisco Prime Network Analysis
At-a-Glance』を参照してください。

章の概要
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
表 1

マニュアルの構成

章

タイトル

説明

第 1章

Cisco Prime NAM の導

Prime NAM および NAM を導入する場所のほか、パ

入

フォーマンス目標を認識およびリストし、ネットワーク
パフォーマンス メトリックのベースラインを作成し、ア
ラーム、syslog、トラップ、電子メール アラートを使用し
てポリシーを適用する方法などのワークフローの概要。

Cisco NAM ネットワー

パフォーマンスと最適化の目標を解決するためのネット
ワークの計画と準備に関する情報。

第2章

ク導入の計画
第 3章

Cisco Prime NAM の
セットアップ

Prime NAM を起動した後にユーザが実行する必要がある
最初の手順。

第4章

トラフィックのモニタリ
ングと分析

各種データを表示およびモニタリングするためのオプショ
ン。

第5章

パケット データのキャプ パケット データのキャプチャ、フィルタリング、復号化
チャとデコード
に向けた複数セッションの設定方法、ファイル制御システ
ムのデータ管理方法、パケットの内容の表示方法。
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表 1

マニュアルの構成 （続き）

章

タイトル

説明

第6章

ネットワークの管理

ユーザとシステムの管理作業を実行する方法およびテクニ
カル サポートを受けるために診断情報を生成する方法。

第7章

NAM の導入

Prime NAM 導入のシナリオおよびそれらを理解するため
に必要な詳細。

付録 A

「ネットワークおよび
NAM の問題のトラブル
シューティング」

Prime NAM の使用中に発生する可能性がある一般的な問
題。

シスコのマニュアルおよびその他の資料は、オンラインで利用するか、製品に同梱されている
CD-ROM パッケージとして注文することができます。Documentation CD-ROM、は Cisco Connection
ファミリのメンバーで、毎月更新されます。したがって、印刷されたドキュメントより最新である可能
性があります。Documentation CD-ROM の追加コピーを注文するには、営業担当者にお問い合わせい
ただくか、カスタマー サービスまでお問い合わせください。この CD-ROM パッケージは、単独パッ
ケージまたは年間契約で入手することができます。

対象読者
このマニュアルは、主にネットワーク解析モジュール（NAM）を設定して、ネットワーク セグメント
上のトラフィックをモニタリングし、新たに発生する問題を分析する必要があるネットワーク管理者を
対象としています。ネットワーク管理者として、次の項目について理解しておく必要があります。

• インターネットワーキングで使用される基本的な概念と用語。
• ネットワーク トポロジとプロトコル
• 基本的な UNIX コマンドまたは基本的な Windows 操作

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

boldface

コマンドおよびキーワード。

italic

ユーザによるコマンド入力

[

角カッコ内の要素は、省略可能です。

]

{x|x|x}

選択すべきキーワード（x の部分）は、波カッコで囲み、縦棒で区切って
表します。いずれか 1 つを必ず選択します。

^ または Ctrl

Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl-D と表記されている場
合、Ctrl キーを押さえながら D キーを押します。

screen フォント

画面に表示される情報の例を表します。

太字の screen フォント

入力が必要な情報の例

italic screen

<

>

font

入力が必要な変数の例
パスワードのように、出力されない文字は、かぎカッコ（<>）で囲んで
示しています。
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表記法

説明

[

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

]

[Option] > [Network
Preferences]

メニュー項目の選択

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

通告
『Cisco Prime Network Analysis Module Third Party and Open Source Copyright Notices』には、Prime
NAM で使用されるオープン ソース ソフトウェアのライセンスおよび通知が含まれています。Prime
NAM には、OpenSSL ツールキット（http://www.openssl.org）の使用に向けて OpenSSL プロジェク
トで開発されたソフトウェアが含まれています。このマニュアルは、Prime NAM 技術マニュアルと共
に www.cisco.com から入手できます。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、『What's
New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を提
供するもので、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用すると、コ
ンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。RSS フィードは無料のサービスです。
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Cisco Prime NAM の導入
Cisco Prime ネットワーク解析モジュール（Prime NAM）ソフトウェアは、フロー ベースおよびパ
ケット ベースの分析を組み合わせてトラフィック分析ツール セットにするネットワーク管理ツールで
す。Prime NAMNAM は、アプリケーション、ホスト、および会話のトラフィック分析から、アプリ
ケーション、サーバ、およびネットワーク遅延のパフォーマンスベースの測定や、Voice over IP (VoIP)
やビデオなどのネットワークベースのサービスのエクスペリエンス メトリック、さらには問題分析に
使用できます。
この章では、ユーザ ワークフロー タスクを Prime NAM Web インターフェイスに従って行う方法を示
します。高レベルのタスクの詳細およびそれらをユーザ インターフェイスにマッピングする方法につ
いては、表 1-1 を参照してください。
表 1-1

タスク エリア
計画および準備

Prime NAM のタスク エリア

メニューのマッピン
グ
タスクの説明

[Setup] メニュー

ネットワークのパフォーマンス目標のリストを作成し
ます。求められる応答時間の目標および上限、求めら
れる MOS 値の範囲、各アプリケーションの帯域幅の
使用量、重要な WAN リンクの使用率などを設定しま
す。

使用者
ネットワーク エンジ
ニア、設計者、およ
びアーキテクト

「Cisco NAM ネットワーク導入の計画」（P.2-1）を参
照してください。
展開

[Setup] および
[Admin] メニュー

論理ネットワーク境界の入力ポイントまたは出力ポイ
ントにあたる場所（集約レイヤ、コア、キャンパス
エッジなど）を決定します。これらは、いずれも、そ
のパーティション内部におけるネットワークの動作を
監視するうえで有効です。

ネットワーク エンジ
ニア、設計者、およ
びアーキテクト

アプリケーション、アプリケーションごとの帯域幅、
上位のカンバセーションおよびホスト、ネットワーク
で使用される QoS の値、認識されないプロトコル、現
在のサーバおよびエンドツーエンドの応答時間測定値
など、現在の基準となるメトリックを設定します。

NAM とデータを共有するようにデバイスを設定しま
す。管理対象デバイスおよびデータ ソースを設定しま
す。
「Cisco Prime NAM のセットアップ」（P.3-1）を参照
してください。
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表 1-1

タスク エリア
監視および分析

Cisco Prime NAM の導入

Prime NAM のタスク エリア （続き）

メニューのマッピン
グ
タスクの説明

使用者

[Home]、
[Capture]、
[Analyze] および
[Monitor] メニュー

ネットワーク エンジ
ニア、NOC オペレー
タ、サービス オペ
レータ

ダッシュボードを表示します。これは、デバイス、パ
フォーマンス情報、およびとさまざまなインシデント
のクイック ビューを提供します。特定のネットワーク
トラフィックを監視し、問題をトラブルシューティン
グするときに、インタラクティブ レポートを使用して
データをフィルタリングします。
日単位でネットワークをモニタし、ネットワーク デバ
イス モニタリング、インベントリおよび設定管理のほ
か、トラブルシューティングに関連する他の毎日の操
作または臨時の操作を実行します。
アラーム、syslog、トラップ、および電子メール ア
ラートを使用して、ポリシーを適用します。
企業規模のネットワーク管理ツールおよびモニタリン
グ アプリケーションを設定して、NAM からのアラー
トを受信できるようにします。
「トラフィックのモニタリングと分析」（P.4-1）および
「パケット データのキャプチャとデコード」（P.5-1）を
参照してください。

[Administer] メ

管理

ニュー

システム コンフィギュレーションの設定とデータ収集
の設定を指定し、アクセス コントロールを管理しま
す。

ネットワーク エンジ
ニア

「ネットワークの管理」（P.6-1）を参照してください。
トラブルシュー
ティング

[Capture]、
[Analyze] および
[Monitor] メニュー

ログイン問題および無応答を含む NAM の一般的な問
題を解決し、エラー メッセージおよび Prime NAM の
動作問題を理解します。Prime NAM を使用してネッ
トワークの問題をトラブルシューティングします。

ネットワーク エンジ
ニア、NOC オペレー
タ、サービス オペ
レータ

「ネットワークおよび NAM の問題のトラブルシュー
ティング」（P.A-1）を参照してください。
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Cisco NAM ネットワーク導入の計画
この章では、パフォーマンスと最適化の目標を解決するために、ネットワークへの NAM の導入を計画
および準備する方法について説明します。
この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco NAM プラットフォームの概要」（P.2-1）
• 「ネットワークのパフォーマンス管理のライフサイクルの理解」（P.2-1）
• 「Prime NAM を使用してネットワークの問題を解決する方法」（P.2-3）
• 「ネットワークにおける NAM の導入場所」（P.2-4）

Cisco NAM プラットフォームの概要
Cisco NAM モデルのポートフォリオは、メモリ、パフォーマンス、ディスク サイズ、および他の機能
の点で異なります。したがって、一部のモデルでは新機能（キャプチャに割り当てられたメモリ容量な
ど）が使用できます。
このガイドを通して、特定のプラットフォームにのみ適用される一部の機能を説明した（注）がある場
合があります。（注）がない場合、その機能または点はすべての Cisco NAM プラットフォームに適用
されます。
特定のプラットフォームを導入できる場所に関する詳細については、「ネットワークにおける NAM の
導入場所」（P.2-4）または Cisco.com を参照してください。

Cisco NAM モデルおよびその機能の一覧については、Cisco.com の Products & Services でデータ シー
トを参照してください。
メモリ、パフォーマンス、ディスク サイズ、およびその他の機能の詳細については、『NAM
Compatibility Matrix』を参照してください。

ネットワークのパフォーマンス管理のライフサイクルの理解
いずれのネットワークにおいても、管理者は正常時の動作パターンと異常時の動作パターンを規定する
必要があります。これらを規定した後は、ネットワークを正常な状態に維持すること、およびネット
ワークに異常事態が発生しないよう必要な措置を講じることが目標となります。停電などの異常事態が
発生した場合は、さまざまなツールを利用してその問題点の特定および解決を迅速に行う必要がありま
す。
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Cisco NAM ネットワーク導入の計画

ネットワークのパフォーマンス管理のライフサイクルの理解

図 2-1

ネットワークのパフォーマンス管理のライフサイクル

図 2-1 は、ネットワークのパフォーマンス管理のライフサイクルと、その図の中心に運用管理サイクル
を示しています。この運用管理サイクルにより、ネットワーが正常な状態に維持されます。その他の 2
つのサイクルは、ネットワークを障害から復旧するプロセスおよびネットワークに対する変更を計画す
るプロセスを表しています。以下、パフォーマンス管理のライフサイクルの概略を記します。

1. ネットワークのパフォーマンスに関する目標を明確化する：求められる応答時間の上限および
MOS 値の範囲、各アプリケーションの帯域幅の使用量、重要な WAN リンクの使用率などを設定
する作業もこれに含まれます。これらの各メトリックの重要度は、個々のネットワークによって大
きく異なります。たとえば、ブランチが非常に多くメイン キャンパスの規模が小さい企業であれ
ば WAN の使用率が重要視されるのに対して、メイン キャンパスのほかに大きなブランチが 1 つし
かなく、その間でユーザがコラボレーション ツールを使用するような企業であれば、応答時間の
測定値などアプリケーション パフォーマンスに関するメトリックが重要視されることが予想され
ます。

2. 現在のネットワークのパフォーマンスについて基準となるメトリックを設定する：NAM では、ア
プリケーション、アプリケーションごとの帯域幅、上位のカンバセーションおよびホスト、ネット
ワークで使用される QoS の値、認識されないプロトコル、現在のサーバおよびエンドツーエンド
の応答時間測定値など、基準となるさまざまなメトリックを記録することができます。これらの測
定値は、手順 1 で設定した目標値に合致する場合もあれば、それを超える場合もあります。場合に
よっては、手順 1 で設定した目標値を再度確認し、微調整が必要かどうかを検証することも必要で
す（たとえば、WAN リンクの使用率は 80 % と十分許容できる数値であるのに対し、アプリケー
ション遅延の真の原因が、認識されていないトラフィックのバーストにあると推測されるとしま
す。この場合、WAN リンクの使用率についてはあまり気にせず、QoS 関連の問題により注意を払
うことになります）。

3. アラーム、syslog、トラップ、および電子メール アラートを使用したポリシーを適用する：NAM
では、電子メールによるアラート、トラップ、および syslog を使用できます。これらの機能は、
ネットワークが正常に機能していると見なされる状態（正常状態）の範囲を明確にする形で設定す
る必要があります。追跡されたメトリックの中に、ネットワークが正常状態にないことを示す値が
ある場合は、NAM を使用することにより、必要に応じてアラートを送信することができます。こ
れらの情報は NAM に保存され、すべてのアプリケーションで利用することができます。企業規模
のネットワーク管理ツールおよびモニタリング アプリケーションはいずれも、NAM からのアラー
トを受信できるように設定することが推奨されます。この設定により NAM はネットワークの監視
役として機能します。問題のあるホストについて事前に警告を発するほか、実際に問題が生じた場
合にはただちにトラブルシューティングを実施できます。
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Cisco NAM ネットワーク導入の計画
Prime NAM を使用してネットワークの問題を解決する方法

目標は、重要なネットワーク メトリックの値をすべて正常状態の範囲内に維持することにあります。
ネットワークの正常状態の範囲は常に実情を踏まえて判断されるべきものであり、ネットワークの質の
向上や規模の拡大に伴ってその範囲は変化します。したがって上記のライフサイクルは、ネットワーク
そのものや、ネットワークが正常に動作するうえで重要なメトリックを絶えず微調整するプロセスと言
えます。

Prime NAM を使用してネットワークの問題を解決する方法
Cisco Prime NAM ソフトウェアは、次の主なエリアに対処するのに役立ちます。
• ネットワーク層のトラフィック分析。Prime NAM は、どのアプリケーションがネットワーク上で
動作しているか、ネットワーク リソースがどれだけ消費されているか、誰がこれらのアプリケー
ションを使用しているかを特定する包括的なトラフィック分析を行います。Prime NAM ソフト
ウェアは、アプリケーション、ホスト、またはカンバセーションによりどのトラフィックを表示す
るかを示す豊富なレポート群を提供します。ダッシュボードの詳細については、「[Traffic
Summary] の使用方法」（P.4-1）から参照してください。

• アプリケーション応答時間 Prime NAM は、ある指定のサーバまたはクライアントの TCP ベース
のアプリケーションをパッシブ測定し、応答時間、ネットワーク フライト時間、トランザクショ
ン時間など幅広い統計情報を提供できます。

• WAN 最適化の認識。Prime NAM により、展開前と展開後のシナリオ向けに WAN トラフィック
を圧縮および最適化する WAN の最適化機能を理解できます。これは、最適化されたトラフィック
およびパススルー トラフィックに適用されます。

• 音声品質分析。Prime NAM は、音声およびビデオなどのリアルタイム アプリケーションのアプリ
ケーション パフォーマンスを実現します。Prime NAM は MOS を計算できるだけでなく、メディ
ア ストリームの RTP 分析を行います。「メディアの分析」（P.4-37）を参照してください。
• 高度なトラブルシューティング。Prime NAM は、ユーザ定義のしきい値に基づいてトリガーまた
は終了できる堅固なキャプチャ機能およびデコード機能を提供します。

• オープン インストルメンテーション。Prime NAM はメディエーションおよびインストルメンテー
ション製品オファリングであり、パートナー製品による使用が可能なだけでなく、顧客が作成した
独自のアプリケーションと連携できます。『Cisco Prime Network Analysis Module API
Programmer's Guide』のコピーについては、代理店へお問い合わせください。

Prime NAM は、次のような幅広いデータ ソースを分析することで、上記の機能を実現します。
• SPAN および RSPAN/ERSPAN などのポート ミラーリング テクノロジー。Prime NAM はイーサ
ネット、ファスト イーサネット、ギガビット イーサネット、トランク ポート、または Fast
EtherChannel SPAN、RSPAN、または ERSPAN ソース ポートといったソースからイーサネット
VLAN トラフィックを分析できます。
• VACL
• NetFlow データ エクスポート（NDE）。Prime NAM は管理対象デバイス（ルータ / スイッチ）か
らの NetFlow を分析します。
• WAAS
• SNMP
• パフォーマンス エージェント（PA）
• ネットワーク タップ デバイス。Cisco NAM アプライアンスだけに適用されます。

Prime NAM は、スイッチおよびルータから設定およびデータを取得する場合に SNMP をサウスバウン
ド インターフェイスとして使用します。Prime NAM は、データ オブジェクトのノースバウンド イン
ターフェイスとして Web サービスおよび NetFlow データ エクスポートを使用します。このソフトウェ
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アは引き続き、NAM での MIB-2 および IF-TABLE などベースラインとなる SNMP の管理性機能、お
よび Fault and Configuration Management オファリング（CiscoWorks LMS および Prime
Infrastructure など）の外部製品で使用できるヘルス ステータスおよびインターフェイス統計情報をサ
ポートします。

SPAN、RSPAN、および ERSPAN の詳細については、Cisco.com のプラットフォーム設定ガイドを参
照してください。各プラットフォームでサポートされるトラフィック ソースについては、互換性のマ
トリクスを参照してください。
表 2-1 に、Prime NAM モニタリングに使用されるトラフィック ソースの概要を示します。
表 2-1

Prime NAM モニタリングのためのトラフィック ソースの概要

LAN

トラフィック ソース

WAN

ポート

VLAN

ポート

Yes

Yes

Yes

該当なし

NetFlow データ エクスポート NDE Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

VACL キャプチャ

VLAN

（ローカル）

NetFlow データ エクスポート NDE Yes
（リモート）

SPAN

Yes

Yes

No

No

ERSPAN

Yes

Yes

No

No

ネットワークにおける NAM の導入場所
NAM は、さまざまなフォーム ファクタで利用できるため、導入に際しては高い柔軟性を発揮します。
同時に、利用可能な NAM は、ネットワークの状態に関するモニタリング、測定、およびレポートを行
う上で最も効果的な場所に導入する必要があります。論理ネットワーク境界の入力ポイントまたは出力
ポイントにあたる場所（集約レイヤ、コア、キャンパス エッジなど）はいずれも、そのパーティショ
ン内部におけるネットワークの動作を監視するうえで有効です。そのため NAM を導入する場所として
は通常、境界に位置するこうした場所が適しています。
図 2-2 は、NAM の導入に適したさまざまな場所を示したものです。アクセス レイヤおよびディストリ
ビューション レイヤ、データセンター、WAN エッジ、ブランチ オフィスはいずれも妥当な選択肢で
す。導入に際しては、当面の具体的な課題に即して判断してください。以下では、NAM の導入に適し
たネットワーク内の場所、およびそれぞれの場所で入手できる情報について説明します。

• データセンター：ここ数年、企業の間ではデータセンターの統合が共通の話題になっています。集
中管理型のデータセンターは、今や企業ネットワーク内における活動の中枢を担っています。コス
ト削減や IT 業務の一元化に役立っているほか、企業全体に渡って多種多様なサービスを実現して
います。このデータセンターに NAM を配置すれば、ビジネスに不可欠なアプリケーションやトラ
ンザクションを高度に可視化することができます。

• サーバ ファーム：サーバ ファーム（Web、FTP、ドメイン ネーム システム（DNS）など）やデー
タセンターの付近、あるいは IP テレフォニー デバイス（Cisco Unified Communications
Manager）、IP Phone、およびゲートウェイの付近に配置します。これらの場所に配置された Cisco
NAM は、サーバとクライアントとの間で行われる要求および応答のやり取りをモニタすることが
できるほか、IAP など詳細なトラフィック分析を行うことも可能です。
• キャンパスおよび WAN のエッジ：ここは、選択の対象として適している場合が非常に多い場所で
す。キャンパスを出入りするトラフィックを可視化することができます。キャンパスを出て WAN
上を転送されるストリームすべての音声品質は、この場所で一元的に測定することができます。
WAN は通常、帯域幅が最小のリンクであるため、遅延やジッターなどのコール メトリックについ
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ては、品質低下に関するモニタリングを厳重に行う必要があります。またこの場所は、WAN の使
用率や、NetFlow を使用するさまざまなブランチ ルータのヘルス メトリックを測定するのにも最
適です。WAN エッジに Cisco NAM を配置すると、オプティカル サービス モジュール（OSM）
インターフェイスまたは FlexWAN インターフェイスから WAN の統計情報を収集できるほか、
NetFlow 対応のリモート ルータ上で NetFlow パケットの統計情報を収集することもできます。こ
れにより、リンク、アプリケーション（プロトコル分布）、ホスト、およびカンバセーションに関
する使用率の統計情報を取得することができます。これらの情報は、データの傾向分析や容量計画
を行う際に有用です。

• ブランチ オフィス：ブランチ オフィス エッジに Cisco NAM を配置すると、リモート サイトで発
生した問題についてトラブルシューティングを行うことができます。この場所は、ブランチの境界
を通過するすべてのトラフィックを可視化する場合に適しています。本社の担当者は NAM GUI
を使用することで、問題のトラブルシューティングをリモートで実施できます。

• ディストリビューション レイヤ：ディストリビューション レイヤは通常、より小規模なネット
ワークから転送されたトラフィックが集約される場所です（ある企業の 3 つの建物から 1 つのディ
ストリビューション レイヤ スイッチに接続されるなど）。ディストリビューション レイヤに Cisco
NAM を配置すると、それらの建物に関するアプリケーションの傾向を可視化することができま
す。トラブルシューティング時は、エッジ NAM を使用して処理を開始した後、ディストリビュー
ション NAM にログインして問題点の特定および解決を行います。またこの場所は、RTP 音声スト
リームをキャプチャするのにも適しています。キャンパス内にある 1 つの建物で電話コールの品質
をモニタする必要がある場合は、集約レイヤを選択するのが適切です。このレイヤのスイッチは通
常、その建物内から発信されたコールをすべて「捕捉」します。

• アクセス レイヤ：アクセス レイヤはユーザに最も近いレイヤであり、NAM が配置されることは
あまりありません。ただし、ネットワーク トラフィックは数年で急速に増加するため、フロアご
とに Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチを配置するのが一般的になりつつあります。特に、全
社的な重要ミーティングや重要会議をはじめビジネスに不可欠な業務に使用されるこれらのアクセ
ス レイヤ スイッチにとっては、Cisco NAM が非常に有用となる場合があります。このレイヤで
も、IP Phone の厳重なモニタリングなどに利用するのが適しています。
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図 2-2

ネットワークにおける NAM の導入場所
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Cisco Prime NAM のセットアップ
この章では、インストールを行った後に実行する手順について説明します。自動的に開始する機能と
ユーザが実行する必要のある設定タスクについて説明します。
この章は、次の項で構成されています。

• 「コンフィギュレーションの概要」（P.3-2）
• 「トラフィック パラメータの設定」（P.3-6）
• 「アラームおよびアラームしきい値の設定」（P.3-40）
• 「エクスポートのスケジュール設定レポートの設定および管理」（P.3-53）
• 「デバイスのインターフェイスと状態の詳細へのアクセス」（P.3-55）
• 「ネットワーク パラメータの設定」（P.3-59）
• 「アプリケーションの識別の設定」（P.3-67）
• 「Prime NAM モニタリングの設定」（P.3-76）
製品をインストールして、設定し、ログインする方法については、特定の Cisco NAM プラットフォー
ムのインストレーション ガイドを参照してください。
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コンフィギュレーションの概要
表 3-1 では、実行可能な Prime NAM の基本的な設定手順を案内します。
これらは、その順序で実行する必要があるわけではなく、多くはオプションの機能です。
表 3-1

設定の概要

アクション

説明

Prime NAM

--

GUI メニュー
--

のインストール（NAM
5.x プラットフォーム
のアップグレードがサ
ポートされています）
管理対象デバイス情報
の設定

使用している NAM プラットフォームに応じて、 [Setup] > [Managed
管理対象デバイスの状態およびインターフェイス Device] > [Device
情報が、[Analyze] > [Managed Device] GUI に表 Information]
示されます。

ユーザ ガイドの場所
プラットフォーム固有の
インストールおよび設定
ガイド を参照してくださ
い。
「デバイスのインター
フェイスと状態の詳細へ
のアクセス」（P.3-55）
を参照してください。

NAM-1X、NAM-2X、NAM-3、NAM-NX1、お
よび SM-NAM などのサービス モジュール NAM
ブレードの場合、NAM 管理対象デバイスは、
NAM が配置されているスイッチまたはルータで
す。管理対象デバイスの SNMP クレデンシャル
は、NAM のブート時に自動的に NAM に同期さ
れます。
他の NAM プラットフォームの場合は、NAM が
管理対象デバイスの状態およびインターフェイス
情報を取得するには、NAM 管理対象デバイスの
IP アドレス、SNMP クレデンシャル、および
NetConf インターフェイス クレデンシャル、また
はそのいずれかを指定する必要があります。
システム時刻の設定

NAM データ表示が正確になるようにシステム時
刻を設定する必要があります。NAM と NAM の
外部の標準時間ソース間で時間が同期していない
場合、間違ったデータが表示されたり、データが
表示されない場合があります。

[Administration] >
[System] > [System
Time]

「システム時刻の同期」
（P.6-6）を参照してくだ
さい。

NTP サーバと同期するように NAM システム時刻
を設定できます。NAM ブレード時刻を管理対象
デバイスの時間と同期できます。ベスト プラク
ティスでは、NAM システム時刻に NTP サーバを
使用します。
トラフィックが開始
したことの確認 1

アプリケーション、ホスト、カンバセーション、 [Home]（トラフィッ 「トラフィック分析のモ
VLAN、および DSCP のトラフィック使用状況統 ク サマリー ダッシュ ニタリング」（P.3-4）を
計は、トラフィック サマリー ダッシュボードで ボード）
参照してください。
利用できます。
または

[Monitor] >
[Overview] > [Traffic
Summary]
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表 3-1

設定の概要 （続き）

アクション
アプリケーション応答
時間のメトリックが収
集されているかどうか
の確認 1

音声 /RTP ストリーム
トラフィックが収集さ
れているかどうかの確
認1

サイトの設定

GUI メニュー
Prime NAM ソフトウェアでは、応答時間の測定 [Analyze] >
機能や、さまざまなユーザ エクスペリエンスに関 [Response Time]
説明

連するメトリックが提供されます。それらは、
サービスを提供するサーバに、ユーザから送られ
てくるモニタリングとタイムスタンプのパケット
を使用して計算されます。

アプリケーション、
ネットワーク、サー
バ、およびクライア
ントの応答時間を表
示することができま
す。

ユーザ ガイドの場所
「アプリケーション応答
時間のメトリックの分
析」（P.3-4）を参照して
ください。

[Analyze] > [Media] 「音声 Signaling/RTP ス
トラフィックのモニタリングが自動的に開始され > [RTP Streams]
トリーム モニタリング」
ます。Prime NAM では、RTP チャネルをネゴシ
（P.3-5）を参照してくだ
または
Prime NAM を起動すると、音声 /RTP ストリーム

エートする際に使用されるシグナリング トラ
フィックを把握しなくても、すべての SPAN トラ [Analyze] > [Media]
フィック内の全 RTP ストリーム トラフィックを > [Voice Call
Statistics]
モニタできます。

サイトとはホスト（ネットワーク エンドポイン

（任意。ただし推奨） ト）の集合で、トラフィックのモニタリングや問
題に関するトラブルシューティングが容易になる
よういくつかのビューに分割されています。

さい。

[Setup] > [Network] > 「サイトの設定」
[Sites]
（P.3-60）を参照してく
ださい。

ネットワーク データのビューを特定の都市、建
物、または建物の階に制限するには、サイト機能
を使用できます。
データ ソースに基づくのではなく、プレフィック
ス ベースのサブネットを使用してサイトを設定す
ることをお勧めします。
アラームおよびしきい
値の定義

アラームとは、上昇データのしきい値、下降デー
タのしきい値、またはその両方に基づいてあらか
じめ定義された条件です。どのイベントのタイプ
についてどのようにソフトウェアに通知を行わせ
るかを選択できます。
しきい値に使用するアラームを最初に作成し、そ
の後でしきい値を作成する必要があります。

キャプチャの設定

のキャプチャを使用すると、パケット データの
キャプチャ、フィルタリング、およびデコード用
の最大 10 個のバッファの設定、ファイル制御シ
ステム内のデータ管理、およびパケットの内容表
示を行うことができます。

[Setup] > [Alarms] > 「アラーム アクションの
[Actions]
表示」（P.3-42）を参照
および

してください。

[Setup] > [Alarms] > 「しきい値の定義」
（P.3-44）を参照してく
[Thresholds]
ださい。

[Capture] >
[Packet/Capture
Decode]

「パケット データのキャ
プチャとデコード」
（P.5-1）を参照してくだ
さい。

ファイルの場所ごとに開くことができるキャプ
チャ セッションは 1 つだけです。最大 10 個の
キャプチャ セッションがサポートされます。
（注）

NAM 仮想ブレードはキャプチャをサポー
トしていません。
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表 3-1

設定の概要 （続き）

アクション

GUI メニュー
毎日指定した時刻に、指定した間隔でレポートを [Interactive Report]
説明

エクスポートのスケ
ジュール設定

（オプション）

TACACS+ サーバの設
定

（オプション）

システム プリファレン
スの変更

（オプション）

ユーザ ガイドの場所

「エクスポートのスケ
生成し、そのレポートを指定した電子メール アド （ダッシュボードの左 ジュール設定レポートの
レスに送信するようスケジューリングされたジョ 側）の [Export] ボタ 設定および管理」
ンをクリックします。 （P.3-53）を参照してく
ブを設定できます。
ださい。
エクスポートのスケ
データのエクスポートをサポートしていないウィ
ジュール設定は、
ンドウがある場合があります。
[Monitor] ウィンドウ
または [Analyze]
ウィンドウからのみ
行うことができます。

TACACS+ は、認証および認可に追加サポートを [Administration] >
[Users] >
提供するシスコの拡張です。
ユーザが Prime NAM にログインすると、
TACACS+ はユーザ名とパスワードが有効かどう
かと、付与されているアクセス権限を確認しま
す。TACACS+ が動作するには、NAM および
TACACS+ サーバを両方設定する必要がありま
す。

[TACACS+]

必要に応じて、リフレッシュ間隔、上位 N エント [Administration] >
[System] >
リの数、表示するデータ、および監査証跡のイ
ネーブル化など、様々なプリファレンスを変更で [Preferences]
きます。

「NAM 認証と認可をサ
ポートする TACACS+
サーバの設定」（P.6-18）
を参照してください。

「ネットワークの管理」
を参照してください。

トラフィック分析のモニタリング
アプリケーション、アプリケーション グループ、ホスト、IP 配信、カンバセーション、VLAN、
DSCP、およびカプセル化のトラフィック使用状況統計がトラフィック サマリー ダッシュボードに入
力され始めます（[Monitor] > [Overview] > [Traffic Summary]）。トラフィック サマリー データの詳細
ビューを表示するには、[Detailed Views] サブメニューを選択します。

アプリケーション応答時間のメトリックの分析
Prime NAM ソフトウェアでは、応答時間の測定機能や、さまざまなユーザ エクスペリエンスに関連す
るメトリックが提供されます。それらは、サービスを提供するサーバに、ユーザから送られてくるモニ
タリングとタイムスタンプのパケットを使用して計算されます。
これらのアプリケーション応答時間のメトリックは、[Analyze] > [Response Time] メニューで表示で
きます。アプリケーション、ネットワーク、サーバ、およびクライアントの応答時間を表示することが
できます。応答時間データの詳細ビューを表示するには、[Detailed Views] サブメニューを選択しま
す。

Prime NAM の開始後にこれらのメトリックが入力されます。データを表示するには、TCP トラフィッ
クが必要です。
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音声 Signaling/RTP ストリーム モニタリング
Prime NAM では、RTP チャネルをネゴシエートする際に使用されるシグナリング トラフィックを把握
しなくても、すべての SPAN トラフィック内の全 RTP ストリーム トラフィックをモニタできます。
Prime NAM が起動すると、音声シグナリングと RTP ストリーム トラフィックのモニタリングが自動
的に開始されます。

（注）

これは Nexus 1000 または vNAM の Prime NAM ではサポートされていません。

RTP ストリーム モニタリング：
• SPAN トラフィック内のすべての RTP ストリームを識別します
• 検出された RTP トラフィックをモニタします。
• 以下のメトリックのストリーム統計しきい値を逸脱した RTP ストリームについて、syslog、ト
ラップ、電子メール、およびキャプチャのトリガーを送信します。

– [Number of Consecutive Packet Loss]
各 RTP パケットには、シーケンス番号を含む RTP ヘッダーがあります。シーケンス番号は、
RTP パケットが同じ RTP ストリームで受信されるたびに 1 ずつ増えます。シーケンス番号の
ギャップでパケット損失を識別します。シーケンス番号が飛び飛びになる欠落がしきい値より
多くなると、ソフトウェアにより、アラーム条件が成立していることが宣言されます。

– Packet Loss percent

[Packet Loss percent] には、[Adjusted Packet Loss] と [Actual Packet Loss] の 2 種類がありま
す。[Actual Packet Loss] は、Prime NAM に表示されないが表示する必要のあるパケットを示
します。[Adjusted Packet Loss] は、実際のパケット損失と、想定されるエンドポイントの
バッファ容量を超えているために大きな遅延で受信されるパケットを含んでいます。

– Jitter：想定された受信時刻を超えるパケット遅延
– Concealment Seconds：1 つ以上のパケット損失が発生した秒数
– Severe Concealment Seconds：5 % を超えるパケット損失が発生した秒数
しきい値は [Setup] > [Alarms] > [Thresholds] で設定できます。
ソフトウェアがフィルタ基準に一致する RTP ストリームのみをモニタするよう、RTP ストリームのサ
ブセットに絞り込むためのフィルタ エントリを定義することができます。
音声シグナリングと RTP トラフィックが開始したことを確認するには、[Analyze] > [Media] > [RTP
Streams] または [Analyze] > [Media] > [Voice Call Statistics] を選択します。

トラフィック使用状況統計
Prime NAM はアプリケーション、アプリケーション グループ、ホスト、IP 配信、カンバセーション、
VLAN、DSCP コード ポイント、およびカプセル化別にトラフィック統計を表示します。サマリー
ダッシュボードには、これらの属性の Top N グラフのほか、表形式の詳細ビューが表示されます。分
析ダッシュボードには、特定のアプリケーション、ホストなどによる時系列の使用状況のほか、ユーザ
指定の期間に分析される特定の要素の興味深いその他の測定が表示されます。
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トラフィック パラメータの設定
Prime NAM トラフィックを設定するには、次の内容を実行する必要があります。
• 「モニタ対象トラフィックの設定」（P.3-6）
• 「Prime NAM データ ソースの設定」（P.3-10）（任意）
• （任意）「ハードウェア内の重複排除の設定」（P.3-39）（特定の NAM アプライアンスのみ）
特定の NAM プラットフォームでサポートされるトラフィック ソースを参照するには、『NAM
Compatibility Matrix』を参照してください。

モニタ対象トラフィックの設定
ネットワーク リソースを最適化し、パフォーマンスの問題をトラブルシューティングできるようにす
ることなど、多くのタスクを実行するために、Prime NAM はネットワーク トラフィックをモニタリン
グできます。データをモニタリングするには、モニタリング目的で、特定のトラフィックがスイッチま
たはルータを経由して Prime NAM ソフトウェアに流れるようにする必要があります。
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッションは、モニタリング対象のネットワーク トラフィッ
クを指定するパラメータで設定された、宛先ポートと一連の送信元ポートとの関連付けです。
以下の項では、Prime NAM を稼働するデバイス上での SPAN セッションについて説明します。

• 「SPAN/RSPAN/ERSPAN および NetFlow セッションについて」（P.3-6）
• 「SPAN セッションの作成」（P.3-8）
• 「SPAN セッションの編集」（P.3-9）

（注）

この機能は、CISCO-RMON-CONFIG-MIB をサポートするデバイスを使用する場合のみ使用可能で
す。この MIB をサポートしないスイッチを使用する場合、SPAN 画面に既存の SPAN セッションが表
示されない可能性が生じ、その場合は SPAN 設定ができなくなります。

SPAN/RSPAN/ERSPAN および NetFlow セッションについて
データをモニタリングするには、モニタリング目的で、特定のトラフィックがスイッチまたはルータを
経由して Prime NAM ソフトウェアに流れるようにする必要があります。表 3-2 で説明されている方法
を使用します。
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表 3-2

トラフィックを送出する方法

方法

使用方法

SPAN の切り替え

物理ポート、VLAN、または EtherChannel の組み合わせを NAM に割り当て
ることができます。

EtherChannel を SPAN 送信元として選択することは、EtherChannel を構成
するすべての物理ポートを SPAN 送信元として選択することと同じです。
一部の NAM プラットフォームでは、SPAN を使用すると、スイッチを使用
する必要なしに NAM 設定ができます。
リモート SPAN
（RSPAN）の切り替え

リモート スイッチからのすべてのトラフィックが指定された RSPAN VLAN
のローカル スイッチに着信すると想定して、リモート スイッチからのパケッ
ト ストリームをモニタすることができます。RSPAN VLAN を NAM の
SPAN 送信元として使用します。

Encapsulated
Remote Switched
Port Analyzer
（ERSPAN）

ERSPAN を使用すると、1 つ以上のポート、または 1 つ以上の VLAN 上のト
ラフィックをモニタして、1 つ以上の宛先ポートに、モニタされたトラ
フィックを送信できます。ERSPAN は、SwitchProbe デバイスやその他のリ
モート モニタリング（RMON）プローブなどのネットワーク アナライザに
トラフィックを送信します。ERSPAN は、異なるルータまたはスイッチ上の
ソース ポート、ソース VLAN、および宛先ポートをサポートして、ネット
ワーク上での複数のルータまたはスイッチのリモート モニタリングを提供し
ます。

NetFlow データ エクス
ポート（NDE）

NetFlow レコードは、リモート スイッチまたはルータから直接モニタできま
す。スイッチの CLI を使用して、ローカル スイッチまたはリモート ルータ
から NetFlow パケット ソースを Cisco NAM に設定する必要があります。受
信される NetFlow トラフィック用に、そのデバイス内のすべてのインター
フェイスを含むデフォルトのサイトが作成されます。「サイトの設定」
（P.3-60）を参照してください。
SPAN 送信元と NetFlow 送信元は、同時に有効にすることができます。

表 3-3 は、SPAN 送信元のタイプとそれを設定する複数の方法を示しています。
表 3-3

SPAN 送信元

SPAN 送信元

次のいずれかを使用して設定

任意の物理ポートの組み合わせ

• Prime NAM（GUI）1
• CLI の切り替え

任意の EtherChannel

• Prime NAM（GUI）
• CLI の切り替え

ローカル スイッチ上で設定された VLAN の任意の組
み合わせ

• Prime NAM（GUI）
• CLI の切り替え

1. GUI を使用して設定できる NAM デバイスの詳細なリストについては、Cisco.com の『NAM Compatibility
Matrix』を参照してください。

SPAN セッション ウィンドウのフィールドの説明については Table B-1 を参照してください。
表 3-4 に、用意されている SPAN 状態を示します。SPAN 状態は、[Source - Direction] カラム内にカッ
コ付きで表示されます。
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表 3-4

状態
Active

用意されている SPAN 状態

説明

SPAN 送信元が有効で、送信元からのパケット トラフィックが SPAN 宛先
（NAM Dataport）にコピーされます。

Inactive

送信元からのパケット トラフィックは、SPAN 宛先（NAM Dataport）にコピー
されません。

Up

NAM-NX1 のみ、スーパーバイザは、パケットが NAM に到着しているときに
これを表示します。

Down

NAM-NX1 のみ、スーパーバイザは、パケットが NAM に到着していないとき
にこれを表示します。

SPAN セッションの作成
スイッチ上に SPAN セッションを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [SPAN Sessions] を選択します。[SPAN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。
[Create SPAN Session] ダイアログが表示されます。[SPAN Type] のデフォルトは、DataPort です。こ
のウィンドウの内容は、NAM プラットフォームによって異なる場合があります。

ステップ 3

適切な情報を入力します。
表 3-5

[Create SPAN Session] ダイアログボックス

フィールド

説明

Session ID

SPAN のセッションをモニタします。

SPAN Session Options

次のオプションを含める場合は選択します。拡張、マルチキャスト ベ
スト エフォート、サンプリング、MTU 切り捨て、およびレート制限。

SPAN type

• SwitchPort
• VLAN
• EtherChannel
• RSPAN VLAN
（注）

SPAN セッションごとに設定できる RSPAN VLAN 送信元は 1
つだけです。

SPAN Destination Interface データの送信先である Cisco NAM インターフェイス。

ステップ 4

SPAN Traffic Direction

SPAN トラフィックの方向。

Available and Selected
Sources

選択した SPAN タイプで使用可能な SPAN 送信元。

SPAN セッションを作成するには、[Submit] をクリックします。[Active Sessions] ウィンドウが表示さ
れます。
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ステップ 5

現在の設定を使用している現在のアクティブな SPAN セッションを、Cisco IOS ソフトウェアのみを実
行しているスイッチのスタートアップ コンフィギュレーションに保存するには、アクティブな [SPAN
session] ウィンドウの [Save] をクリックします。

（注）

ステップ 6

Cisco IOS ソフトウェアを実行しているスイッチの場合、現在の設定に対して保留されている
すべての変更がスタートアップ コンフィギュレーションに保存されます。

SPAN セッションが作成されたことを確認するとともにデータを表示するには、[Traffic Analysis] ダッ
シュボードの [Top N] チャートに移動します（[Monitor] > [Overview] > [Traffic Summary]）。

SPAN セッションの編集
NAM に送出されている SPAN セッションだけを編集できます。ユーザ インターフェイスを使用して
特定の SPAN セッションだけを削除できます。
（注）

複数の SPAN 宛先を持つ既存の SPAN セッションを編集すると、すべての宛先が影響を受けます。

SPAN セッションを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [SPAN Sessions] を選択します。
[Active SPAN Sessions] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

編集する SPAN セッションを選択し、[Edit] をクリックします。

[Edit SPAN Session] ダイアログボックスが表示されます。フィールドを表 3-6 に示します。NAM プ
ラットフォームに応じて、表示するフィールドが異なる場合があります。
ステップ 3

適切な変更を行います。
表 3-6

[Edit SPAN Session] ダイアログボックス

フィールド

説明

Session ID

SPAN のセッションをモニタします。

SPAN Type

SPAN セッションのタイプ。

SPAN Destination Interface データの送信先である Prime NAM インターフェイス。
SPAN Traffic Direction

SPAN トラフィックの方向。

Available and Selected
Sources

選択した SPAN タイプで使用可能な SPAN 送信元。
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Prime NAM データ ソースの設定
データ ソースは、Prime NAM に送信されるトラフィックが発信される場所です。例としては、SPAN
データを取得する Prime NAM の物理データ ポート、NAM に NetFlow を送信する特定のルータまた
はスイッチ、Prime NAM または ERSPAN にデータを送信し、NAM 管理ポートへ送られる WAAS デ
バイス セグメントなどがあります。

（注）

（注）

サイト（「サイトの設定」（P.3-60）を参照）を設定してある場合は、その特定のサイトへデータ ソース
を割り当てることができます。これを行うほかに、データ ソースも設定すると、サイトがデータ ソー
スのプライマリ ビューとなるため、両方の設定が重複する可能性があります。この 2 つの間に不一致
があると、データがまったく表示されません。

データ ソースを選択するのではなく、サブネットを使用してサイトを設定することをお勧めします。
サブネットを使用してサイトを指定する方法の例については、「サイトの定義およびルールについて」
（P.3-63）を参照してください。
以下の項では、使用可能なデータ ソース タイプの固有情報と設定手順を示します。

• 「SPAN」（P.3-11）
• 「ERSPAN」（P.3-11）
• 「VACL」（P.3-19）
• 「NetFlow」（P.3-20）
• 「WAAS」（P.3-29）
• 「パフォーマンス エージェント」（P.3-36）
• 「ポートおよびハードウェアの詳細」（P.3-11）

Cisco NAM に設定されるデータ ソースについては、[Data Sources] ページ（[Setup] > [Traffic] >
[NAM Data Sources]）に示します。
表 3-7 は、[NAM Data Sources] ウィンドウに表示されるフィールドとその説明をまとめたものです。
表 3-7

Prime NAM データ ソース

フィールド

説明

Device

ローカルの物理ポートである場合は DATA PORT、そうでない場合
は NAM データを送信しているデバイスの IP アドレス。

Type

NAM 用のトラフィックのソース。
ローカル物理ポートである場合は DATA PORT。
データ ストリームがルータ、スイッチ、または WAE デバイスから
エクスポートされた場合は、WAAS、ERSPAN、NETFLOW、ま
たは PA。

Activity

最新のアクティビティを表示します。

Status

ACTIVE または INACTIVE。

Data Source

データ ソースに付けられた名前。

Data Source Details

物理ポート、あるいはイネーブルまたはディセーブル化するデータ
ソースの情報。
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ポートおよびハードウェアの詳細
NAM-2X、NAM-3、および NAM-NX1 にはそれぞれ 2 つのデータ ポートがあります。各データ ポー
トは 1 つの SPAN セッションを受け入れることができます。管理対象デバイスのオペレーティング シ
ステム（OS）のバージョンによって、許可される SPAN セッションの数は異なることがあります。ほ
とんどの IOS バージョンは、2 つの SPAN セッションをサポートします。Nexus OS は、3 つ以上の
SPAN セッションをサポートできます。
スーパーバイザ上で実行されている IOS に応じて、ポート名が違うように表示されます。新しいバー
ジョンの IOS ソフトウェアでは、ポート名は Gi2/1 などと表示されます。この例は、モジュール 2、
ポート 1 上のギガビット ポートを表します。VSS では、スイッチ 1、モジュール 2、ポート 1 上のギガ
ビット ポートを表すために、ポート名が Gi1/2/1 などと表示される場合があります。NAM-NX1 上で
は、ポート名は Ethernet1/1/1 で表示される場合があります。

NME-NAM デバイスには 2 つのギガビット イーサネット ポート（内部インターフェイスと外部イン
ターフェイス）があります。IP トラフィック（HTTP や SNMP など）用の Prime NAM 管理ポートと
して、これら 2 つのインターフェイスのいずれかを選択する必要があります。Prime NAM は、内部イ
ンターフェイス、外部インターフェイス、または同時に両方で分析用のトラフィックをモニタリングで
きます。代表的な設定は、内部インターフェイスの LAN トラフィックや WAN トラフィックをモニタ
することです。ただし、外部インターフェイスは、LAN トラフィックのモニタに使用できます。
NAM-2X、NAM-3、および NAM-NX1 には 2 つのデータ ポートがあります。各データ ポートは 1 つ
の SPAN セッションを受け入れることができます。管理対象デバイスの OS のバージョンによって、サ
ポートされる SPAN セッションの数は異なります。ほとんどの IOS バージョンは、2 つの SPAN セッ
ションをサポートします。NX-OS は、3 つ以上の SPAN セッションをサポートできます。
NAM-1X デバイスでは、1 つのアクティブ SPAN セッションのみ開くことができます。SPAN 送信元
としてポートまたは EtherChannel を選択できます。ただし、選択できる SPAN タイプは 1 つだけで
す。
一部の Cisco スイッチは、SPAN セッションを設定するときに NAM に必要な SNMP MIB オブジェク
トをサポートしていません。NAM の SPAN セッションを設定するには、スイッチ デバイスの CLI コ
マンドを使用できます。または、NAM アプライアンスの場合、NAM 管理対象デバイスが SSH を介し
た NetConf インターフェイスをサポートしている場合は、管理対象デバイスの SPAN セッションを設
定するために、NetConf を使用するように NAM を設定できます。

SPAN
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッションは、モニタリング対象のネットワーク トラフィッ
クを指定するパラメータで設定された、宛先ポートと一連の送信元ポートとの関連付けです。プラット
フォームによっては、複数の SPAN セッションを設定できます。ERSPAN をサポートするプラット
フォームの詳細については、『NAM Compatibility Matrix』を参照してください。

SPAN セッションの詳細については、「モニタ対象トラフィックの設定」（P.3-6）または使用しているプ
ラットフォームのオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

ERSPAN
ここでは、リモート デバイス上の Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）を Prime
NAM のデータ ソースとして設定する方法を説明します。ERSPAN を Prime NAM のデータ ソースと
して設定する作業は、Prime NAM GUI ではなく、リモート デバイスのコマンドライン インターフェ
イスから行います。

ERSPAN をサポートする NAM プラットフォームの詳細については、『NAM Compatibility Matrix』を
参照してください。
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ERSPAN の消費者としての Prime NAM は、Cisco のルータおよびスイッチなどのデバイスから、自身
の管理ポートに ERSPAN パケットを受信することができます。これらのパケットは、そのトラフィッ
クが Prime NAM データ ポートの 1 つに発生しているものとして分析されます。Prime NAM は
ERSPAN バージョン 1 および 3 をサポートします。受信した ERSPAN データは、Prime NAM で解析
され、NAM の内部データベースに格納されて、他のデータ ソースからのトラフィックと同じ方法で
GUI に表示されます。
Prime NAM が外部のスイッチまたはルータから ERSPAN を受信するには、ERSPAN パケットを
Cisco NAM の IP アドレスに送信するようそのデバイスを設定しておく必要があります。
ERSPAN をデータ ソースとして有効にするには、次を参照してください。
• 「Web GUI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のイネーブル化」（P.3-12）
• 「CLI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のイネーブル化」（P.3-13）
• 「Web GUI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のディセーブル化」（P.3-13）
• 「CLI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のディセーブル化」（P.3-13）
• 「Web GUI を使用した ERSPAN データ ソースの作成」（P.3-14）
• 「CLI を使用した ERSPAN データ ソースの作成」（P.3-14）
• 「Web GUI を使用した ERSPAN データ ソースの削除」（P.3-16）
• 「CLI を使用した ERSPAN データ ソースの削除」（P.3-16）
• 「デバイス上での ERSPAN の設定」（P.3-17）

（注）

管理対象デバイス上の Cisco IOS または Cisco Nexus OS バージョンによって、ERSPAN セッションを
設定するための CLI 形式がこのマニュアルに出現するものとは異なる場合があります。ERSPAN を
データ ソースとして使用する方法の詳細については、特定の OS 製品のマニュアルを参照してくださ
い。

Web GUI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のイネーブル化
便利なデータ ソース自動作成機能があり、デフォルトでイネーブル化されています。自動作成機能を
使用すると、ERSPAN トラフィックを NAM に送信するデバイスごとに、最初のパケットが受信され
た後で新しいデータ ソースが自動的に作成されます。Prime NAM GUI または CLI を使用した
ERSPAN データ ソースの手動作成は、通常必要ありません。データ ソースを手動で作成する場合は、
データ ソースに必要な任意の名前を指定できます。外部デバイスから ERSPAN パケットを受信するに
は、Prime NAM にデータ ソースを入力する必要があります。
自動作成された ERSPAN データ ソースには、ERSPAN-<IP Address>-ID-<Integer> の形式で名前が割
り当てられます。ここで、IP Address は送信元デバイスの IP アドレスで、Integer はそのデバイスの
ERSPAN セッションのセッション ID です。たとえば、[Session ID] フィールドが 12 に設定された
ERSPAN パケットを送信するデバイス 192.168.0.1 は、"ERSPAN-192.168.0.1-ID-12" と命名されま
す。このような自動作成されたデータ ソースは編集できるほか、必要に応じて名前を変更することも
できます。
同じ NAM に複数の異なる ERSPAN セッションを送信するよう、1 つのデバイスを設定することがで
きます。各セッションには固有のセッション ID が設定されます。Prime NAM は、同じデバイス内の
すべてのセッションを 1 つのデータ ソースにグループ化することも、セッション ID ごとに異なるデー
タ ソースを作成することもできます。データ ソースは、自動作成されると、1 つの特定の Session ID
に関連付けられます。手動で作成する場合は、同じデバイス内のすべてのトラフィックを 1 つのデータ
ソースにグループ化するよう Prime NAM に指示することができます。[Session] チェックボックスを

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド

3-12

OL-27540-01-J

第3章

Cisco Prime NAM のセットアップ
トラフィック パラメータの設定

オンにし、[Value] フィールドにセッション ID を入力すると、その特定のセッションにのみデータ
ソースが適用されます。チェックボックスをオフにした場合は、セッション ID に関係なく、デバイス
からのすべての ERSPAN トラフィックがこのデータ ソースにグループ化されます。
外部デバイスから ERSPAN パケットを受信したときに、データ ソースを自動的に作成するように
Prime NAM を設定するには、次の手順を実行します。ただし、自動作成機能はデフォルトでオンに
なっているため、通常この手順は必要ありません。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウ左下の [Auto Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[ERSPAN] チェックボックスをオンにして、ERSPAN データ ソースの自動作成をオンにします。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。

CLI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のイネーブル化
自動作成機能は、Prime NAM CLI を使用しても設定することができます。自動作成機能はデフォルト
でオンになっているため、通常この手順は必要ありません。
外部デバイスから ERSPAN パケットを受信したら自動的にデータ ソースを作成するよう Prime NAM
を設定するには、次のように "autocreate-data-source" コマンドを使用します。
root@172-20-104-107.cisco.com# autocreate-data-source erspan
ERSPAN data source autocreate successfully ENABLED

これで、ERSPAN パケットを Prime NAM に送信するデバイスごとに、ERSPAN データ ソースが自動
的に作成されます。データ ソースには、NAM に送信された ERSPAN パケットにデバイスによって入
力された特定のセッション ID が設定されます。同じデバイスが異なるセッション ID 値を持つ
ERSPAN パケットを Prime NAM に送信した場合は、デバイスから送信された固有のセッション ID ご
とに個別のデータ ソースが作成されます。

Web GUI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のディセーブル化
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウ左下の [Auto Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[ERSPAN] チェックボックスをオフにして、ERSPAN データ ソースの自動作成をオフにします。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。

CLI を使用した ERSPAN データ ソース自動作成のディセーブル化
ERSPAN データソースの自動作成をディセーブル化するには、次のように no autocreate-data-source
コマンドを使用します。
root@172-20-104-107.cisco.com# no autocreate-data-source erspan
ERSPAN data source autocreate successfully DISABLED
root@172-20-104-107.cisco.com#

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

3-13

第3章

Cisco Prime NAM のセットアップ

トラフィック パラメータの設定

Web GUI を使用した ERSPAN データ ソースの作成
自動作成機能がオフになっている場合などに、GUI 上で ERSPAN データ ソースを手動で設定するに
は、次の手順を使用します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウの下部にある [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Type] ドロップダウン リストから、[ERSPAN] を選択します。

ステップ 4

ERSPAN を NAM にエクスポートするデバイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 5

データ ソースに名前を付けます。この名前は、[Data Source] ドロップダウン リストがあるすべての場
所で表示されます。

ステップ 6

（オプション）特定のセッションにのみデータ ソースを適用する場合は、[Session] チェックボックス
をオンにし、[Value] フィールドにセッション ID を入力します。チェックボックスをオフにした場合
は、セッション ID に関係なく、デバイスからのすべての ERSPAN トラフィックがこのデータ ソース
にグループ化されます。
デバイスは、複数の ERSPAN セッションで使用できるよう設定できます。 エクスポートされるパケッ
トに同じソース IP アドレスが設定される場合はありますが、エクスポートされるセッション ID はセッ
ションごとに異なります。データ ソースにただ 1 つのセッションを含める場合は、[Session] ボックス
をオンにして、そのセッション ID の値を入力する必要があります。

ステップ 7

[Submit] ボタンをクリックします。

CLI を使用した ERSPAN データ ソースの作成
CLI を使用して Prime NAM 上で ERSPAN データ ソースを手動で設定する場合（自動作成機能がオフ
になっている場合など）は、次の手順を使用します。CLI を使用する場合、異なる 2 段階の手順を実行
する必要があります。まず、Prime NAM 上に「デバイス」エントリを作成し、そのデバイス ID を覚
えておきます。次に、このデバイス ID を使用してデータ ソース エントリを作成する必要があります。
Prime NAM GUI の場合は、ERSPAN データ ソースを作成するこれら 2 段階の手順は 1 つにまとめら
れています。
ステップ 1

device erspan コマンドを入力します。これで、次に示すように、erspan device サブコマンド モードが
開始されます。
root@172-20-104-107.cisco.com# device erspan
Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.
Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-erspan)#

ステップ 2

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、? 次の例に示すように ? を入力し
て、使用可能なすべてのコマンド オプションを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# ?
?
- display help
address
- device IP address (*)
cancel
- discard changes and exit from subcommand mode
exit
- create device and exit from sub-command mode
help
- display help
show
- show current config that will be applied on exit
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(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)#

ステップ 3

この例に示すように、デバイスの IP アドレスを入力します（必須）。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-erspan)# address 192.168.0.1

ステップ 4

show を入力して、適用されるデバイス設定を表示し、それが正しいことを確認します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-erspan)# show
DEVICE TYPE
DEVICE ADDRESS

: ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN)
: 192.168.0.1

root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-erspan)#

ステップ 5

exit を入力して、サブコマンド モードを終了し、デバイスを作成します。新しいデバイスに割り当て
られた ID 値を覚えておいてください（データ ソースを作成するために必要となります）。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-erspan)# exit
Device created successfully, ID = 1
root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 6

data-source erspan コマンドを入力します。これで、次に示すように、erspan data source サブコマン
ド モードが開始されます。
root@172-20-104-107.cisco.com# data-source erspan
Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.
Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)#

ステップ 7

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、? 次の例に示すように ? を入力し
て、使用可能なすべてのコマンド オプションを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)# ?
?
- display help
cancel
- discard changes and exit from subcommand mode
device-id
- erspan device ID (*)
exit
- create data-source and exit from sub-command mode
help
- display help
name
- data-source name (*)
session-id
- erspan Session ID
show
- show current config that will be applied on exit
(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)#

ステップ 8

ステップ 4 で得たデバイス ID を入力します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)# device-id 1

ステップ 9

データ ソースに付ける名前を入力します（必須）:
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)# name MyFirstErspanDataSource

ステップ 10

必要に応じて、この ERSPAN データ ソースに特定のセッション ID を指定します（オプション）。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)# session-id 123
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ステップ 11

show を入力して、適用されるデータ ソース設定を表示し、それが正しいことを確認します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# show
DATA SOURCE NAME
DATA SOURCE TYPE
DEVICE ID
DEVICE ADDRESS
SESSION ID

:
:
:
:
:

MyFirstErspanDataSource
ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN)
1
192.168.0.1
123

root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)#

ステップ 12

exit を入力して、サブコマンド モードを終了し、データ ソースを作成します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-erspan)# exit
Data source created successfully, ID = 3

これで、データ ソースが作成され、デバイスからの ERSPAN レコードが Prime NAM に受け入れられ
て受信されます。

Web GUI を使用した ERSPAN データ ソースの削除
既存の ERSPAN データ ソースを削除するには、次の手順を実行します。自動作成機能がオンになって
いて、デバイスが ERSPAN パケットを NAM に引き続き送信する場合は、次の ERSPAN パケットが受
信されると、すぐにデータ ソースが自動的に再作成されます。このため、既存の ERSPAN データ ソー
スを削除する場合は、通常 ERSPAN 自動作成機能をオフにすることを推奨します（詳細は説明済み）。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

削除するデータ ソースを選択します。

ステップ 3

ウィンドウの下部にある [Delete] ボタンをクリックします。

CLI を使用した ERSPAN データ ソースの削除
CLI を使用して ERSPAN データ ソースを削除するには、次の手順を実行します。CLI を使用する場
合、通常異なる 2 段階の手順を実行する必要があります。まず、データ ソースを削除します。次に、
同じデバイスを使用するその他のデータ ソース（たとえば、異なるエンジン ID 値を持つデータ ソース
など）がなければ、そのデバイスを削除します。手っ取り早い方法としては、単純にデバイスを削除す
ると、そのデバイスを使用するすべてのデータ ソースも削除できます。
ステップ 1

削除するデータ ソースの ID を特定できるよう、すべてのデータ ソースを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com# show data-source
DATA SOURCE ID
DATA SOURCE NAME
TYPE
PORT NUMBER
-----------

:
:
:
:

1
DATA PORT 1
Data Port
1

DATA SOURCE ID
DATA SOURCE NAME
TYPE
PORT NUMBER
-----------

:
:
:
:

2
DATA PORT 2
Data Port
2
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DATA SOURCE ID
DATA SOURCE NAME
TYPE
DEVICE ID
DEVICE ADDRESS
ENGINE ID
-----------

:
:
:
:
:
:

3
MyFirstErspanDataSource
ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN)
2
192.168.0.1
123

root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 2

no data-source コマンドを使用して、データ ソースを削除します。
root@172-20-104-107.cisco.com# no data-source 3
Successfully deleted data source 3
root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 3

削除するデバイスの ID を特定できるよう、すべてのデバイスを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com# show device
DEVICE ID
DEVICE TYPE
IP ADDRESS
INFORMATION
STATUS
------

:
:
:
:
:

1
ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN)
192.168.0.1
No packets received
Inactive

root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 4

no device コマンドを使用して、デバイスを削除します。
root@172-20-104-107.cisco.com# no device 1
Successfully deleted device 1
root@172-20-104-107.cisco.com#

自動作成モードがオンになっていて、デバイスが ERSPAN パケットを NAM に引き続き送信する場合
は、次の ERSPAN パケットが受信されると、すぐにデータ ソース（およびデバイス エントリ）が自動
的に再作成されます。このため、既存の ERSPAN データ ソースを削除する場合は、通常 ERSPAN 自
動作成機能をオフにすることを推奨します（詳細は説明済み）。

デバイス上での ERSPAN の設定

Prime NAM がデータを受信するよう ERSPAN を設定するには、2 つの方法があります。
• 「レイヤ 3 インターフェイスへの ERSPAN データの送信」（P.3-18）
• 「ERSPAN データの Cisco NAM 管理インターフェイスへの直接送信」（P.3-18）

（注）

管理対象デバイス上の Cisco IOS または NX-OS バージョンによって、ERSPAN セッションを設定する
ための CLI 形式がこのマニュアルに出現するものとは異なる場合があります。ERSPAN をデータ ソー
スとして使用する方法の詳細については、特定の OS 製品のマニュアルを参照してください。
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レイヤ 3 インターフェイスへの ERSPAN データの送信
NAM を搭載するスイッチのレイヤ 3 インターフェイスにデータを送信するには、ERSPAN ソース
セッションを設定します。これにより、ERSPAN 宛先セッションがトラフィックを Prime NAM デー
タポートに送信します。この設定の実行後、ERSPAN トラフィックを分析するための DATA PORT X
データ ソースを選択できます。

（注）

これにより、ERSPAN トラフィックが NAM データ ポートの 1 つで受信されます。これは、最も効率
的な方法であるとともに、NAM の IP 接続に悪影響を及ぼしません。そのため、シスコではこの方法
を推奨しています。以下の設定は、プラットフォームおよび OS のバージョンによって異なる場合があ
ります。さらにヘルプが必要な場合は、OS の製品マニュアルを参照してください。

ERSPAN ソースの設定例
monitor session 48 type erspan-source
erspan-id N
vrf default
destination ip aa.bb.cc.dd
source interface Ethernet7/47
no shut
monitor erspan origin ip-address ee.ff.gg.hh global

ここで、

• erspan-id N は ERSPAN ID です。
• aa.bb.cc.dd は宛先スイッチの IP アドレス（ループバック アドレスまたはルーティング可能な任意
の IP アドレス）です。
• ee.ff.gg.hh は、ERSPAN トラフィックのソース IP アドレスです。

ERSPAN 宛先の設定例
monitor session 48 type erspan-destination
erspan-id N
vrf default
source ip aa.bb.cc.dd
no shut

ここで、

• erspan-id N には、ソース スイッチの ERSPAN ID を指定します。
• aa.bb.cc.dd は、定義されている宛先の IP アドレスです。
これで、Prime NAM に接続して、Data Port 2 のデータ ソースのトラフィックをモニタ、キャプチャす
ることができます。

ERSPAN データの Cisco NAM 管理インターフェイスへの直接送信
データを Cisco NAM 管理 IP アドレス（管理ポート）に直接送信するには、ERSPAN ソース セッショ
ンを設定します。ERSPAN の送信先セッションの設定は、一切必要ありません。Catalyst 6500 スイッ
チでこの設定を行った後は、ERSPAN パケットが NAM に対して送信されると、そのパケット スト
リームに対してデータ ソースが自動的に作成されます。自動作成機能をイネーブル化していない場合
は、このトラフィックの ERSPAN ストリームに対してデータ ソースを手動で作成する必要があります
（「Web GUI を使用した ERSPAN データ ソースの作成」（P.3-14）を参照）。

（注）

これにより、ERSPAN トラフィックが Cisco NAM 管理ポートに受信されます。そのトラフィック量が
多い場合は、NAM のパフォーマンスおよび IP 接続に悪影響が生じる可能性があります。
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設定例
monitor session 1 type erspan-source
no shut
source interface Fa3/47
destination
erspan-id Y
ip address aa.bb.cc.dd
origin ip address ee.ff.gg.hh

ここで、

• interface fa3/47 は、モニタリングされる ERSPAN ソース スイッチ上のローカル インターフェイス
です。

• Y は、任意の有効なスパン セッション番号です。
• aa.bb.cc.dd は、NAM の管理 IP アドレスです。
• ee.ff.gg.hh は、ERSPAN トラフィックのソース IP アドレスです。

VACL
パケット データをフィルタリングし、2 つの SPAN セッションの制限を超えるようにデバイスの機能
を拡大するには、VLAN アクセス コントロール リスト（VACL）を使用できます。VACL をサポート
するデバイスの詳細については、『NAM Compatibility Matrix』を参照してください。

VACL は、WAN インターフェイスまたは VLAN からのトラフィックを一部の NAM プラットフォー
ム上のデータ ポートに転送できます。VACL では、SPAN の使用に代わる方法が提供されます。VACL
は、IP および IPX プロトコルのレイヤ 3 アドレスに基づくアクセス コントロールを提供できます。サ
ポートされないプロトコルのアクセス コントロールは、MAC アドレス経由で実行されます。MAC
VACL は、IP または IPX アドレスのアクセス コントロールには使用できません。

WAN インターフェイスでの VACL の設定
WAN インターフェイスは SPAN 機能をサポートしないため、スイッチの CLI を使用して、NAM で
WAN トラフィックをモニタできるよう VACL を手動で設定する必要があります。この機能は、WAN
インターフェイス経由の IP トラフィックに対してのみ機能します。
トラフィックを NAM に送出する SPAN セッションがない場合にも、VACL を使用することができま
す。この場合、VLAN トラフィックをモニタするために、SPAN の代わりに VACL を設定できます。
次の例は、ATM WAN インターフェイスで VACL を設定し、入力トラフィックと出力トラフィックを
両方とも NAM に転送する方法を示しています。これらのコマンドは、Cisco IOS バージョン
12.1(13)E1 以降を実行するスイッチ用です。これらの機能を使用する方法の詳細については、スイッ
チの付属マニュアルを参照してください。
Cat6509#config terminal
Cat6509(config)# access-list 100 permit ip any any
Cat6509(config)# vlan access-map wan 100
Cat6509(config-access-map)# match ip address 100
Cat6509(config-access-map)# action forward capture
Cat6509(config-access-map)# exit
Cat6509(config)# vlan filter wan interface AM6/0/0.1
Cat6509(config)# analysis module 3 data-port 1 capture allowed-vlan 1-4094
Cat6509(config)# analysis module 3 data-port 1 capture
Cat6509(config)# exit

出力トラフィックのみをモニタする場合は、次のコマンドを使用して、WAN インターフェイスに関連
付けられている VLAN ID を取得します。
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Cat6509#show cwan vlan
Hidden
VLAN
swidb->i_number
1017
94

Interface
ATM6/0/0.1

VLAN ID を取得したら、次のコマンドを使用して Cisco NAM データ ポートを設定します。
Cat6509(config)# analysis module 3 data-port 1 capture allowed-vlan 1017

入力トラフィックのみをモニタする場合は、キャプチャ設定の VLAN 番号を、入力トラフィックを搬
送するネイティブ VLAN ID に置き換えます。たとえば、VLAN 1 で入力トラフィックを搬送する場合
は、次のコマンドを使用します。
Cat6509(config)# analysis module 3 data-port 1 capture allowed-vlan 1

LAN VLAN での VACL の設定
LAN で VLAN トラフィックをモニタする場合、スイッチの SPAN 機能を使用して、トラフィックを
Cisco NAM に送信することができます。ただし、分析するトラフィックが NAM のモニタ能力を超え
ている場合は、LAN トラフィックを転送前にフィルタしておく必要があります。これを行うには、
VACL を使用します。
次の例は、LAN VLAN インターフェイス用に VACL を設定する方法を示しています。この例では、
VLAN 1 のサーバ 172.20.122.226 に送出されたすべてのトラフィックがキャプチャされ、スロット 3
にある Cisco NAM に転送されています。
Cat6509#config terminal
Cat6509#(config)#access-list 100 permit ip any any
Cat6509#(config)#access-list 110 permit ip any host 172.20.122.226
Cat6509#(config)#vlan access-map lan 100
Cat6509#(config-access-map)match ip address 110
Cat6509#(config-access-map)#action forward capture
Cat6509#(config-access-map)#exit
Cat6509#(config)#vlan access-map lan 200
Cat6509#(config-access-map)#match ip address 100
Cat6509#(config-access-map)#action forward
Cat6509#(config-access-map)#exit
Cat6509#(config)#vlan filter lan vlan-list 1
Cat6509#(config)#analysis module 3 data-port 1 capture allowed-vlan 1
Cat6509#(config)#analysis module 3 data-port 1 capture
Cat6509#(config)#exit

NetFlow
Prime NAM は NetFlow 消費者として機能します。
Prime NAM が Cisco のルータおよびスイッチなどのデバイスから NetFlow パケットを受信できるよう
に、NetFlow データ エクスポートを設定できます。これらのレコードは、そのトラフィックが Cisco
NAM データ ポートの 1 つに発生しているものとして、自身の収集データベースに格納されます。
Prime NAM は、NetFlow バージョン 5 およびバージョン 9 を認識します。受信した NetFlow データ
は、Prime NAM で解析され、NAM の内部データベースに格納されて、他のデータ ソースからのトラ
フィックと同じ方法で GUI に表示されます。
Prime NAM が外部のスイッチまたはルータから NetFlow を受信するには、エクスポート フロー レ
コードを NAM の IP アドレスおよび正しい UDP ポート番号に転送するようにそのデバイスを設定して
おく必要があります。Prime NAM が NetFlow パケットがないかリッスンするデフォルトのポート番号
は、ポート 3000 です。これは Prime NAM CLI を使用して変更することができますが、Cisco NAM と
エクスポート元デバイスで同じポートを設定しておくことが重要です。外部デバイスによっては、イン
ターフェイスごとに NetFlow 機能をイネーブル化する必要が生じる場合があります。
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以下の項で、データ ソースとしての NetFlow について説明します。

• 「NetFlow インターフェイスについて」（P.3-21）
• 「NetFlow のフロー レコードについて」（P.3-21）
• 「NetFlow データ ソースの管理」（P.3-22）
• 「デバイス上での NetFlow の設定」（P.3-22）

NetFlow インターフェイスについて
デバイスを Prime NAM の NetFlow パケット データ ソースとして使用するには、NetFlow パケットを
NAM 上の UDP ポート 3000 にエクスポートするように、デバイス自体を設定する必要があります。こ
のデバイス自体の設定は、インターフェイスごとに行う必要がある場合もあります。NetFlow パケッ
ト デバイスは IP アドレスで識別されます。NAM では、デフォルトの UDP ポート、3000 を Prime
NAM CLI コマンドで変更できます（「デバイス上での NetFlow の設定」（P.3-22）を参照）。

IP アドレスと（任意で）コミュニティ ストリングを指定することにより、その他の NetFlow パケット
デバイスも定義できます。コミュニティ ストリングは、NetFlow レコードでモニタリングされる管理
対象デバイスのインターフェイスでの使用に適したテキスト ストリングをアップロードするのに使用
されます。
リモートの NetFlow パケット デバイスは、自身の個々のインターフェイスの一部またはすべてに関す
る情報をエクスポートすることができます。Prime NAM は、デバイスから受信したフロー情報に関連
付けられているインターフェイスを管理します。[NDE Interface Analysis] ページ（[Analyze] >
[Traffic] > [NDE Interface]）で、デバイスの選択されたインターフェイスの情報を確認できます。この
ページには、インターフェイス使用率や時系列のスループットが表示されるだけでなく、インターフェ
イスの入出力において上位のアプリケーション、ホスト、および DSCP グループも表示されます。

NetFlow のフロー レコードについて
NetFlow パケットには、複数のフロー レコードが含まれています。各フロー レコードが、次の 2 つの
フィールドを持ちます。

• 入力 SNMP ifIndex
• 出力 SNMP ifIndex

（注）

この情報は、NetFlow 機能がご使用の Cisco IOS バージョンと互換性がないことが原因で、または
NetFlow フロー マスクの設定が原因で、取得できない場合もあります。
ほとんどの場合、インターフェイス上で NetFlow をオンにすると、デバイス内の NetFlow キャッシュ
に、インターフェイスの入力方向のフローが格納されます。その結果、フロー レコード内の入力
SNMP ifIndex フィールドには、NetFlow がオンになっているインターフェイスの ifIndex が格納され
ることになります。
「サンプル NetFlow ネットワーク」：図 3-1 に、NetFlow ルータでのサンプル ネッ
トワーク設定を示します。
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図 3-1

サンプル NetFlow ネットワーク

ࡎࠬ࠻ A

ࡎࠬ࠻ C

a
b

c
࡞࠲

91629

ࡎࠬ࠻ B

インターフェイス a で NetFlow をイネーブル化した場合にレポートされるフローを表 3-8、にリストし
ます。
表 3-8

フロー レコードのレポーティング

入力インターフェイス

出力インターフェイス

フローが報告されるかど
うか

a

b

Yes

a

c

Yes

b

c

No

b

a

No

c

a

No

c

b

No

NetFlow データ ソースの管理
Prime NAM が外部デバイスから NetFlow レコードを受信するには、NAM にデータ ソースを入力する
必要があります。データ ソース エントリは、Prime NAM Web GUI または CLI を使用して手動で作成
できます。データ ソースを手動で作成する場合は、データ ソースに必要な任意の名前を指定できます。
便利なように、NetFlow データ ソースは手動で作成しないでもよいようにしてあります。自動作成機
能がデフォルトでイネーブル化されています。自動作成機能を使用すると、NetFlow パケット トラ
フィックを Prime NAM に送信するデバイスごとに、最初のパケットが受信された後で新しいデータ
ソースが自動的に作成されます。
自動作成された NetFlow データ ソースには、NetFlow-<IP Address>-ID-<Integer> の形式で名前が割
り当てられます。ここで、<IP Address> はエクスポート元デバイスの IP アドレスで、<Integer> は、
そのデバイスがパケットに設定するエンジン ID（NetFlow データ エクスポート標準の構成要素）で
す。たとえば、[Engine ID] フィールドが 12 に設定された NetFlow パケットを送信するデバイス
10.10.0.1 の場合は、"NetFlow-10.10.0.1-ID-12" となります。これらの自動作成されたデータ ソース
は、必要に応じて名前変更したり編集できるほか、このガイドで後述するようにオプションでデバイス
に SNMP クレデンシャルを指定することもできます。

デバイス上での NetFlow の設定

NetFlow パケットを Prime NAM にエクスポートするための NetFlow デバイスのコンフィギュレー
ション コマンドは、プラットフォームおよびデバイス固有です。ここで例として示すコンフィギュ
レーション コマンドは、Cisco IOS を実行するデバイスで最もよく見られるものです。NetFlow 設定の
詳細については、お使いのデバイスのマニュアルを参照してください。
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Web GUI を使用した NetFlow データ ソース自動作成のイネーブル化
外部デバイスから NetFlow パケットを受信したときに、データ ソースを自動的に作成するように
Prime NAM を設定するには、次の手順を実行します。ただし、自動作成機能はデフォルトでオンに
なっているため、通常この手順は必要ありません。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウ左下の [Auto Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

NetFlow データ ソースの自動作成を「オン」に切り替えるには、[Netflow] チェックボックスをオンに
します。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。

CLI を使用した NetFlow データ ソース自動作成のイネーブル化
自動作成機能は、Prime NAM CLI を使用しても設定することができます。自動作成機能はデフォルト
でオンになっているため、通常この手順は必要ありません。
外部デバイスから NetFlow パケットを受信したら自動的にデータ ソースを作成するよう Prime NAM
を設定するには、次の手順を使用します。
次のように autocreate-data-source コマンドを使用します。
root@172-20-104-107.cisco.com# autocreate-data-source netflow
NetFlow data source autocreate successfully ENABLED

これで、NetFlow パケットを Prime NAM に送信するデバイスごとに、NetFlow データ ソースが自動
的に作成されます。データ ソースには、NAM に送信される NetFlow パケットにデバイスによって追
加された特定のエンジン ID が設定されます。同じデバイスから異なるエンジン ID 値の NetFlow パ
ケットが NAM に送信された場合、そのデバイスから送信された一意の各エンジン ID に対して別々の
データ ソースが作成されます。

Web GUI を使用した NetFlow データ ソース自動作成のディセーブル化
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウ左下の [Auto Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

NetFlow データ ソースの自動作成を「オフ」に切り替えるには、[Netflow] チェックボックスをオフに
します。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。

CLI を使用した NetFlow データ ソース自動作成のディセーブル化
NetFlow データソースの自動作成をディセーブル化するには、次のように no autocreate-data-source
コマンドを使用します。
root@172-20-104-107.cisco.com# no autocreate-data-source netflow
NetFlow data source autocreate successfully DISABLED
root@172-20-104-107.cisco.com#
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Web GUI を使用した NetFlow データ ソースの作成
自動作成機能がオフになっている場合などに、Prime NAM GUI を使用して NetFlow データ ソースを
手動で設定するには、次の手順を使用します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウの下部にある [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

データ ソースに名前を付けます。この名前は、[Data Source] ドロップダウン リストがあるすべての場
所で表示されます。

ステップ 4

[Type] ドロップダウン リストから、[NetFlow] を選択します。

ステップ 5

Prime NAM に NetFlow をエクスポートするデバイスの IP アドレスを入力します（必須）。

ステップ 6

（オプション）モニタするデバイスの特定エンジン ID 値を知っている場合は、[Engine] チェックボッ
クスをオンにして、エンジン ID の値を入力します。[Engine] チェックボックスをオフにした場合は、
NetFlow パケットに設定されているエンジン ID に関係なく、デバイスによってエクスポートされたす
べての NetFlow レコードが同じデータ ソースにグループ化されます（通常、[Engine] チェックボック
スはオフにでき、エンジン ID の値について気にする必要はありません）。
一部のデバイスには、個別に NetFlow レコードをエクスポートする複数のエンジンがあります。たと
えば、一部のシスコ ルータでは、スーパーバイザ モジュールと個々のラインカードから NetFlow レ
コードをエクスポートできます。エクスポートされるパケットに同じソース IP アドレスが設定される
場合はありますが、スーパーバイザがエクスポートしたエンジン ID は、ラインカードがエクスポート
したエンジン ID とは異なる値になります。データ ソースにエンジンを 1 つだけ含める場合は、
[Engine] ボックスをオンにして、そのエンジン ID の値を入力する必要があります。

ステップ 7

（オプション）SNMP v1/v2c RO コミュニティ ストリング：SNMP v1 か v2c を使用してデバイスと通
信する場合は、NetFlow パケットを NAM にエクスポートするよう設定されたデバイスのコミュニティ
ストリングを入力します。

ステップ 8

（オプション）[Enable SNMP v3]：SNMP v3 を使用してデバイスと通信する場合は、v3 固有のダイア
ログ内のフィールドに入力します。

ステップ 9

（オプション）必要に応じて、デバイスの SNMP クレデンシャルを入力します。有効な SNMP クレデ
ンシャルを入力すると、Prime NAM は、デバイスのインターフェイスを単に数字として表示するので
はなく、インターフェイスの機能をわかりやすく説明するテキスト文字列をデバイスからアップロード
することができます。SNMPv2c クレデンシャルまたは SNMPv3 クレデンシャルを指定できます。
表 3-9 を参照してください。
表 3-9

SNMP クレデンシャル

フィールド
Mode：No Auth, No Priv

説明

SNMP が認証なし、プライバシーなしのモードで使用され
ます。

Mode：Auth, No Priv

SNMP が認証あり、プライバシーなしのモードで使用され
ます。

Mode：Auth and Priv

SNMP が認証あり、プライバシーありのモードで使用され
ます。

User Name

デバイスに設定されているユーザ名と一致するユーザ名を
入力します。

Auth Password

デバイスに設定されているユーザ名に関連付けられている
認証パスワードを入力します。パスワードを再入力します。
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表 3-9

SNMP クレデンシャル （続き）

フィールド

説明

Auth Algorithm

デバイス（MD5 または SHA-1）で設定されている認証標
準を選択します。

Privacy Password

デバイスに設定されているプライバシー パスワードを入力
します。パスワードを再入力します。

Privacy Algorithm

デバイス（AES または DES）で設定されているプライバ
シー アルゴリズムを入力します。

ステップ 10

指定した情報が正確かどうかを確認するには、[Test Connectivity] をクリックします。

ステップ 11

[Submit] ボタンをクリックします。

CLI を使用した NetFlow データ ソースの作成
たとえば自動作成機能がオフになっている場合に、CLI を使用して Prime NAM の NetFlow データ
ソースを手動で設定するには、次の手順を実行します。CLI を使用する場合、異なる 2 段階の手順を実
行する必要があります。まず、Prime NAM 上に「デバイス」エントリを作成し、そのデバイス ID を
覚えておきます。次に、このデバイス ID を使用してデータ ソース エントリを作成する必要がありま
す。GUI を使用して NetFlow データ ソースを作成する場合のこれら 2 段階の手順は、便利なように 1
つにまとめられています。
ステップ 1

device netflow コマンドを入力します。これで、次に示すように、netflow device サブコマンド モード
が開始されます。
root@172-20-104-107.cisco.com# device netflow
Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.
Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)#

ステップ 2

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、? 次の例に示すように ? を入力し
て、使用可能なすべてのコマンド オプションを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# ?
?
- display help
address
- device IP address (*)
cancel
- discard changes and exit from subcommand mode
community
- SNMPv2c community string
exit
- create device and exit from sub-command mode
help
- display help
show
- show current config that will be applied on exit
snmp-version
- SNMP version to use to communicate with device
v3-auth-passphrase
- SNMPv3 authentication passphrase
v3-auth-protocol
- SNMPv3 authentication protocol
v3-priv-passphrase
- SNMPv3 privacy passphrase
v3-priv-protocol
- SNMPv3 privacy protocol
v3-sec-level
- SNMPv3 security level
v3-username
- SNMPv3 username
(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)#
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ステップ 3

この例に示すように、デバイスの IP アドレスを入力します（必須）。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# address 192.168.0.1

ステップ 4

必要に応じて、次の例に示すように、デバイスの SNMP クレデンシャルを入力します。snmp-version
v2c を指定する場合は、デバイスのコミュニティ ストリングを入力する必要があります。
snmp-version v3 を指定する場合は、セキュリティ レベル、ユーザ名、認証プロトコル、認証パスフ
レーズ、プライバシー プロトコル、およびプライバシー パスフレーズを入力する必要があります。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# snmp-version v2c
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# community public

ステップ 5

show と入力して、適用されるデバイスの設定を調べ、それが正しいことを確認します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# show
DEVICE TYPE
DEVICE ADDRESS
SNMP VERSION
V2C COMMUNITY
V3 USERNAME
V3 SECURITY LEVEL
V3 AUTHENTICATION
V3 AUTH PASSPHRASE
V3 PRIVACY
V3 PRIV PASSPHRASE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

NDE (Netflow Data Export)
192.168.0.1
SNMPv2c
public
No authentication, no privacy
MD5
DES

root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)#

ステップ 6

exit を入力して、サブコマンド モードを終了し、デバイスを作成します。新しいデバイスに割り当て
られた ID 値を覚えておいてください。データ ソースを作成するために必要となります。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-device-netflow)# exit
Device created successfully, ID = 1
root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 7

data-source netflow コマンドを入力します。これで、次に示すように、netflow data source サブコマ
ンド モードが開始されます。
root@172-20-104-107.cisco.com# data-source netflow
Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.
Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)#

ステップ 8

次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、? 次の例に示すように ? を入力し
て、使用可能なすべてのコマンド オプションを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# ?
?
- display help
cancel
- discard changes and exit from subcommand mode
device-id
- netflow device ID (*)
engine-id
- netflow Engine ID
exit
- create data-source and exit from sub-command mode
help
- display help
name
- data-source name (*)
show
- show current config that will be applied on exit
(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)#
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ステップ 9

ステップ 4 で得たデバイス ID を入力します（必須）。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# device-id 1

ステップ 10

データ ソースに付ける名前を入力します（必須）:
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# name MyFirstNdeDataSource

ステップ 11

必要に応じて、この NetFlow データ ソースに固有のエンジン ID を指定します（任意）。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# engine-id 123

ステップ 12

show を入力して、適用されるデータ ソース設定を表示し、それが正しいことを確認します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# show
DATA SOURCE NAME
DATA SOURCE TYPE
DEVICE ID
DEVICE ADDRESS
ENGINE ID

:
:
:
:
:

MyFirstNdeDataSource
NDE (Netflow Data Export)
1
192.168.0.1
123

root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)#

ステップ 13

exit を入力して、サブコマンド モードを終了し、データ ソースを作成します。
root@172-20-104-107.cisco.com(sub-data-source-netflow)# exit
Data source created successfully, ID = 3

これで、データ ソースが作成され、デバイスからの NetFlow レコードが Prime NAM に受け入れられ
て受信されます。

Web GUI を使用した NetFlow データ ソースの削除
既存の NetFlow データ ソースを削除するには、次の手順を実行します。自動作成機能がオンになって
いて、デバイスが NetFlow パケットを NAM に引き続き送信する場合は、次の NetFlow パケットが受
信されると、すぐにデータ ソースが自動的に再作成されます。このため、既存の NetFlow データ ソー
スを削除する場合は、通常 NetFlow 自動作成機能をオフにすることを推奨します（詳細は説明済み）。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

削除するデータ ソースをクリックします。

ステップ 3

ウィンドウの下部にある [Delete] ボタンをクリックします。

CLI を使用した NetFlow データ ソースの削除
CLI を使用して NetFlow データ ソースを削除するには、次の手順を実行します。CLI を使用する場合、
通常異なる 2 段階の手順を実行する必要があります。まず、データ ソースを削除します。次に、同じ
デバイスを使用するその他のデータ ソース（たとえば、異なるエンジン ID 値を持つデータ ソースな
ど）がなければ、そのデバイスを削除します。手っ取り早い方法としては、単純にデバイスを削除する
と、そのデバイスを使用するすべてのデータ ソースも削除できます。
ステップ 1

削除するデータ ソースの ID を特定できるよう、すべてのデータ ソースを表示します。
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root@172-20-104-107.cisco.com# show data-source
DATA SOURCE ID
DATA SOURCE NAME
TYPE
PORT NUMBER
-----------

:
:
:
:

1
DATA PORT 1
Data Port
1

DATA SOURCE ID
DATA SOURCE NAME
TYPE
PORT NUMBER
-----------

:
:
:
:

2
DATA PORT 2
Data Port
2

DATA SOURCE ID
DATA SOURCE NAME
TYPE
DEVICE ID
DEVICE ADDRESS
ENGINE ID
-----------

:
:
:
:
:
:

3
MyFirstNdeDataSource
NDE (Netflow Data Export)
2
192.168.0.1
123

root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 2

no data-source コマンドを使用して、データ ソースを削除します。
root@172-20-104-107.cisco.com# no data-source 3
Successfully deleted data source 3
root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 3

削除するデバイスの ID を特定できるよう、すべてのデバイスを表示します。
root@172-20-104-107.cisco.com# show device
DEVICE ID
DEVICE TYPE
IP ADDRESS
SNMP VERSION
V2C COMMUNITY
V3 USERNAME
V3 SECURITY LEVEL
V3 AUTHENTICATION
V3 AUTH PASSPHRASE
V3 PRIVACY
V3 PRIV PASSPHRASE
INFORMATION
STATUS
------

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
NDE (Netflow Data Export)
192.168.0.1
SNMPv2c
public
No authentication, no privacy
MD5
DES
No packets received
Inactive

root@172-20-104-107.cisco.com#

ステップ 4

no device コマンドを使用して、デバイスを削除します。
root@172-20-104-107.cisco.com# no device 1
Successfully deleted device 1
root@172-20-104-107.cisco.com#

自動作成モードがオンになっていて、デバイスが NetFlow パケットを NAM に送信し続ける場合、次
の NetFlow パケットが到着すると、すぐにデータ ソース（およびデバイス エントリ）が自動的に再作
成されます。このため、既存の NetFlow データ ソースを削除する場合は、通常 NetFlow 自動作成機能
をオフにすることを推奨します（詳細は説明済み）。
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NetFlow デバイスのテスト
デバイスの SNMP コミュニティ ストリングを Devices テーブル内でテストできます。デバイスをテス
トするには、Devices テーブルからデバイスを選択し、[Test] をクリックします。[Device System
Information] ダイアログボックスが表示されます。表 3-10 に、各フィールドを示します。
表 3-10

[Device System Information] ダイアログボックス

フィールド

説明

Name

デバイスの名前。

Hardware

デバイスのハードウェアの説明。

Device Software
Version

デバイス上で現在実行されているソフトウェアの
バージョン。

System Uptime

デバイスが最後にリブートされて以来、稼働し続け
た合計時間。

Location

デバイスの場所。

Contact

デバイスの連絡先担当者の情報。

SNMP read from device SNMP 読み取りテストの結果。ローカル デバイスだ
け。

デバイスが NetFlow バージョン 9（V9）を送信し、Prime NAM が NetFlow テンプレートを受信した
場合、[Device System Information] ウィンドウの下の方に [V9 Templates] ボタンが表示されます。

（注）

NetFlow V9 テンプレートは、すべての NetFlow パケットに入っているわけではありません。テンプ
レートがない場合は、[V9 Templates] ボタンは表示されません。

WAAS
WAAS について
Cisco Wide Area Application Services（WAAS）ソフトウェアは、ワイドエリア ネットワーク
（WAN）環境で稼働する TCP ベースのアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、ブランチのセ
キュリティを維持および強化します。WAAS ソリューションは、協調して動作してネットワークを介
した WAN トラフィックを最適化する、Wide Area Application Engines（WAE）と呼ばれる一連のデ
バイスで構成されます。
クライアント アプリケーションとサーバ アプリケーションが相互に通信しようとしたとき、ネット
ワーク デバイスが、クライアント アプリケーションや送信先サーバに代わって動作するために、その
トラフィックを傍受し、WAE へとリダイレクトします。

WAE は、WAAS WAE の LAN インターフェイスと WAN インターフェイス両方を通過するパケット
ストリームに関する情報を提供します。対象となるトラフィックには、特定のサーバやエクスポートさ
れるトランザクションのタイプが含まれます。Prime NAM は、WAAS からエクスポートされたデータ
を処理し、アプリケーションの応答時間の計算を実行し、データをユーザによってセットアップされた
レポートに入力します。

WAE は、トラフィックを検証し、組み込みのアプリケーション ポリシーを使用して、トラフィックを
最適化するか、それとも最適化せずにネットワークを通過させるかを決定します。
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WAAS の [Top Talkers Detail] ダッシュボードを使用してトラフィックを分析し、最適化を行うことが
できます。詳細については、「「最適化のための Top Talkers Detail を使用したトラフィックの分析」
（P.4-16）」を参照してください。
Cisco WAAS は、企業における次のような目標の達成を支援します。
• ブランチ オフィスの社員が地理的に分散したネットワーク経由で LAN のように情報やアプリケー
ションにアクセスできる。

• アプリケーション サーバやファイル サーバをブランチ オフィスから集中管理されたデータセン
ターへ移行する。

• 高度な圧縮アルゴリズムを使用して、WAN の不必要な帯域幅使用量を最小限に抑える。
• ブランチ オフィス ユーザにプリント サービスを提供する。WAAS では、WAE をプリント サーバ
として設定できます。これにより、印刷要求を実行するために専用システムを導入する必要がなく
なります。

• 次のような共通の問題を解決して、WAN 経由のアプリケーションのパフォーマンスを改善する。
– データ レートが低い（帯域幅の制約）
– フレームの配信が遅い（ネットワークの遅延が大きい）
– パケット損失の確率が高い（信頼性が低い）

WAAS の詳細と WAAS コンポーネントの設定方法については、次のマニュアルを参照してください。
Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide、OL-16376-01
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4019/configuration/guide/
waas4cfg.html

WAAS データ ソースの応答時間のモニタリング
Prime NAM は、WAAS からエクスポートされた TCP フロー データを処理し、アプリケーション応答
時間（ART）の計算と報告を実行します。Prime NAM GUI を使用して、WAAS トラフィック統計情
報をモニタするための WAAS データ ソースを作成します。Prime NAM は、ART だけでなく、WAAS
データ ソースのその他のトラフィック統計情報（アプリケーション、ホスト、カンバセーション情報
など）もモニタし、報告します。
Prime NAM は、パケットがそのパスに沿って流れる中で異なるポイントでデータを収集することによ
り、異なる複数の ART メトリックを提供します。Prime NAM は、それぞれが WAAS データ ソースに
「WAAS データ ソース（データ収
よって表される、異なる 5 つの収集ポイントを提供します。図 3-2、
集ポイント）」に、データ収集ポイントの例を示します。実線は、WAAS デバイスからエクスポートさ
れたり、SPAN などのモニタリング対象トラフィックから直接得られたりするデータを表します。破線
は、WAAS デバイスだけからエクスポートされたデータを表します。
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WAAS データ ソース（データ収集ポイント）

ࠛ࠶ࠫ
WAE

ࠢࠗࠕࡦ࠻
ࠢࠗࠕࡦ࠻
TCP 1

ࠢࠗࠕࡦ࠻ ࠨࡃ
WAN
WAN
TCP 2

ࠦࠕ
WAE

ࠨࡃ
ࠨࡃ
TCP 3

NAM

205558

図 3-2

Prime NAM GUI を使用して、表 3-11 に示すネットワーク上の場所にあるデータ ソースを設定できま
す。
表 3-11

設定
Client

WAAS データ収集ポイント

説明
この設定では、モニタリングのために、そのクライアントから発生した元の
（LAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするように WAE デ
バイスを設定します。このポイントをモニタリングするには、Client データ
ソースを設定します。

Client WAN

この設定では、モニタリングのために、そのクライアントから発生した最適
化された（WAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするよう
に WAE デバイスを設定します。このポイントをモニタリングするには、
Client WAN データ ソースを設定します。

Server WAN

この設定では、モニタリングのために、そのサーバから発生した最適化され
た（WAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするように WAE
デバイスを設定します。このポイントをモニタリングするには、Server WAN
データ ソースを設定します。

Server

この設定では、モニタリングのために、そのサーバから発生した元の（LAN
側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするように WAE デバイス
を設定します。このポイントをモニタリングするには、Server データ ソース
を設定します。

Passthrough

この設定では、最適化されずにパススルーされる TCP フローをエクスポート
するように WAE デバイスを設定します。

Export Passthrough データを使用するためのデータ ソースを設定することもできます。WAAS データ
ソースを設定する方法については、「WAAS データ ソースの編集」（P.3-35）を参照してください。
クライアント データ ソースのモニタリング
クライアントと WAE デバイスの間の TCP 接続（図 3-2 の Client セグメント）をモニタリングするこ
とにより、次の ART メトリックを測定できます。

• クライアントで発生する合計応答時間
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• クライアントで発生する合計トランザクション時間
• 最適化前の帯域利用率（ビット / パケット）
• トランザクションと接続の数
• ネットワーク時間（クライアントからエッジまでのセグメントとエッジからサーバまでのセグメン
トに分けて示す）
このデータの詳細ビューを表示するには、[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] サブメ
ニューを選択します。

WAN データ ソースのモニタリング
エッジとコア WAE デバイスの間の TCP 接続（図 3-2 の Client WAN セグメントと Server WAN セグ
メント）をモニタリングすることにより、次の項目を測定できます。

• 最適化後の帯域利用率（ビット / パケット）
• WAN セグメントのネットワーク時間
サーバ データ ソースのモニタリング
コア WAE デバイスとサーバの間の TCP 接続（図 3-2 の Server セグメント）をモニタリングすること
により、次の ART メトリックを測定できます。

• サーバ応答時間（プロキシ アクセラレーションやキャッシュ サーバなし）
• コア WAE デバイスとサーバの間のネットワーク時間

（注）

Prime NAM では、デバイス間の TCP スリーウェイ ハンドシェイクをモニタして、ネットワーク時間
が測定されます。

展開シナリオ
表 3-12 に、WAAS ネットワーク上で最適化されたトラフィックをモニタするために検討するとよい 6
通りの導入シナリオをリストします。シナリオ #1 は、NAM-1X、-2X または -3 ブレードを使用する
場合に通常使用されます。シナリオ #2 は、NME-NAM デバイスを使用する場合に通常使用されます。
表 3-12

WAAS データ ソースの設定

導入シナリオ

1

• エッジ内のクライアント（ブランチ）

エッジ WAE データ
ソース

コア WAE データ ソー
ス

クライアント

サーバ
サーバ WAN

• コア（データセンター）内のサーバ
• コア内の NAM

2

• エッジ内のクライアント（ブランチ）

クライアント

• コア（データセンター）内のサーバ

クライアント WAN

サーバ

• エッジ内の NAM

3

• エッジ内のサーバ（ブランチ）

サーバ

• コア（データセンター）内のクライアント

クライアント
クライアント WAN

• コア内の NAM
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表 3-12

WAAS データ ソースの設定 （続き）

エッジ WAE データ
ソース

コア WAE データ ソー
ス

• エッジ内のサーバ（ブランチ）

サーバ

クライアント

• コア（データセンター）内のクライアント

サーバ WAN

導入シナリオ

4

• エッジ内の NAM

5

• エッジ内のクライアントとサーバ（ブランチ）およびコア内の クライアント
クライアントとサーバ（データセンター）

サーバ

• コア内の NAM

クライアント
サーバ
クライアント WAN
サーバ WAN

6

• エッジ内のクライアントとサーバ（ブランチ）およびコア内の クライアント
クライアントとサーバ（データセンター）

• エッジ内の NAM

サーバ

クライアント
サーバ

クライアント WAN
サーバ WAN

WAAS Central Manager
Cisco WAAS は、Cisco WAE アプライアンス上で実行される Cisco WAAS Central Manager というス
ケーラブルでセキュアかつシンプルな機能によって集中管理されます。Cisco WAAS Central Manager
は、報告、モニタリング、および機能の設定を行うための集中的なメカニズムを備え、数千の Cisco
WAE ノードを含むトポロジを管理することができます。
Prime NAM は Central Manager のインターフェイス内からアクセスできます。Prime NAM を WAAS
Central Manager と統合することで、WAAS 最適化環境および最適化されていない環境の両方で、
WAN を通してアプリケーション応答時間の測定に直接関連付けられている Prime NAM レポートをよ
り簡単に表示できます。
次に、ユーザが実行できる標準の設定ワークフローを示します。
前提は、WAAS Central Manager および Cisco NAM（デバイスまたは仮想ブレード）が設置されてい
て機能することです。
ステップ 1

WAAS Central Manager で、Cisco NAM IP アドレスとログイン クレデンシャルを設定します。

ステップ 2

ルータまたはスイッチで、ベースライン（SPAN）のデータ ソースを設定します。

ステップ 3

WAAS Central Manager で、サイト定義を設定します。詳細については、「「サイトの設定」（P.3-60）」
を参照してください。

ステップ 4

ステップ 5

WAAS Central Manager の [Monitor] セクションの [Network Analysis] タブで、トップ トーカーを表
示することができます。詳細については、「「最適化のための Top Talkers Detail を使用したトラフィッ
クの分析」（P.4-16）」を参照してください。
WAAS Central Manager で、WAAS フロー エージェントとブランチ WAE、データセンター WAE を設
定します。

ステップ 6

WAAS Central Manager でブランチとデータセンターのデバイス グループを作成し、デバイスをデバ
イス グループに割り当てます。

ステップ 7

WAAS で、Cisco NAM の IP を指定して、フロー エージェントをイネーブル化します。セグメントは
自動的に選択されます（Cisco NAM が設定されている場合のみイネーブル化されます）。Prime NAM
がベースライン ART、プロトコル分布、およびトップ トーカーの計算を開始します。
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ステップ 8

WAAS の最適化を起動します。詳細については、「「WAN の最適化」（P.4-15）」を参照してください。

ステップ 9

フロー エージェントを起動し、ART を短縮するためにモニタするサーバを特定します。

WAAS デバイスの管理
WAAS トラフィックをモニタするには、まず WAAS コマンドライン インターフェイス（CLI）の flow
monitor コマンドを次のように使用して、WAAS デバイスが WAAS フロー レコード データを Prime
NAM にエクスポートするように設定する必要があります。
flow monitor tcpstat-v1 host <nam IP address>
flow monitor tcpstat-v1 enable
上記のような CLI コマンドを使用して Prime NAM へのフロー エクスポートをイネーブル化すると、
WAAS デバイスが検出され、自動的に NAM の WAAS デバイス リストに追加されるようになります。
次に、Client、Client WAN、Server WAN、Server のうち、WAAS データ ソースとしてモニタする
WAAS セグメントを設定する必要があります。詳細については、「WAAS データ ソースの編集」
（P.3-35）を参照してください。

WAAS Central Manager を使用して、WAAS CLI コマンドを一元的に発行して、多数の WAE を一度に
設定することも可能です。Prime NAM は WAAS Central Manager のインターフェイス内からアクセス
できます。WAAS Central Manager の詳細については、技術マニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/tsd_products_support_series_home.html

（注）

WAAS デバイスの設定に加えて、WAAS デバイスによって最適化されているサーバの間で、どのアプ
リケーション サーバをモニタリングするかも指定する必要があります。詳細については、
「WAAS モニ
タリング サーバの設定」（P.3-82）を参照してください。
WAAS の詳細と WAAS コンポーネントの設定方法については、次のマニュアルを参照してください。
Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide、OL-16376-01
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4019/configuration/guide/
waas4cfg.html
ここでは、次の内容について説明します。

• 「新しい WAAS デバイスのデータ ソースの追加」（P.3-34）
• 「WAAS データ ソースの編集」（P.3-35）
• 「WAAS データ ソースの削除」（P.3-36）
新しい WAAS デバイスのデータ ソースの追加

Prime NAM では、WAAS データ ソースを使用して、さまざまな WAAS セグメント（クライアント、
クライアント WAN、サーバ WAN、およびサーバ）から収集されたトラフィックをモニタします。そ
れぞれの WAAS セグメントは、データ ソースによって表されます。Prime NAM は、モニタリング対
象の応答時間メトリックに加えて、アプリケーション、ホスト、カンバセーション情報などの WAAS
データ ソースのその他のトラフィック統計情報をモニタリングして報告するようにもセットアップで
きます。
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（注）

エクスポートがイネーブルになっている WAAS デバイスは自動的に検出されて追加されるため、通常
は、この手順は必要ありません。WAAS の NAM へのエクスポートをイネーブルにする方法の詳細に
ついては、「WAAS デバイスの管理」（P.3-34）を参照してください。

Prime NAM によってモニタリングされるデバイスのリストに WAAS デバイスを手動で追加するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

[ 作成（Create）] をクリックします。
[Prime NAM Data Source Configuration] ダイアログが表示されます。

ステップ 3

[Types] の一覧から "WAAS" を選択します。

ステップ 4

[IP] フィールドにデバイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 5

該当する WAAS セグメントのチェックボックスをオンにします 表 3-11 を参照してください。

ステップ 6

[Submit] をクリックして、新しい WAAS カスタム データ ソースを追加します。

WAAS データ ソースの編集
Prime NAM では、WAAS データ ソースを使用して、さまざまな WAAS セグメント（クライアント、
クライアント WAN、サーバ WAN、およびサーバ）から収集されたトラフィックをモニタします。そ
れぞれの WAAS セグメントは、データ ソースによって表されます。Prime NAM は、モニタリング対
象の応答時間メトリックに加えて、アプリケーション、ホスト、カンバセーション情報などの WAAS
データ ソースのその他のトラフィック統計情報をモニタリングして報告するようにもセットアップで
きます。

WAAS デバイスのカスタム データデータ ソースを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。データ ソースが表示されます。

ステップ 2

変更する WAAS デバイスを選択し、[Edit] をクリックします。
「WAAS データ ソース（データ収集ポイント）」に示すように、次の
WAAS データ ソースは、図 3-2：
WAAS セグメントをモニタリングするように設定できます。

• クライアント：この設定では、モニタリングのために、そのクライアントから発生した元の
（LAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするように WAE デバイスを設定します。
• クライアント WAN：この設定では、モニタリングのために、そのクライアントから発生した最適
化された（WAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートする WAE デバイスを設定しま
す。

• サーバ WAN：この設定では、モニタリングのために、そのサーバから発生した最適化された
（WAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートする WAE デバイスを設定します。
• サーバ：この設定では、モニタリングのために、そのサーバから発生した元の（LAN 側の）TCP
フローを Prime NAM にエクスポートする WAE デバイスを設定します。

SPAN データ ソースは、表 3-12 にリストされている WAE Server データ ソースの代わりに使用できま
す。たとえば、すでにサーバの LAN トラフィックをモニタするように SPAN を設定している場合は、
WAE デバイスで Server データ ソースをイネーブル化する必要はありません。
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（注）

次の手順は任意の手順で、NetQos Super Agent などの外部の Response Time Reporting Console にデー
タをエクスポートするように Prime NAM を設定する場合にだけ該当します。

WAAS データ ソースの削除
WAAS カスタム データ ソースを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。データ ソースが表示されます。

ステップ 2

削除する WAAS カスタム データ ソースを選択し、[Delete] ボタンをクリックします。
ダイアログボックスにデバイスのアドレスが表示され、本当にそのデバイスを削除するかどうかの確認
が求められます。

新しい WAAS デバイスの自動作成
多数の WAE デバイスがある場合は、[Prime NAM Auto Config] オプションを使用して、新しく検出し
た WAE デバイスを定義済みの設定テンプレートを使用して設定するように Prime NAM を設定できま
す。

（注）

ほとんどの WAE デバイスがエッジ WAE の場合は、自動設定をエッジ デバイスの設定にしておいて、
データセンター WAE を手動で設定することを推奨します。たとえば、モニタリングに Client セグメン
トを選択します。

WAAS 自動設定を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。データ ソースが表示されます。

ステップ 2

[Auto Create] ボタンをクリックします。
[Prime NAM Data Source Configuration] ダイアログが表示されます。

ステップ 3

[WAAS] チェックボックスを選択します。

ステップ 4

必要なセグメントのチェックボックスをオンにします。詳細については、「WAAS データ ソースの編
集」（P.3-35）を参照してください。

パフォーマンス エージェント
パフォーマンス エージェント（PA）は、インターフェイスのトラフィックをモニタし、今後の処理お
よび GUI 仮想化を考えて、シスコ ネットワーク解析モジュールにとり重要なパフォーマンス分析情報
を収集、分析、集約、およびエクスポートできます。PA を Prime NAM と統合することで、ブランチ
で、アプリケーション応答時間をより低価格で可視化する方法を実現できるようになります。また
Prime NAM を PA と統合することで、ブランチ内の個別の Prime NAM 製品を管理するのに必要な複
雑度が軽減されます。
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PA には、情報をエクスポートする前に統合して、フィルタする機能があり、すべてのデータではなく、
コンテキスト上必要なデータだけをエクスポートして消費します。例として NetFlow Export は、応答
時間およびトラフィック分析など多数の機能をサポートしています。複数の異なるフローをエクスポー
トするのではなく、PA は特定のユーザのニーズに対応するフロー データを統合、フィルタ、およびエ
クスポートするインテリジェンスを備えています。情報の統合およびフィルタの他に、PA のメディ
エーション機能にも主要な Cisco IOS 組み込み機能（Embedded Event Manager、または Class-Based
QoS など）使用する機能が組み込まれており、PA の機能とルータの両方の価値を高めます。

Prime NAM は、それぞれがデータ ソースによって表される、異なる 5 つの収集ポイントを提供しま
す。図 3-3、「パフォーマンス エージェント データ ソース（データ収集ポイント）」に、データ収集ポ
イントの例を示します。実線は Core WAE からの WAAS FA フローを表します。破線は、ISR デバイ
スからエクスポートされたデータのみを表します。
図 3-3

パフォーマンス エージェント データ ソース（データ収集ポイント）

ISR 
WAAS Express + PA

Client

Client
TCP 1

Client WAN
TCP 2

ࢧ࣮ࣂ
WAN

Core
WAE

ࢧ࣮ࣂ
ࢧ࣮ࣂ
TCP 3

NAM

293057

PA ⤫ィሗࡣ
NetFlow v.9 ᙧᘧ࡛
NAM ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺࡉࢀࡲࡍ

Prime NAM GUI を使用して、表 3-13 に示すネットワーク上の場所にあるデータ ソースを設定できま
す。Prime NAM は、PA 最適化セグメントである Client、Client WAN、Passthrough、および
Non-Optimized に対して、データ ソースを自動作成します。
表 3-13

設定
Client

PA データ収集ポイント

説明
この設定では、モニタリングのために、そのクライアントから発生した元の
（LAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするように WAE デ
バイスを設定します。このポイントをモニタリングするには、Client データ
ソースを設定します。

Client WAN

この設定では、モニタリングのために、そのクライアントから発生した最適
化された（WAN 側の）TCP フローを Prime NAM にエクスポートするよう
に WAE デバイスを設定します。このポイントをモニタリングするには、
Client WAN データ ソースを設定します。

Passthrough

これは、最適化できるが WAAS Express の能力を超えているため最適化され
ていないトラフィックです。

Non-Optimized

これは、最適化ポリシーに定義されていない種類のトラフィックであるため
に最適化されていないトラフィックです。

Export Passthrough データを使用するためのデータ ソースを設定することもできます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

3-37

第3章

Cisco Prime NAM のセットアップ

トラフィック パラメータの設定

「ISR PA デバイスの管理」
（P.3-38）を参照してく
PA データ ソースを設定する方法の詳細については、
ださい。

ISR PA デバイスの管理
パフォーマンス エージェント（PA）トラフィックをモニタするには、まず PA フロー レコード データ
を NAM にエクスポートするようにデバイスを設定する必要があります。『Cisco Wide Area
Application Services Configuration Guide』の「Configuring Other System Settings」の章を参照してく
ださい。

http://cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
NAM へのフロー エクスポートをイネーブル化すると、ISR デバイスは、データを NAM にエクスポー
トするとともに、検出されて自動的に Prime NAM のデバイス リストに追加されるようになります。
NAM 状態 UDP 設定オプションで PA トラフックを確認する場合は、すべてのモニタリングと詳細な
レポートにポート 3100 を含めます。
この項では、Prime NAM GUI を使用したデータ ソース管理に関する次の内容について説明します。

• 「Prime NAM GUI による PA データ ソース自動作成のイネーブル化」（P.3-38）
• 「Prime NAM GUI による PA データ ソースの作成」（P.3-38）
• 「Prime NAM GUI を使用した PA データ ソース自動作成のディセーブル化」（P.3-39）

Prime NAM GUI による PA データ ソース自動作成のイネーブル化
外部デバイスから PA パケットを受信したときに、データ ソースを自動的に作成するように Prime
NAM を設定するには、次の手順を実行します。ただし、自動作成機能はデフォルトでオンになってい
るため、通常この手順は必要ありません。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウ左下の [Auto Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[PA] チェックボックスをオンにして、PA データ ソースの自動作成をオンにします。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。

Prime NAM GUI による PA データ ソースの作成
自動作成機能がオフになっている場合などに、Prime NAM GUI を使用して PA データ ソースを手動で
設定するには、次の手順を使用します。自動作成機能はデフォルトでオンになっているため、通常この
手順は必要ありません。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウの下部にある [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Type] ドロップダウン リストから、[PA] を選択します。

ステップ 4

PA を NAMPrime NAM にエクスポートするデバイスの IP アドレスを入力します（必須）。

ステップ 5

SNMP v1 または v2c を使用してデバイスと通信する場合は、[Version v1/v2c] オプション ボタンをク
リックします。PA パケットを NAM にエクスポートするデバイスに設定されるコミュニティ ストリン
グを入力します。[Verify] フィールドに同じストリングを入力します。SNMPv1 または v2c を選択し
た場合は、ステップ 8 にスキップしてください。
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ステップ 6

SNMP v3 を使用してデバイスと通信する場合は、[Version v3] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 7

必要なクレデンシャルと一致する [Mode] オプション ボタンをクリックし、必要なフィールドに入力し
ます。有効な SNMP クレデンシャルを入力すると、Prime NAM は、デバイスのインターフェイスを単
に数字として表示するのではなく、インターフェイスの機能をわかりやすく説明するテキスト文字列を
デバイスからアップロードすることができます。SNMPv2c クレデンシャルまたは SNMPv3 クレデン
シャルを指定できます。
詳細については、「表 3-14」を参照してください。
表 3-14

SNMP クレデンシャル

フィールド

説明

Mode：No Auth, No Priv

SNMP が認証なし、プライバシーなしのモードで使用され
ます。

Mode：Auth, No Priv

SNMP が認証あり、プライバシーなしのモードで使用され
ます。

Mode：Auth and Priv

SNMP が認証あり、プライバシーありのモードで使用され
ます。

User Name

デバイスに設定されているユーザ名と一致するユーザ名を
入力します。

Auth Password

デバイスに設定されているユーザ名に関連付けられている
認証パスワードを入力します。パスワードを再入力します。

Auth Algorithm

デバイス（MD5 または SHA-1）で設定されている認証標
準を選択します。

Privacy Password

デバイスに設定されているプライバシー パスワードを入力
します。パスワードを再入力します。

Privacy Algorithm

デバイス（AES または DES）で設定されているプライバ
シー アルゴリズムを入力します。

ステップ 8

[Test Connectivity] ボタンをクリックします。成功メッセージまたは失敗メッセージが表示されます。

ステップ 9

[Submit] ボタンをクリックします。

Prime NAM GUI を使用した PA データ ソース自動作成のディセーブル化
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択します。

ステップ 2

ウィンドウ左下の [Auto Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[PA] チェックボックスをオフにして、PA データ ソースの自動作成をオフにします。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。

ハードウェア内の重複排除の設定
（注）

この項は、Cisco NAM 2320、2220、および 2204 アプライアンスにのみ適用されます。
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Prime NAM は、ハードウェア ベースでの重複パケットの検出をサポートし、すべてのアダプタ ポート
に対して重複トラフィックの量を削減する単一の重複排除フィルタを設定できます。
重複排除を使用すると、冗長データを排除できます。これは、ストレージ要件を大幅に縮小し、バック
アップおよびリカバリなどのタスクでの帯域幅効率を改善するのに役立ちます。
重複排除をイネーブル化すると、NAM アプライアンスは重複するパケットを検出、フィルタします。
検査されたすべてのセグメントが同じ時間ウィンドウの別のパケットに一致する場合、パケットは重複
として検出されます。
期間ベースのタイムアウトがあるほか、固定パケットカウントによるタイムアウトもあります。重複パ
ケットの間に存在できるのは 7 パケットまでです。パケット 0 とパケット 8 が同じ場合、パケット 8 は
廃棄されます。パケット 0 とパケット 9 が同じ場合、パケット 9 は廃棄されません。
パケットの重複排除を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Traffic] > [Hardware Deduplication] を選択します。

ステップ 2

[Enabled] チェックボックスをオンにして、パケットの重複排除をイネーブル化します。

ステップ 3

検索期間またはバッファ期間として、[Time] ウィンドウに値（1 ～ 127（マイクロ秒））を入力します。

[Time] ウィンドウに設定する値は、2 つのパケットがその期間内にあると重複と見なされる時間の長さ
（n マイクロ秒）を意味します。[Time] ウィンドウが 100 ms の場合に、2 つの同じパケットが 120ms
違いで受信されたときは、2 番めのパケットは廃棄されません。同じパケットが 80 ms 違いで受信され
た場合は、2 番めのパケットは廃棄されます。
ステップ 4

パケットのセグメントをクリックして選択し、重複排除のために検査します。
デフォルトでは、パケット全体が検査されます。デフォルト以外の 2 番めのオプションでは、パケット
の ISL 部分以外のすべてのセグメントが検査されます。3 番めのオプションでは、パケットの ISL、
MAC、および VLAN 部分以外のすべてのセグメントが検査されます。4 番めのオプションでは、パ
ケットの ISL、MAC、および VLAN 部分以外のすべてのセグメントが検査されます。最後（最下部）
のオプションでは、パケットの UDP/TCP およびペイロード セグメントのみが検査されます。

（注）
ステップ 5

どのオプションを選択した場合も、パケットのチェックサムは無視されます。

[Submit] をクリックして、入力した設定をイネーブル化するか、または [Reset] をクリックして変更内
容をキャンセルします。

アラームおよびアラームしきい値の設定
アラームとは、上昇データのしきい値、下降データのしきい値、またはその両方に基づいてあらかじめ
定義された条件です。どのイベントのタイプについてどのように Prime NAM に通知を行わせるかを選
択できます。アラームをモニタリングすると、問題領域を監視し、使用率の上昇、重大なアプリケー
ション応答の遅延、音声品質の低下などの領域に関するデータを収集できます。
アラームおよびアラームしきい値を設定するには、通常、以下の手順を実行します。
ステップ 1

設定するアラーム アクションのタイプに応じた通知方法（電子メール、トラップ、キャプチャのトリ
ガー、または syslog）を定義します。

• 電子メール サーバ設定の場合：[Administration] > [System] > [E-Mail Setting] を選択します。
• トラップ設定の場合：[Administration] > [System] > [SNMP Trap Setting] を選択します。
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• キャプチャ セッション設定の場合：[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] を選択しま
す。

• syslog 設定の場合：[Administration] > [System] > [Syslog Setting] を選択します。
ステップ 2

[Setup] > [Alarms] > [Actions] でアラーム アクションを定義します。

ステップ 3

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] で、このアラームのしきい値を定義します。

アラームを設定するタスクは次のとおりです。

• 「アラームアクションの設定」（P.3-41）
• 「アラーム アクションの表示」（P.3-42）
• 「しきい値の定義」（P.3-44）

アラームアクションの設定
しきい値の上昇ウォーター マークを超えたときが、アラーム条件の成立するときです。これにより、
アラーム アクションが実行されます。Prime NAM がサポートするアラーム アクションは、次のとおり
です。

• syslog の電子メール送信：成立しているアラーム条件に対する syslog の内容を電子メールで送信
するアラーム アクション。ネットワークでの電子メールのフラッディングを回避するため、Prime
NAM では 1 時間に 5 通を超える電子メールは送信しません。
• トラップ：1 つまたは複数のトラップ サーバに Prime NAM トラップ メッセージを送信するアラー
ム アクション。このトラップ メッセージは、コミュニティ ストリングが同じトラップ サーバで受
信されます。Prime NAM はトラップ メッセージに Cisco Syslog MIB を使用します。トラップの
フラッディングを回避するため、間隔あたりのトラップ メッセージは 10 個に制限されています。

• キャプチャのトリガー：定義済みキャプチャ セッションを開始または終了するアラーム アクショ
ン。

• リモート syslog：リモート syslog サーバに syslog メッセージを送信するアラーム アクション。
ネットワークでのフラッディングを回避するため、間隔あたりの syslog メッセージは 10 個に制限
されています。

Prime NAM では、1 つのアラーム条件内で、上記 4 つのアクションの任意の組み合わせを使用できま
す。
電子メール アラーム アクションを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Actions] を選択します。
[Alarm Action] ページに、設定されているすべてのアクションが表示されます。4 つのアクション（電
子メール、トラップ、キャプチャ、または syslog）がどれも設定されていない場合は、「No data
available」が表示されます。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

アクションの名前を入力します（最大 63 文字）。

ステップ 4

アラーム アクションのタイプを選択します。

• [Email]：[Administration] > [System] > [E-Mail Setting] で電子メール アドレスを設定します。
Prime NAM アラーム メールは、ルータ アラームやスイッチ アラームではなく、Prime NAM ア
ラームの結果として送信されます。
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Prime NAM では、機能（トラフィックおよび NetFlow、音声シグナリング、RTP、およびアプリ
ケーション応答時間）ごとに 1 時間あたり 5 通までの電子メールが送信されます。また、1 通の電
子メールには、最大 5 つのアラーム メッセージを含めることができます。これらの制限は、電子
メールのオーバーロードを回避するために設定されています。
電子メール アラームを設定したのに電子メールが送信されない場合は、Prime NAM にアラームが
設定されていません。

Prime NAM により多数のアラーム メッセージが送信される場合は、電子メールに "5 of 2,345
alarm messages" などと表示されます。
• Trap：トラップの送信先となる SNMP コミュニティを選択します。[Administration] > [System] >
[SNMP Trap Setting] でコミュニティ ストリングを設定します。[Community] フィールドが表示さ
れたら、ドロップダウン リストからコミュニティ ストリングを選択します。

• Trigger Capture（キャプチャのトリガー）：[Session] ドロップダウン リストからセッションを選択
します（[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] にキャプチャ セッションが設定されて
いない場合は、リストは空になります）。[Start] または [Stop] オプション ボタンをクリックしま
す。

• Syslog：syslog メッセージが記録されます。デフォルト設定は、syslog メッセージをローカルであ
る Prime NAM に記録することです。syslog メッセージをリモート サーバに記録する場合は、
[Administration] > [System] > [Syslog Setting] で宛先情報を設定します。
ステップ 5

[Submit] をクリックします。`
Alarm Action テーブルのリストに、新しく設定されたアクションが表示されます。

ステップ 6

アラーム アクションを編集または削除するには、「アラーム アクションの編集」（P.3-43）および「ア
ラーム アクションの削除」（P.3-43）を参照してください。

アラーム アクションの表示
アラームとは、上昇データのしきい値、下降データのしきい値、またはその両方に基づいてあらかじめ
定義された条件です。使用率の上昇、サーバ アプリケーション応答の遅延、音声品質の低下などの、
さまざまなネットワーク パラメータに関してしきい値とアラームを設定でき、潜在的な問題にアラー
トを生成できます。

Prime NAM はすべてのアラーム機能について IPv6 をサポートします。
（注）

送信元と宛先が同じサイトにある場合は、同じオカレンスに対して 2 つのアラームが表示されます。
作成されたイベントを表示するには、[Setup] > [Alarms] > [Actions] を選択します。フィールドの説明
については、表 3-15 を参照してください。
アラーム アクションを設定するには、「アラームアクションの設定」（P.3-41）を参照してください。
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表 3-15

アラーム設定

フィールド

説明

Name

設定時にアラームに付ける名前。

E-mail

オンにすると、"Enable" と表示されます。オン
にしない場合は、"Disable" と表示されます。電
子メール サーバ設定は、[Administration] >
[System] > [E-Mail Setting] で設定します。

Trap

設定すると、"Community：xxxxx" と表示されま
す。xxxxx は [Administration] > [System] >
[SNMP Trap Setting] で設定した値です。設定し
ない場合は、空白が表示されます。

Trigger Capture

設定すると、"Session:xxxxx" と表示されます。
xxxxx は [Capture] > [Packet Capture/Decode] >
[Sessions] で設定した値です。キャプチャを設定
しない場合は、空白が表示されます。

Syslog Remote

オンにすると、"Enable" と表示されます。オフ
にすると、"Disable" と表示されます。設定は、
[Administration] > [System] > [Syslog Setting] で
行います。

Status

これが "Missing Trap" の場合は、アラーム アク
ションに設定したトラップが削除されていること
を意味します。
これが "OK" の場合は、アラーム アクションが正
常に作成されたことを意味します。

アラーム アクションの編集
アラーム アクションを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Actions] を選択します。
Alarm Action テーブルに、設定されているすべてのアラームが表示されます。

ステップ 2

変更するアラーム イベントを選択し、[Edit] ボタンをクリックします。

アラーム アクションの削除
アラームを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Actions] を選択します。
Alarm Action テーブルに、設定されているすべてのアラームが表示されます。

ステップ 2

削除するアラーム イベントを選択し、[Delete] ボタンをクリックします。
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しきい値の定義
Prime NAM では、受信したパフォーマンス レコードを検査し、設定したしきい値セットをデータの最
新間隔に適用します。しきい値を使用すると、特定のネットワーク トラフィックの問題を対象とし、
特定のしきい値を超えたときにトリガーされる通知を設定することができます。たとえば、次のように
入力します。
• サーバの CPU 負荷が 90% を超える場合
• デバイスまたはネットワーク全体が通常より多くの帯域幅を使用する場合、または
• ディスク ドライブ上の残りのファイル サイズが 15% または 100 MB 未満の場合。
一般的に、サービス品質に影響を与える重大なトラフィックの問題だけがイベントを生成するように、
しきい値を設定する必要があります。これらのクリティカルなイベントは、アクションを取れるよう、
問題の通知をネットワーク オペレータに提供することを目的としています。設定されると、しきい値
はネットワーク サービス レベルに顕著な影響を及ぼすトラフィック レベルを識別しようとします。許
容できない低品質のサービス期間に対応する期間を設定します。目標は、早急な対応が必要な深刻な問
題を示す重要なイベントがほとんど生成されないことです。しきい値は、ネットワーク トラフィック
に関する統計情報を生成するレポート ツールとして意図されていません。
変数のアラームしきい値を、アラームをトリガーする値に設定するには、「アラーム アクションの表
示」（P.3-42）を参照してください。

（注）

送信元と宛先が同じサイトにある場合は、同じオカレンスに対して 2 つのアラームを受信することがで
きます。
また、しきい値を一度超えたら通知するかどうか、またはこの状態が一定時間持続した場合にのみア
ラームをトリガーするかどうかを決定できます。これは、不要な通知攻めに遭わない効果的なネット
ワーク モニタリング システムを保障するのに役立ちます。

[Prime NAM Threshold Alarms] ウィンドウ（[Setup] > [Alarms] > [Thresholds]）には、設定したしき
い値が表示されます。しきい値名の横の矢印の上にマウス カーソルを置くと、選択したしきい値の詳
細ビューが表示されます。
[Threshold] ウィンドウの各フィールドについては、表 3-16 の「しきい値の設定」を参照してくださ
い。

NAM では、モニタ対象変数のしきい値条件を定義することにより、アラームしきい値を設定できま
す。
次のしきい値を設定できます。

• 「ホストのしきい値の設定」（P.3-45）
• 「カンバセーションのしきい値の設定」（P.3-46）
• 「アプリケーションのしきい値の設定」（P.3-47）
• 「応答時間のしきい値の設定」（P.3-48）
• 「DSCP のしきい値の設定」（P.3-49）
• 「RTP ストリームのしきい値の設定」（P.3-50）
• 「音声シグナリングのしきい値の設定」（P.3-51）
• 「NetFlow インターフェイスのしきい値の設定」（P.3-52）
関連項目

• 「アラームアクションの設定」（P.3-41）
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• 「アラーム アクションの表示」（P.3-42）

しきい値の設定の説明
表 3-16

しきい値の設定

フィールド

説明

Name

しきい値の名前。

Type

8 つのしきい値タイプを設定できます。

Application

このしきい値に関連付けるアプリケーション。

Site

このしきい値に関連付けるサイト。

Host

このしきい値に関連付けるホスト。

Severity

[High] または [Low]（ユーザが設定する分類）。これらのアラームは [Alarm
Summary] ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary]）に
表示されます。[High] アラーム、[Low] アラーム、またはその両方を表示す
るよう選択できます。

Action

[Rising] アクションおよび [Falling] アクション（設定されている場合）。ア
ラームとは、上昇データのしきい値、下降データのしきい値、またはその両
方に基づいてあらかじめ定義された条件です。

Status

設定が完全な場合は、"OK"。そうでない場合は、問題がリストされます（た
とえば「Missing Src Site」）。

Add Metrics（ボタ

[Add Metrics] ボタンをクリックすると、新しい行を追加できます。

ン）

Delete（ボタン）

[Delete] ボタンをクリックすると、そのメトリック行を削除できます。

ホストのしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[Host] タブを選択します。

ステップ 3

[Host Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入力します。
表 3-17 で、このウィンドウで使用可能なフィールドについて説明します。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。
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表 3-17

ホスト アラームのしきい値

フィールド

説明

Name

ホスト アラームのしきい値に名前を付けます。

Site

リストからサイトを選択します。サイトを設定する方法の詳細については、「サ
イトの設定」（P.3-60）を参照。

Host

リストからホストを選択します。
ドロップダウン リストに必要なホストがない場合は、ホスト名を入力できます。

Application

リストからアプリケーションを選択します。ドロップダウン リストに最初の数
文字を入力すると、選択を絞り込むことができます。

DSCP

リストから DSCP 値を選択します。ドロップダウン リストに最初の数文字を入
力すると、選択を絞り込むことができます。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary] ダッシュボー
ド（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary]）に表示され、そこで [High]
アラーム、[Low] アラーム、またはその両方を表示することを選択できるよう
になっています。

Actions

ドロップダウン リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクション（オ
プション）を選択します。しきい値作成時、デフォルトで [Falling] アクション
は [Rising] アクションと同じになっています。アラーム アクションを設定する
方法の詳細については、「アラーム アクションの表示」（P.3-42）を参照。

Host Metrics
(per second)

リストからメトリックのタイプを選択し、[Rising] しきい値の値と [Falling] し
きい値の値を入力します。

カンバセーションのしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[Conversation] タブを選択します。

ステップ 3

[Conversation Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入力し
ます。
表 3-18 で、このウィンドウで使用可能なフィールドについて説明します。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。
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表 3-18

カンバセーション アラームのしきい値

フィールド

説明

Name

カンバセーション アラームのしきい値に名前を付けます。

Application

リストからアプリケーションを選択します。最初の数文字を入力
し始めると、リストを絞り込むことができます。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary]
ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary] ）に
表示され、そこで [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその
両方を表示することを選択できるようになっています。

Source Site/Host

ドロップダウン リストから選択を行うか、または [Any] のままに
します。サイトを設定する方法の詳細については、「サイトの設
定」（P.3-60）を参照。

Destination Site/Host

ドロップダウン リストから選択を行うか、または [Any] のままに
します。サイトを設定する方法の詳細については、「サイトの設
定」（P.3-60）を参照。

Actions

リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクション（オプ
ション）を選択します。アラーム アクションを設定する方法の詳
細については、「アラーム アクションの表示」（P.3-42）を参照。

Conversation Metrics (per
second)

6 つのメトリックから 1 つ選択し、上昇しきい値や下限しきい値を
入力します。

アプリケーションのしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[Application] タブを選択します。

ステップ 3

[Application Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入力し
ます。
「アプリケーション アラームのしきい値」で、このウィンドウで使用可能なフィールドについ
表 3-19、
て説明します。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。

表 3-19

アプリケーション アラームのしきい値

フィールド

説明

Name

アプリケーション アラームのしきい値に名前を付けます。

Site

リストからサイトを選択します。サイトを設定する方法の詳細に
ついては、「サイトの設定」（P.3-60）を参照。
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表 3-19

アプリケーション アラームのしきい値 （続き）

フィールド

説明

Application

リストからアプリケーションを選択します。最初の数文字を入力
し始めると、リストを絞り込むことができます。

DSCP

DSCP 値として 0 ～ 63 または [Any] を選択します。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary]
ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary] ）に
表示され、そこで [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその
両方を表示することを選択できるようになっています。

Actions

リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクション（オプ
ション）を選択します。アラーム アクションを設定する方法の詳
細については、「アラームアクションの設定」（P.3-41）を参照。

Application Metrics (per
second)

[Bits] または [Bytes] を選択し、上昇しきい値や下限しきい値を入
力します。

応答時間のしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[Response Time] タブを選択します。

ステップ 3

[Response Time Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入力
します。
表 3-20 で、このウィンドウで使用可能なフィールドについて説明します。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。

表 3-20

応答時間のしきい値

フィールド

説明

Name

応答時間のしきい値に名前を付けます。

Application

リストからアプリケーションを選択します。最初の数文字を入力
し始めると、リストを絞り込むことができます。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary]
ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary] ）に
表示され、そこで [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその
両方を表示することを選択できるようになっています。

Client Site/Host

リストから選択を行います。サイトを設定する方法の詳細につい
ては、「サイトの設定」（P.3-60）を参照。
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表 3-20

応答時間のしきい値 （続き）

フィールド

説明

Server Site/Host

リストから選択を行うか、または [Any] のままにします。サイト
を設定する方法の詳細については、「サイトの設定」（P.3-60）を参
照。

Actions

リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクション（オプ
ション）を選択します。アラーム アクションを設定する方法の詳
細については、「アラーム アクションの表示」（P.3-42）を参照。

Response Time Metrics

リストからメトリックを選択し、上昇しきい値や下限しきい値を
入力します。パケットやバイトに関連するメトリックの入力値の
単位は、秒です。時間に関連するメトリックの単位は、マイクロ
秒（m）です。

DSCP のしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[DSCP] タブを選択します。

ステップ 3

[DSCP Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入力します。
表 3-21 で、このウィンドウで使用可能なフィールドについて説明します。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。

表 3-21

DSCP アラームのしきい値

フィールド

説明

Name

DSCP アラームのしきい値に名前を付けます。

Site

リストからサイトを選択します。サイトを設定する方法の詳細に
ついては、「サイトの設定」（P.3-60）を参照。

DSCP

リストから DSCP 値を選択します。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary]
ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary] ）に
表示され、そこで [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその
両方を表示することを選択できるようになっています。
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表 3-21

DSCP アラームのしきい値 （続き）

フィールド

説明

Actions

ドロップダウン リストから [Rising] アクションまたは [Falling] ア
クション（オプション）を選択します。

DSCP Metrics (per
second)

リストからメトリック タイプの 1 つを選択し、上昇しきい値や下
限しきい値を入力します。

RTP ストリームのしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[RTP Streams] タブを選択します。

ステップ 3

[RTP Stream Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入力し
ます。
「RTP ストリームのしきい値」で、このウィンドウで使用可能なフィールドについて説明しま
表 3-22、
す。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。

表 3-22

RTP ストリームのしきい値

フィールド

説明

Name

RTP ストリーム アラームのしきい値に名前を付けます。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary] ダッシュ
ボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary]）に表示され、そこ
で [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその両方を表示することを
選択できるようになっています。

Codec

リストからコーデックを選択します。

Source Site/Host

ドロップダウン リストから選択を行うか、または [Any] のままにします。
サイトを設定する方法の詳細については、「サイトの設定」（P.3-60）を参
照。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary] ダッシュ
ボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary]）に表示され、そこ
で [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその両方を表示することを
選択できるようになっています。
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表 3-22

RTP ストリームのしきい値 （続き）

フィールド

説明

Actions

ドロップダウン リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクショ
ン（オプション）を選択します。アラーム アクションを設定する方法の詳
細については、「アラーム アクションの表示」（P.3-42）を参照。

RTP Stream Metrics

リストからメトリックを選択します。

• Jitter：想定された受信時刻と比較した場合のパケット受信時刻の変動
• Adjusted packet loss percent（調整済みのパケット損失率）：実際のパ
ケット損失と、想定されるエンドポイントのバッファ容量を超えて受
信されたパケットを計算した、パケット損失率。

• Actual packet loss percent（実際のパケット損失率）：Prime NAM に
表示されなかったパケットのパーセント。

• MOS：ジッターと調整済みパケット損失の両方から構成される平均
オピニオン評点

• Concealment seconds（フレーム損失発生秒数）：Prime NAM でパ
ケット損失が検出された秒数

• Severe concealment seconds（重大フレーム損失発生秒数）：5 % を超
えるパケット損失が Prime NAM で検出された秒数
上昇しきい値や下限しきい値を入力します。

音声シグナリングのしきい値の設定
ボイスコールの品質をモニタするようにソフトウェアを設定することができます。Cisco Unified
Communication Manager の [call detail records] オプションをイネーブル化すると、SCCP と SIP の両
方の Cisco IP Phone によりコールの終了時にコールのジッターとパケット損失が報告されます。Prime
NAM はこの情報を傍受し、アラーム条件が上昇しきい値を超えるとアラームを発行します。
音声シグナリングのしきい値を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[Voice Signaling] タブを選択します。

ステップ 3

[Voice Signaling Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。必要なフィールドに入
力します。
表 3-23 で、[Voice Signaling Metrics] ドロップダウン メニューで使用可能なフィールドについて説明
します。

（注）

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

ステップ 4

音声シグナリングのしきい値を設定する場合は [Submit]、しきい値をデフォルト値にリセットする場
合は [Reset]、行った変更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

ステップ 5

完了したら、[Submit] をクリックします。
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表 3-23

音声シグナリングのしきい値

フィールド

説明

Name

音声シグナリング アラームのしきい値に名前を付けます。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary] ダッ
シュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary]）に表示さ
れ、そこで [High] アラーム、[Low] アラーム、またはその両方を表
示することを選択できるようになっています。

Actions

リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクション（オプ
ション）を選択します。アラーム アクションを設定する方法の詳細
については、「アラーム アクションの表示」（P.3-42）を参照。

Voice Signaling Metrics

ここに設定した値を超過したというジッターがソフトウェアで検出
された場合のアラームをイネーブル化するには、[Jitter] を選択しま
す。
入力した値を逸脱するパケット損失率がソフトウェアで検出された
場合にアラームをイネーブル化するには、[Packet Loss %] をオンに
します。

NetFlow インターフェイスのしきい値の設定
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックし、[NDE Interface] タブを選択します。
[NDE Interface Alarm Threshold Configuration] ウィンドウが表示されます。フィールドは、表 3-24
で説明されています。

（注）

ステップ 3

選択を行わない場合、そのパラメータは考慮されなくなります。[Any] を選択した場合は、そ
のパラメータに存在する任意の選択値が使用されます。

しきい値を設定する場合は [Reset]、しきい値をデフォルト値にリセットする場合は [Reset]、行った変
更を解消する場合は [Cancel] をクリックします。

表 3-24

NetFlow インターフェイス アラームのしきい値

フィールド

説明

Name

NetFlow インターフェイス アラームのしきい値に名前を付けます。

Data Source

リストからデータ ソースを選択します。

Interface

リストからインターフェイスを選択します。

Direction

[Ingress] または [Egress] を選択します。

Severity

[High] または [Low] を選択します。これらは [Alarm Summary] ダッシュ
ボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary]）に表示され、そこで
[High] アラーム、[Low] アラーム、またはその両方を表示することを選択
できるようになっています。
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表 3-24

NetFlow インターフェイス アラームのしきい値 （続き）

フィールド

説明

Actions

リストから [Rising] アクションまたは [Falling] アクション（オプション）
を選択します。アラーム アクションを設定する方法の詳細については、「ア
ラーム アクションの表示」（P.3-42）を参照。

Application Metrics
(per second)

[Bytes] または [Packets] を選択し、上昇しきい値や下限しきい値を入力し
ます。

アラームしきい値の編集または削除
アラームしきい値を必要に応じて編集できます。不要になったしきい値を削除できます。変更がすぐに
反映されます。
アラームしきい値を編集または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] を選択します。
Thresholds テーブルが表示されます。

ステップ 2

アラームを選択し、[Edit] または [Delete] をクリックします。

ステップ 3

選択に応じて：

• 編集するために選択した場合、アラームのタイプのダイアログボックス、たとえば [Host
Threshold] ダイアログボックスが表示されます。必要な変更を加えます。実行されるアクション
（Then）
– [Submit] をクリックして、変更内容を保存するか、
– [Reset] をクリックして、それらを編集する前に設定された値にしきい値をリセットするか、
または

– [Cancel] をクリックして、編集をキャンセルし、前のページに戻ります。
• 削除するために選択した場合、削除を確定する場合は [OK]、設定を削除しない場合は [Cancel] を
クリックします。

エクスポートのスケジュール設定レポートの設定および管理
トレンド分析およびトラブルシューティング アクティビティのデータをある期間にわたって収集する
には、エクスポートのスケジュール設定を使用します。
毎日または毎週指定した時刻に、指定した間隔でレポートを生成し、そのレポートを指定した電子メー
ル アドレスに送信するようスケジューリングされたジョブを設定できます。また、スケジューリング
した時刻まで待たずに、[Preview] ボタンをクリックして、すぐにレポートを取得することもできま
す。このレポートは、プレビューしてから送信することもできます。

Prime NAM では、レポートを開始したブラウザに基づいてこのレポートに時間が表示されます。した
がってブラウザが San Jose、CA にある場合、レポートに表示される時間帯はそのマシンの時間帯に基
づきます。データは Cisco NAM サーバ時刻には基づいていません。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「レポートのエクスポートのスケジュール設定の作成」（P.3-54）
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• 「エクスポートのスケジュール設定ジョブの編集」（P.3-54）
• 「エクスポートのスケジュール設定ジョブの削除」（P.3-55）

[Setup] > [Data Exports] > [Scheduled Export] ウィンドウでは、すでに設定したエクスポートのスケ
ジュール設定の編集または削除のみ行うことができます。エクスポートのスケジュール設定の作成は、

[Monitor] ウィンドウまたは [Analyze] ウィンドウからのみ行うことができます。

レポートのエクスポートのスケジュール設定の作成
エクスポートのスケジュール設定を行うには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Monitor] ウィンドウまたは [Analyze] ウィンドウで、[Interactive Report] ボックスにエクスポート
データを入力し、[Export] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Export Type]（毎日、またはレポートを毎週送信する曜日）を選択します。

ステップ 3

[Export Time] を選択します（レポートの配信を受ける場合）：[Hour]。

ステップ 4

[Report Time]（[Daily] の場合）または [Data Time Range]（週次レポートの繰り返しを選択している
場合）を選択します。これは、計測する時間間隔です。

• 日次レポートの [Report Time] は、現在の 24 時間に制限されています（暦日を使用）。
• 週次レポートの [Report Time] は、どれだけ多い日数を選択しても常に 17:00 ～ 17:00 です。
次に例を示します。

• [Export Type] で [Monday]、[Hour] でレポートを [17:00] に送信するように、[Report Time] で
[00:00] ～ [17:30] を選択した場合、レポートには月曜日の 17:00 から 17:30 まで（またはタイム
ゾーンに応じて PDT の午後 5 時から午後 5 時 30 分まで）のデータが表示されます。
• [Export Time]：[Day] で [Wednesday]、[Hour] で [18:00] を選択した場合、レポートには月曜日
17:00 から水曜日 17:00 までのデータが示されます。
ステップ 5

レポートの配信先にする電子メール アドレスを入力します。

ステップ 6

配信オプション（[CSV] または [PDF]）を選択します。

ステップ 7

レポートの説明を入力します。これは、配信されてくるレポートのファイル名の末尾に表示されます。

ステップ 8

次をクリックします。

• ダイアログ ボックス内の値をクリアするには、[Reset] ボタン
• レポートをプレビューするには、[Preview] ボタン
• スケジューリングされたジョブの要求を送信するには [Submit] ボタン
• ダイアログボックスを閉じて前のウィンドウに戻る場合は [Cancel] ボタン

（注）

レポートの結果はレポートを開始したブラウザのローカル タイムに基づいていることに注意し
てください。

エクスポートのスケジュール設定ジョブの編集
ステップ 1

[Setup] > [Data Export] > [Scheduled Exports] を選択します。
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ステップ 2

編集するジョブを強調表示します。

ステップ 3

[Edit] ボタンをクリックします。

ステップ 4

必要に応じて情報を変更します。このウィンドウでは、[E-mail]、[Delivery Option]（[PDF] または
[CSV]）、および [Report Description] のみを変更できます。

ステップ 5

次をクリックします。

• スケジューリングされたジョブの要求を送信するには [Submit] ボタン
• ダイアログ ボックス内の値をクリアするには、[Reset] ボタン
• ダイアログボックスを閉じて前のウィンドウに戻る場合は [Cancel] ボタン

エクスポートのスケジュール設定ジョブの削除
ステップ 1

[Setup] > [Data Export] > [Scheduled Exports] を選択します。

ステップ 2

削除するジョブを強調表示します。

ステップ 3

[Delete] ボタンをクリックします。

ステップ 4

確定する場合は [OK]、ジョブを削除せずに前のウィンドウに戻る場合は [Cancel] をクリックします。

デバイスのインターフェイスと状態の詳細へのアクセス
Prime NAM 管理対象デバイス機能を使用して識別するデバイス上で使用可能な場合は、NAM を使用
してデバイスのインターフェイスと状態の詳細にアクセスできます。
管理対象デバイスは、Prime NAM でモニタリングするルータまたはスイッチを表す場合があります。
Cisco NAM プラットフォームに応じて、管理対象デバイスは、NAM により異なる方法でアクセスさ
れ、デバイス サポートに基づいて異なる MIB をサポートする場合があります。

• 物理または仮想ブレードまたはサービス モジュールの場合、管理対象デバイスは、NAM ソフト
ウェアまたはハードウェアがあるデバイスです。管理対象デバイスの情報は、ユーザが介入するこ
となく自動的に更新され、NAM 上で変更できません。ブレードまたはサービス モジュールを使用
する利点の 1 つは、この機能に必要な設定がないことです。

• 物理アプライアンスまたは仮想アプライアンスの場合、SPAN またはユーザ クレデンシャルを使
用してトラフィックを共有するスイッチまたはルータとして管理対象デバイスを識別します。管理
対象デバイス上で NAM SPAN セッションを設定するには、デバイス アドレスおよび、SNMP ク
レデンシャルまたは NetConf クレデンシャルを入力する必要があります。特定のプラットフォー
ム上では、NetConf は NAM の代替となって、SNMP を使用した NAM SPAN セッションの設定を
サポートしない管理対象デバイス上で NAM SPAN セッションを設定します。NetConf を使用する
場合、SPAN セッションをサポートするには、管理対象デバイスのインターフェイス上で NetConf
をイネーブルにして、SSH もイネーブルにします。これにより、インターフェイス統計情報など
の管理対象デバイスの情報をモニタリングすることができます。
使用可能なプラットフォームおよびサポートされているデバイスのリスト、およびそれらの MIB サ
ポートを確認するには、『NAM Compatibility Matrix』を参照してください。
設定に関連するタスクのリストまたはデバイス統計情報の表示については、次を参照してください。

• 「管理対象デバイス情報の設定」（P.3-56）
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• 「管理対象デバイス情報の表示」（P.3-58）
• 「管理対象デバイス上での NBAR プロトコル検出の設定」（P.3-58）

管理対象デバイス情報の設定
必要な管理対象デバイス情報は、プラットフォーム デバイスのタイプによって異なります。詳細につ
いては、「デバイスのインターフェイスと状態の詳細へのアクセス」（P.3-55）を参照してください。

（注）

NAM-1X、-2X、-3、および -NX1 プラットフォームの場合、SNMPv3 は必要ありません。
SNMP の要求と応答はシャーシ内の内部インターフェイスを介して通信されるため、SNMPv3
は使用されません。

NAM がデバイス インターフェイスおよびその他のトラフィックを管理していることを確認するには、
次を参照してください。

• 「ブレードまたはモジュール上での管理対象デバイス情報の設定」（P.3-56）
• 「アプライアンスおよびその他の仮想プラットフォーム上の管理対象デバイス情報の設定」
（P.3-56）

ブレードまたはモジュール上での管理対象デバイス情報の設定
NAM ブレードまたはモジュール上での管理対象デバイスは、Prime NAM でモニタリングするルータ
またはスイッチを表す場合があります。管理対象デバイスの情報は、ユーザが介入することなく自動的
に更新され、NAM 上で変更できません。ブレードまたはサービス モジュールを使用する利点の 1 つ
は、NAM 上にこの機能に必要な設定がないことです。
NAM が管理対象デバイスを処理する方法の詳細については、「デバイスのインターフェイスと状態の
詳細へのアクセス」（P.3-55）を参照してください。
（注）

NAM-1X、-2X、-3、および -NX1 プラットフォームの場合、SNMPv3 は必要ありません。
SNMP の要求と応答はシャーシ内の内部インターフェイスを介して通信されるため、SNMPv3
は使用されません。

NAM が正常にネットワーク トラフィック データを収集できるように、プラットフォームのインスト
レーション ガイドの設定手順に従ってください。

NAM が管理対象デバイスの詳細を自動的に更新すると、[Setup] > [Managed Device] > [Device
Information] を使用してその情報を表示できます。詳細については、「管理対象デバイス情報の表示」
（P.3-58）を参照してください。

アプライアンスおよびその他の仮想プラットフォーム上の管理対象デバイス情報の設定
必要な管理対象デバイス情報は、プラットフォーム デバイスのタイプによって異なります。詳細につ
いては、「デバイスのインターフェイスと状態の詳細へのアクセス」（P.3-55）を参照してください。
アプライアンスおよびその他の NAM 仮想プラットフォームの場合、NAM の [Setup] > [Managed
Device] > [Device Information] を使用して管理対象デバイスを設定します。NAM SPAN セッションの
設定が許可されるには、デバイスおよびクレデンシャルを入力します。管理対象デバイスのインター
フェイス統計情報に関する詳細を受信するには、SNMP クレデンシャルを設定する必要があります。
管理対象デバイスとの間で NAM SPAN セッションを有効にするために NetConf でクレデンシャルを
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設定する必要がある場合があります。NetConf を使用するには、管理対象デバイスが NetConf イン
ターフェイスをサポートし、SSH を有効にする必要があります。デバイスが SNMP 経由の NAM
SPAN の設定をサポートしていない場合、管理対象デバイス上で NAM SPAN セッションを設定する代
わりとして NetConf を使用できます。

（注）

この項は、NAM-NX1、NAM-1X、NAM-2X、および NAM-3 ブレードを除くすべての Cisco NAM
プラットフォームに適用されます。
管理対象デバイス パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Setup] > [Managed Device] > [Device Information] を選択します。
管理対象デバイスに応じて、表 3-25 に示すルータ システム情報が表示されるか、表 3-26 に示すス
イッチ システム情報が表示されます。
表 3-25

ルータ / 管理対象デバイスの情報

フィールド

説明

Name

デバイスの名前。

Hardware

ルータのハードウェアの説明。

Managed Device Software
Version

ルータの現在のソフトウェア バージョン。

Managed Device System
Uptime

スイッチが稼働してきた合計時間。

Location

ルータの物理的な場所。

Contact

ルータのネットワーク管理者名。

Managed Device

ルータの IP アドレス

SNMP v1/v2c RW
Community String

ルータに設定される SNMP read-write コミュニティ ストリングの名
前。

Verify String

SNMP を再入力します。

Enable SNMP V3

バージョン 3 をイネーブルにするには、チェックボックスをオンにし
ます。SNMPv3 をイネーブル化しない場合は、コミュニティ ストリ
ングが使用されます。

Mode：No Auth, No Priv

SNMP が認証なし、プライバシーなしのモードで使用されます。

Mode：Auth, No Priv

SNMP が認証あり、プライバシーなしのモードで使用されます。

Mode：Auth and Priv

SNMP が認証あり、プライバシーありのモードで使用されます。

User Name

デバイスに設定されているユーザ名と一致するユーザ名を入力しま
す。

Auth Password

デバイスに設定されているユーザ名に関連付けられている認証パス
ワードを入力します。パスワードを再入力します。

Auth Algorithm

デバイス（MD5 または SHA-1）で設定されている認証標準を選択し
ます。

Privacy Password

デバイスに設定されているプライバシー パスワードを入力します。
パスワードを再入力します。

Privacy Algorithm

デバイス（AES または DES）で設定されているプライバシー アルゴ
リズムを入力します。
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ステップ 2

[Test Connectivity] ボタンをクリックして、SNMP テストを実行します。終了したら、[Close] をク
リックします。

ステップ 3

[Submit] をクリックして情報を送信し、ウィンドウを閉じます。

管理対象デバイス情報の表示
スイッチの情報を表示するには、[Setup] > [Managed Device] > [Device Information] を選択します。
フィールドを表 3-26 に示します。
プラットフォームに応じて、スイッチ システム情報に、表 3-26 に示すフィールドの一部またはすべて
が表示されることがあります。
表 3-26

スイッチ デバイス情報

フィールド
SNMP Test information

説明

Cisco NAM の IP アドレスと SNMP テストが行われたスイッチを表示
します。

Name

デバイスの名前。

Hardware

デバイスのハードウェアの説明。

Supervisor Software Version スーパーバイザの現在のソフトウェア バージョン。
System Uptime

デバイスが稼働してきた合計時間。

SNMP read from chassis

SNMP 読み取りテストの結果。

SNMP write to chassis

SNMP 書き込みテストの結果。

Mini-RMON on chassis

Cisco IOS デバイスの場合に、Mini-RMON が設定されているポート
に対しては [Available] ステータス、設定されていないポートに対して
は [Unavailable] ステータスを表示します。

NBAR on chassis

デバイスで NBAR が使用可能かどうかを表示します。

VLAN Traffic Statistics on
chassis

VLAN データが使用可能（[Available]）か使用不能（[Unavailable]）
かを表示します。
（注）

Catalyst 6500 の場合は、Supervisor 2 カードまたは MSFC2
カードが必要です。

NetFlow Status

Cisco IOS を実行する Catalyst 6500 シリーズ デバイスの場合に、デバ
イスで NetFlow が設定されているときは、「Remote export to Cisco
NAM <address> on port <number>」（ポート <number> の NAM
<address> へのリモート エクスポート）が表示され、設定されていな
い場合は、「Configuration unavailable」（設定使用不可）が表示され
ます。

管理対象デバイス上での NBAR プロトコル検出の設定
（注）

Network Based Application Recognition (NBAR) は、Catalyst 6500 スーパーバイザ エンジン 32 プロ
グラマブル インテリジェント サービス アクセラレータ（PISA）を搭載し、IOS 12.2(18)ZY（以降）
を実行するスイッチと ISR ルータでサポートされています。
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NBAR プロトコル検出を設定するには、[Setup] > [Managed Device] > [NBAR Protocol Discovery] を
選択します。[NBAR Protocol Discovery] ウィンドウで、[NBAR Status] 情報を表示したり、すべての
インターフェイスで NBAR をイネーブル化またはディセーブル化することができます。
Prime NAM がイーサネット ポートに関する情報を提供するには、NBAR インターフェイス機能を有
効にする必要があります。

（注）

使用しているスイッチが NBAR をサポートしていない場合は、そのスイッチでは NBAR はサポートさ
れていないということを知らせるメッセージが表示されます。

[NBAR Protocol Discovery] をイネーブル化すると、[NBAR Protocol Interfaces] ウィンドウに既知の
インターフェイスが名前順およびタイプ順にリストされます。表 3-27 で、このウィンドウのフィール
ドについて説明します。
表 3-27

NBAR インターフェイスの詳細

フィールド / 操作

説明

Enable（チェックボッ

オンになっていれば、NBAR がイネーブルです。

クス）

Interface

インターフェイスの名前。
スーパーバイザ上で実行されている IOS に応じて、ポート名が違うように
表示されます。
新しいバージョンの IOS ソフトウェアでは、ポート名は Gi2/1 などと表示
されます。この例は、モジュール 2、ポート 1 上のギガビット ポートを表
します。

Virtual Switch ソフトウェア（VSS）では、スイッチ 1、モジュール 2、
ポート 1 上のギガビット ポートを表すために、ポート名が Gi1/2/1 などと
表示される場合があります。
Interface Description

インターフェイスの説明。

インターフェイスのリストを絞り込むには、ドロップダウン リストから [Interface Name] または
[Interface Description] を選択し、テキスト ボックスにインターフェイス名または説明の一部を入力し
て、[Filter] ボタンをクリックします。[Filter] テキスト ボックスをクリアするには、[Clear] をクリッ
クします。再びすべてのインターフェイスを表示するには、[All] チェックボックスをオンにし、
[Submit] ボタンをクリックします。
このチェックボックスをオンにしてインターフェイスをイネーブル化し、[Submit] ボタンをクリック
します。

[Save] ボタンをクリックすると、ルータの現在の設定がスタートアップ コンフィギュレーションに保
存されます。

ネットワーク パラメータの設定
ネットワーク パラメータを設定するタスクには次のものがあります。

• 「サイトの設定」（P.3-60）
• 「NetFlow インターフェイスの容量を使用したインターフェイス速度の設定」（P.3-64）
• 「DSCP グループの設定」（P.3-65）
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サイトの設定
Cisco Prime ネットワーク解析モジュール では、サイトと呼ばれるネットワークのさまざまなビューを
使用して大規模なキャンパスを管理する方法を提供することによって、トラフィックをモニタリング
し、ネットワーク全体の問題を識別することが容易になります。
サイトとはホスト（ネットワーク エンドポイント）の集合で、いくつかのビューに分割されています。
ネットワーク分析データのビューを特定の都市、建物、または建物の階に制限し、サイトを使用して
データの収集および分析を集中させることができます。サイト選択は任意ですが、推奨されています。
以下の項で、サイトの設定について説明します。

• 「サイトの定義」（P.3-60）
• 「定義されたサイトの表示」（P.3-61）
• 「サイトの定義およびルールについて」（P.3-63）

サイトの定義
各サイトは、アドレス プレフィックスおよびアドレス マスクにより指定されたサブネットを複数まと
めたものとして定義できるほか、リモート デバイスのデータ ソース（たとえばリモート WAE デバイ
スとセグメント情報）などその他の基準に基づいて定義することもできます。
「サイトの定義およびルールについて」
（P.3-63）に、さまざまなシナリオの具体例が記載されています。
サイトを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Network] > [Sites] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Site Configuration] ウィンドウが表示されます。必要に応じて [Name] や [Description]、[Subnet]、
[Data Source] に入力を行います。
フィールドを下の、表 3-28 に示します。
表 3-28

サイト設定

フィールド

説明

Name

サイトの名前となる固有のテキスト文字列。

Description

サイトの説明となるオプションのテキスト文字列。

Disable Site

このチェックボックスをオンにした場合、ソフトウェアでは、トラフィックを
分類するときにこのサイトがスキップされます。これは、サイトがアクティブ
でなくなったときにデータベース内のサイト データ履歴にアクセスするのに使
用できます。そうしない場合は、必要でなくなったサイトを削除する必要が生
じます。

（チェックボックス）
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表 3-28

サイト設定 （続き）

フィールド

説明

Subnet

IP アドレスのサブネット（IPv4/IPv6 アドレスおよびマスク）。例、
10.1.1.0/24。サイト規則に関する情報を取得するには、青色の [i] をクリックし
ます。

[Detect] ボタンをクリックして、トラフィック内でサブネットを検索するよう
ソフトウェアに指示することができます。次の項、サブネットの検出を参照し
てください。
Data Source

サイト トラフィックの送信元のデータ ソースを指定します。
サイト トラフィックが複数のデータ ソースから着信する場合は、このフィール
ドを空白のままにします。

ステップ 4

[Submit] ボタンをクリックします。
（注）

説明が "Unclassified hosts"（未分類ホスト）である [Unassigned] サイトには、サイト設定に
一致しないサイトが表示されます。サイトはパケット処理のときに分類されます。

サブネットの検出

[Setup] > [Network] > [Sites] > [Sites Configuration] で [Detect] ボタンをクリックすると、Prime NAM
は過去 1 時間以内に検出されたサブネットを検索します。フィールドについては表 3-29、
「サブネット
の検出」を参照してください。
表 3-29

サブネットの検出

フィールド

説明

Subnet Mask

サブネット マスクを入力します。

（注）

ビット マスクが 32 以下の場合、ソフトウェアにより IPv4 サブネットが検
出されます。ビット マスクが 33 から 64 までの場合、IPv6 サブネットが検
出されます。

Data Source

サブネットを検出するデータ ソースを選択します。

Interface

サブネットを検出するインターフェイスを選択します。

Filter Subnets Within Network

IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを入力します。

Unassigned Site（check box） [Unassigned] サイトには、サイト設定に一致しないサイトが表示されます。サイト
はパケット処理のときに分類されます。

[Detect] ボタンをクリックすると、Prime NAM は、入力された基準を満たすサイトを検索します。

定義されたサイトの表示
すでに定義されているサイトを表示するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[Setup] > [Network] > [Sites] を選択します。

ステップ 2

[Sites] ウィンドウが表示されます。定義されているサイトがテーブルにリストされます。
フィールドを表 3-30 に示します。
表 3-30

[Sites] ウィンドウ

フィールド

説明

Name

サイト名。

Description

サイトの内容の説明。

Rule

Status

選択されているサイトに割り当てられている最初の規則を示しま
す。このサイト規則の右にピリオド（...）が表示される場合、そ
のサイトには複数の規則が作成されています。すべての規則のリ
ストを表示するには、クイック ビュー アイコンをクリックします
（サイトを強調表示にした後、右側の小さなアイコンをクリックし
ます）。
サイトがイネーブル化されている（[Enabled]）かディセーブル化
されている（[Disabled]）かを示します。

サイトの編集
作成したサイトを編集できます。[Unassigned] サイトは編集も削除もできません。
ステップ 1

[Setup] > [Network] > [Sites] を選択します。

ステップ 2

設定したサイトを強調表示します。

ステップ 3

[Edit] ボタンをクリックします。

ステップ 4

必要なフィールドを編集します。

ステップ 5

変更内容を保存する場合は [Submit]、サイトの前の設定を元に戻す場合は [Reset] および [OK]、変更
内容をキャンセルしてメインの [Sites] ページに戻る場合は [Cancel] をクリックします。
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サイトの定義およびルールについて
サイト定義は非常に柔軟性があり、さまざまなシナリオに対処できます。Prime NAM では、サイト定
義を、データの表示に使用するだけでなく、データのエクスポートやデータの保存にも使用します。複
数のサイトで同じ規則を定義することはできません。サイトを定義する推奨の方法はサブネットを使用
することです。サイト定義の例については、表 3-31 を参照してください。

Prime NAM が IP アドレスのオーバーラップを解決する方法の詳細については、「あいまいさ（オー
バーラップしたサイト定義）の解消」（P.3-64）を参照してください。
表 3-31

サイト定義の詳細

サイト定義

例

注記（Notes）

サブネット（IP アドレ
ス プレフィックス）

Site Data-Center = subnet
172.20.0.0/16

優先 通常、サイトを定
義するにはサブネット
だけで十分です。

IP アドレスのオーバー
ラップ（データ ソース
からのサブネット）

Site NewYork = subnet 10.11.0.0/16 ネットワークにオー
from "NetFlow-NewYork" data
バーラップした IP アド
source.
レス空間がある特定の
シナリオ（たとえば、
Site LosAngeles = subnet
複数サイトのホストに
10.11.0.0/16 from
"NetFlow-LosAngeles" data source. 同じ IP アドレスがある

Site Sale-Dept = subnet
10.11.0.0/16 from VLAN 10 of
"DATA PORT 1" data source.
Site Finance-Dept = subnet
10.11.0.0/16 from VLAN 12 of
"DATA PORT 1" data source.
そのサイトにサービス
を提供している WAE
デバイス

WAAS トラフィックの場合、サイ
トのサブネットを使用せずに、
WAE デバイスに関連付けるサイト
を定義することができます。単純
に、そのサイトにサービスを提供
している WAE デバイス（単数ま
たは複数）から着信するすべての
WAAS データ ソースを選択してく
ださい。

プライベート ネット
ワークなど）では、
データ ソースまたは
VLAN を使用すればサ
ブネットを識別するこ
とができます。

サブネットを使用して、
WAAS で最適化するサ
イトを指定することを
推奨します。この方法
は、サイトのサブネッ
トを決定できない場合
にのみ使用してくださ
い。

WAAS デバイスを設定
Site SanJose = WAE-SJ-Client,
する場合は、WAAS
WAE-SJ-CltWAN, and
サーバを Prime NAM
WAE-SJ-Passthrough data sources. に追加する必要があり
ます。「新しい WAAS
デバイスの自動作成」
（P.3-36）を参照してく
ださい。
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表 3-31

サイト定義の詳細

サイト定義

例

注記（Notes）

複数の規則

この表に示す複数の規則を組み合
わせて使用して、サイトを定義で
きます。たとえば、サイトに最適
化されたトラフィックと最適化さ
れていないトラフィックの両方が
ある場合、WAAS データ ソースと
NetFlow データ ソースからのサブ
ネットの組み合わせを使用してサ
イトを定義することができます。

複数のデータ ソースを
使用してサイトを定義
する場合は、サイト ト
ラフィック統計が 2 回
カウントされるのを避
けるために、それらの
データ ソースにトラ
フィックの重複がない
ことをよく確認してく
ださい。

未割り当てサイト

[Unassigned] サイトには、サイト
設定に一致しないサイトが表示さ
れます。サイトはパケット処理の
ときに分類されます。

編集も削除もできませ
ん。

あいまいさ（オーバーラップしたサイト定義）の解消
サイト定義の中に矛盾する規則があることは許されません。次の 2 つのシナリオのうち、2 番めのシナ
リオは使用できません。

1.2.3.0/24 from SPAN1 = SiteA
1.2.3.0/24 from SPAN1 = SiteB
プレフィックスを使用することを推奨します。データ ソースと VLAN の使用は、その次に推奨しま
す。次の 2 つのシナリオでは、最初のシナリオが優先されます。

1.2.3.0/24 = Site D
WAE1-Client datasrc = Site E
同じデータ ソースまたは VLAN 内では、長いプレフィックスほど優先度が高くなります。次の 2 つの
シナリオでは、最初のシナリオが優先されます。

1.2.3.0/24 from SPAN1 = Site A
1.2.0.0/16 from SPAN1 = Site C
より詳細な（明確な）規則が優先されます。次の 2 つのシナリオでは、最初のシナリオが優先されま
す。

1.2.3.0/24 from SPAN1 = Site A
1.2.3.0/24 (any datasrc) = Site D

NetFlow インターフェイスの容量を使用したインターフェイス速度の設定
NetFlow データ ソース（「NetFlow」（P.3-20）を参照）の設定後、[NDE Interface Capacity] ウィンド
ウの [Setup] > [Network] > [NDE Interface] に移動して、各インターフェイスの速度を指定します。こ
れにより、ソフトウェアが [NDE Interface Traffic Analysis] ウィンドウ（[Analyze] > [Traffic] > [NDE
Interface]）でインターフェイス使用率を計算することができます。そうしない場合、Prime NAM ソフ
トウェアではインターフェイスのスループットのみが表示され、使用率は表示されません。
[Edit] をクリックすると、インターフェイスを編集できます。インターフェイスの名前（たとえば
「WAN link to Boston」（Boston への WAN リンク））および速度を編集できます。
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[Setup] > [NAM Data Sources] > [Create] > [Type：NETFLOW] でルータの SNMP クレデンシャルを
設定している場合は、インターフェイスの名前と速度が Prime NAM により自動的に検出されます。
インターフェイスを追加する場合は、「NetFlow インターフェイスの作成」（P.3-65）に進みます。

NetFlow インターフェイスの作成
インターフェイスを追加するには、[NetFlow Data Export (NetFlow) Interface] ウィンドウ（[Setup] >
[Network] > [NDE Interface]）で、[Add] ボタンをクリックします。表 3-32 の説明に従って、フィー
ルドに入力します。

（注）

通常、NetFlow インターフェイスは手動で作成する必要はありません。NetFlow インターフェイスは、
デバイスが NDE パケットを NAM に送信すると自動的に検出されます。
表 3-32

NetFlow インターフェイスの追加

フィールド

説明

Device

IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。

ifIndex

物理または論理インターフェイスに関連付ける固有の識別番
号。有効な文字：0 ～ 9。

ifName

インターフェイスの名前。有効な文字は a から z、A から Z、
および 0 ～ 9 です。

ifSpeed(Mbps)

推定される、インターフェイスの現在の帯域幅（ビット / 秒）。

DSCP グループの設定
差別化サービスのモニタリング（DiffServ）は、差別化サービス コード ポイント（DSCP）値のネット
ワーク トラフィック使用状況をモニタするように設計されています。DSCP をモニタするには、少な
くとも 1 つの集約プロファイルと、各プロファイルに関連付けられた 1 つまたは複数の集約グループを
設定する必要があります。この項では、DSCP グループの設定方法について説明します。

2 つまたは 3 つの異なるトラフィック グループを定義して、各グループにさまざまな DSCP 値を割り
当てることができます。または、最初のグループに特定の値を割り当ててグループに名前を付け、その
他すべてのグループを別の（またはデフォルトの）グループに割り当てて、そのグループに名前を付け
ることもできます。
DSCP 値を設定する方法の詳細については、『Implementing Quality of Service Policies with DSCP』を
参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk757/technologies_tech_note09186a00800949f2.shtml
DSCP グループの設定と管理には、次のタスクが役立ちます。
• 「DSCP グループの作成」（P.3-66）
• 「DSCP グループの編集」（P.3-67）
• 「DSCP グループの削除」（P.3-67）
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DSCP グループの作成
DSCP グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Network] > [DSCP Groups] を選択します。
DSCP Groups テーブルが表示されます。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。
[DSCP Group Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3
表 3-33

表 3-33 の説明に従って、フィールドに入力します。

[DSCP Group Setup] ダイアログボックス

フィールド

説明

使用方法

Name

プロファイルの名前

作成するプロファイルの名前を入力します。最大で 64 文字まで指
定可能です。

Label Format

DSCP

0 ～ 63 の範囲内の DSCP 番号 [DSCP] オプション ボタンを選択し
た後、使用可能な 64 個の値から任意に選択して、それらをグルー
プに割り当てることができます。

AF/EF/CS

確認転送（AF）では、AF クラスに対して一定量の帯域幅が保証
され、さらに多くの帯域幅へのアクセスが許可されます。
緊急転送（EF）は、音声やビデオ トラフィックなど、遅延、損失
およびジッターの影響を非常に受けやすいトラフィックに使用さ
れます。
クラス セレクタ（CS）は 6 ビットの DSCP フィールドの末尾の 3
ビットのため、これらのビットは DSCP 0 ～ DSCP 7 に対応しま
す。
パケットの IP ヘッダーの 6 ビット。表 3-34 を参照してください。

ビット フィールド

表 3-34 に、使用可能なフォーマットとそれに関連付けられている値を示します。
表 3-34

DSCP グループのラベル フォーマット

DSCP フォーマット
（DSCP 0 ～ DSCP
63）

AF/EF/CS フォーマッ
ト

ビット フィールドのフォー
マット

DSCP 0

-

000000

DSCP 8

CS1

001000

DSCP 10

AF11

001010

DSCP 12

AF12

001100

DSCP 14

AF13

001110

DSCP 16

CS2

010000

DSCP 18

AF21

010010

DSCP 20

AF22

010100

DSCP 22

AF23

010110

DSCP 24

CS3

011000

DSCP 26

AF31

011010
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表 3-34

DSCP グループのラベル フォーマット （続き）

DSCP フォーマット
（DSCP 0 ～ DSCP
63）

ステップ 4

AF/EF/CS フォーマッ
ト

ビット フィールドのフォー
マット

DSCP 28

AF32

011100

DSCP 30

AF33

011110

DSCP 32

CS4

100000

DSCP 34

AF41

100010

DSCP 36

AF42

100100

DSCP 38

AF43

100110

DSCP 40

CS5

101000

DSCP 46

EF

101110

DSCP 48

CS6

110000

DSCP 56

CS7

111000

[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルします。

DSCP グループの編集
DSCP グループを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Network] > [DSCP Groups] を選択します。
[DSCP groups] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

編集するプロファイルを選択し、[Edit] をクリックします。

ステップ 3

必要な変更を加えてから、[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、[Reset] をクリックして
キャンセルします。

DSCP グループの削除
1 つまたは複数の DSCP グループを削除するには、DSCP Groups テーブルからプロファイルを選択し、
[Delete] をクリックします。

アプリケーションの識別の設定
Prime NAM では、アプリケーション ID 分類システムを使用します。アプリケーションを定義すると
きに、分析するトラフィックのプロトコルとポート番号、IP アドレス候補、およびポート番号のリス
トを表示し、その中から選択するか、または URL-based アプリケーションを作成することができます。
今回の Prime NAM から、よりよいアプリケーション ID を選択できるようになりました。ここで、
「よ
りよい」とは、アプリケーション分類に使用するインスペクションが深くなったことを意味します。任
意のインスペクション方法を手動で選択することもできます。
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たとえば、NBAR2 分類は Prime NAM のデフォルト分類よりよりよい分類を報告する可能性があるの
で、代わりに NBAR2 分類を使用できます。NAM 上で NBAR2 を有効にするには、CLI を使用しま
す。詳細については、『NAM Command Reference Guide』を参照してください。
ノースバウンド インターフェイス（NBI）を使用してカスタム アプリケーションを設定することもで
きます。これは、複数の NAM にわたって一貫したアプリケーション分類を保証するために必要になり
ます。NBI マニュアルにアクセスする方法の詳細については、カスタマー サービス担当者にお問い合
わせください。
分類を設定するには、次の作業を実行します。

• 「アプリケーション トラフィックへのより深い可視性の作成」（P.3-68）
• 「アプリケーション グループの設定」（P.3-74）
• 「カプセル化のフィルタリング」（P.3-75）

アプリケーション トラフィックへのより深い可視性の作成
トラフィック分析がより集中化され、したがって最適になるように、Prime NAM を使用してデータセ
ンター内の特定またはカスタムのアプリケーションをモニタリングできます。
ここでは、次の作業について説明します。

• 「新しいアプリケーション分類の作成」（P.3-68）
• 「アプリケーション トラフィックの理解」（P.3-71）
• 「アプリケーション分類の編集」（P.3-73）
• 「アプリケーション規則の削除」（P.3-74）
• 「アプリケーション リストのカスタマイズ」（P.3-74）

新しいアプリケーション分類の作成
HTTP URL、プロトコル、またはサーバの IP アドレスに基づく規則のリストを使用して、新しいアプ
リケーションを作成できます。カスタム アプリケーションを作成する場合に、選択した場合は後で編
集できます。標準の、事前定義されたアプリケーションは編集できません。
「アプリケーション トラフィッ
アプリケーション タイプまたはその他のオプションの詳細については、
クの理解」（P.3-71）を参照してください。
新しいアプリケーション分類を作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [ Classification] > [Applications] を選択します。

ステップ 2

分類名を入力します。

ステップ 3

セレクタ値を省略できます。これは、エンジン ID 内で固有の任意の番号です。空白にした場合は、自
動的に割り当てが行われます。

ステップ 4

作成するタイプを選択し、[Create] をクリックします。

a. プロトコル アプリケーション ルールを選択するには、[Application Classification Rule] ドロップ
ダウン メニューで [Protocol] を選択し、必要なプロトコル情報を入力して [Submit] をクリックし
ます。
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次を含むリストから次のプロトコル ファミリのいずれかを選択できます。

– CISCO-SNAP
– DCE-RPC
– ETHER2
– IP
– LLC
– SCTP-PORT
– SCTP-PPI
– SUN-RPC
– TCP
– UDP
（任意）ポート番号または範囲を入力します。範囲は、選択したプロトコル ファミリによって異な
ります。IP の範囲は 1 ～ 255 、TCP、UDP、および SCTP の範囲は 1 ～ 65535 です。ここには、
プロトコル ファミリ用の追加ポートを処理するための任意の番号を割り当てます。標準のプロト
コル / ポート割り当てと競合しないようにするために、このプロトコル番号は一意にする必要があ
ります。作成するプロトコルの開始ポート番号として使用する誠意数値を入力します。
歯車アイコンをクリックし、[Insert new protocol] を選択して、複数のプロトコルを追加すること
もできます。

b. URL-based アプリケーション規則を選択するには、[Application Classification Rule] ドロップダウ
（追加フィールドの詳細については「URL-based アプ
ン メニューで、[HTTP URL] を選択します。
リケーション分類の理解」（P.3-72）を参照してください）
c. サーバの IP アドレスを選択するには、[Application Classification Rule] ドロップダウン メニュー
で [Server IP Address] を選択し、必要な情報を入力して [Submit] をクリックします。
ステップ 5

ステップ 4 を必要な回数だけ繰り返します。

ステップ 6

次をクリックします。

• 新しいアプリケーションを作成する場合は [Submit] ボタン
• ウィンドウ上の値をクリアする場合は [Reset] ボタン
• このウィンドウを閉じて前のウィンドウに戻る場合は [Cancel] ボタン
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表 3-35

アプリケーションの作成または編集

フィールド

説明

Name

1 ～ 64 文字の一意の記述名。

Selector

（任意）ブランクのままにします。エンジン ID 内で固有の最大 4 桁の任意の
番号。空白にした場合は、自動的に割り当てが行われます。空白にした場合
は、ID 番号が自動生成されます。範囲は 1 ～ 65535 です。
これにより、複数の NAM にわたってアプリケーションを一貫した番号に設
定できるため、ユーザが作成した同じアプリケーションが同じ値でエクス
ポートされます。これは、複数の NAM で同じカスタム アプリケーションを
設定する場合に使用してください。
ユーザ作成のアプリケーションのアプリケーション タグは、エンジン ID と
セレクタの組み合わせになります。32 ビットが生成され、そのうち、最上位
バイトはエンジン ID、残りの 3 バイトがセレクタになります。標準のアプリ
ケーションおよびプロトコルの場合、アプリケーション タグは事前に定義さ
れています。

Application
アプリケーション タイプを選択します。[Protocol]、[HTTP URL-based] また
Classification Rule は [Server IP Address]。
Application Rule:
Protocol/Port

追跡するアプリケーション プロトコルおよびポートを追加します。

[Protocol]：事前定義されたプロトコルをリストします。 オプションが含まれ
ていない場合、カスタム URL-based アプリケーション分類を作成できます。
[Port]：モニタリングするポート番号またはポート番号の範囲を入力できま
す。 [Port] には、プロトコル ファミリ用の追加ポートを処理するための任意
の番号を割り当てます。標準のプロトコル / ポート割り当てと競合しないよう
にするために、このプロトコル番号は一意にする必要があります。
ポート番号の範囲は、選択したプロトコル タイプによって異なります。
Prime NAM が標準アプリケーション用の追加トラフィックを処理できるよ
う、追加のポートを作成することができます。

Application Rule:
HTTP URL

このオプションを選択して、カスタム UURL-based アプリケーションを作成
します。下の値のうち少なくとも 1 つを入力します。

[URL Host]：トラフィックが発信されるヘッダーで識別されるホスト名。

[URL Path]：トラフィックを識別する特定の URL パス。
[Content Type]：NAM 分類モードでのみ選択が有効。
Engine ID

アプリケーションのタイプを指定します（ethertype、iana-14、iana-13、lic、
L7、またはカスタムなど）。

Application Tag

複数の NAM をモニタリングしているときに使用できる、システムで生成さ
れたタグ。

Description

アプリケーション タイプに関するシステム情報。

Status

アクティブは、ネットワーク トラフィックが分析されていることを意味しま
す。非アクティブは、アプリケーションが分析されていないことを示します。
実行の重複が原因である可能性があります。
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アプリケーション トラフィックの理解
この項では、アプリケーション タイプ、ルール、およびその他の詳細に関する役立つ情報について説
明します。

HTTP URL の場合、これらの URL-based アプリケーションは、アプリケーションの既存のリストを拡
張したものです。HTTP 要求内の URL が URL-based アプリケーションの基準に一致する場合、トラ
フィックはそのプロトコルとして分類されます。HTTP 要求は、iana-l4:http プロトコル、つまり
"iana-l4" エンジン ID の下の "http" というプロトコルの一部であるポート上の URL です。
プロトコル アプリケーションの場合、Prime NAM は指定した IP アドレス候補およびポート番号候補
のトラフィックを分析します。Prime NAM が標準アプリケーション用の追加トラフィックを処理でき
るよう、追加のポートを作成することができます。
サーバ ベースのアプリケーション分類の場合、Prime NAM は指定した IP アドレス、プロトコル、お
よびポート番号の候補を分析します。Prime NAM が標準アプリケーション用の追加トラフィックを処
理できるよう、追加のポートを作成することができます。

Prime NAM は、次のいずれかに基づいてアプリケーションを認識します。
• アプリケーション ID のセット リスト：プロトコル、ポート番号、ポート番号の範囲のほか、トラ
フィック（音声シグナリング トラフィックや FTP）のステートフル インスペクション、ヒューリ
スティック（DCE-RPC や SUN-RPC など）、または、NetFlow を使用してシスコのプラット
フォームによってエクスポートされた標準的なアプリケーション ID です。

Prime NAM がこれらのどのメカニズムを使用してもアプリケーションを認識できない場合、トラ
フィックのアプリケーション タイプは unknown として報告されます。アプリケーションが
unknown として報告された場合にカスタム アプリケーションを作成するよう、アプリケーション
を設定することができます。
• URL-based HTTP 要求に基づくカスタム アプリケーション：URL ホスト、URL パス、および
Prime NAM コンテンツ タイプを含めることができます。詳細については、「URL-based アプリ
ケーション分類の理解」（P.3-72）を参照してください。
• 特定のサーバの IP アドレスに存在するアプリケーション：IP アドレス、プロトコル、およびポー
トまたはポート番号の範囲を使用してフィルタリングできます。
独自のアプリケーションを追加し、ユーザ定義のアプリケーションを表示または編集するには、

[Setup] > [Classification] > [Applications] を選択します。このウィンドウを使用して、独自のアプリ
ケーションを追加し、ユーザ定義のアプリケーションを表示または編集します。「アプリケーション ト
ラフィックの理解」（P.3-71）を参照してください。

注意

作成できる URL-based アプリケーションの数に制限はありません。定義されているアプリケーショ
ンが多すぎる場合、このタイプのアプリケーションでは大量の CPU の帯域幅を使用し、パフォー
マンスが低下する場合があることを考慮することが重要です。
表 3-36 に、[Applications] ビュー ページのフィールドを示します。
表 3-36

アプリケーション

フィールド

説明

Application

1 ～ 64 文字の一意の記述名。

Rule

アプリケーション タイプを表示します：[Protocol]、[HTTP URL-based] また
は [Server IP Address]。
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表 3-36

（続き）アプリケーション

フィールド

説明

Selector

エンジン ID 内で固有の最大 4 桁の任意の番号。空白にした場合は、自動的に
割り当てが行われます。
これにより、複数の NAM にわたってアプリケーションを一貫した番号に設
定できるため、ユーザが作成した同じアプリケーションが同じ値でエクス
ポートされます。これは、複数の NAM で同じカスタム アプリケーションを
設定する場合に使用してください。
ユーザ作成のアプリケーションのアプリケーション タグは、エンジン ID と
セレクタの組み合わせになります。32 ビット数が生成され、そのうち、最上
位バイトはエンジン ID、残りの 3 バイトがセレクタになります。標準のアプ
リケーションおよびプロトコルの場合、アプリケーション タグは事前に定義
されています。

Engine ID

アプリケーションのタイプを指定します（ethertype、iana-14、iana-13、lic、
L7、またはカスタムなど）

Application ID

複数の NAM をモニタリングしているときに使用できる、システムで生成さ
れたタグ。

Description

アプリケーション タイプに関するシステム情報。

Status

アクティブは、ネットワーク トラフィックが分析されていることを意味しま
す。非アクティブは、アプリケーションが分析されていないことを示します。
実行の重複が原因である可能性があります。

URL-based アプリケーション分類の理解
URL-based アプリケーションは、アプリケーションのリストを拡張したものです。HTTP 要求内の
URL（iana-l4:http プロトコル、つまり "iana-l4" エンジン ID の下の "http" というプロトコルの一部で
あるポート上の URL）が URL-based アプリケーションの基準に一致する場合、トラフィックはそのプ
ロトコルとして分類されます。デバイス インターフェイス統計は、管理対象デバイスのすべてのイン
ターフェイスの ifTable 統計を定期的に（1 分に一度）ポーリングすることで、収集されます。

URL-based アプリケーションは、その他のアプリケーションと同じ方法で使用できます。たとえば、
URL-based アプリケーションは、コレクション、キャプチャ、およびレポートの中で使用できます。
入力された URL は、セレクタの順序を昇順に、設定されている URL-based アプリケーションの基準
とマッチングされます。一致が見つかると、まだマッチングしていない URL-based アプリケーション
のマッチングは実行されなくなります。

URL は、以下の部分で構成されます。
• ホスト
• パス
• 引数およびコンテンツ タイプ
たとえば、URL http://host.domain.com/intro?id=123 では、各部分は以下のとおりです。

• ホストの部分は、host.domain.com です。
• パスの部分は、/intro です。
• 引数の部分は ?id=123 です。

URL-based アプリケーションの設定において、パスの部分と引数パスは、まとめてパス部分と呼ばれ
ます。詳細については、表 3-37 を参照してください。
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（注）

URL-based アプリケーションの一致文字列は、POSIX で規定された正規表現です。
表 3-37

URL-Based アプリケーション

フィールド

説明

Index

各 URL-based アプリケーションの固有番号（1 ～ 64）。NAM
では、URL-based アプリケーションは 64 個まで定義できます。

URL Host Part Match

URL 文字列のホスト部分の一致基準が、HTTP パケットに追加
されます。この一致は POSIX 正規表現1 です。

URL Path Part Match

URL 文字列のパス部分の一致基準が、HTTP パケットに追加さ
れます。この一致は POSIX 正規表現 1 です。

Content-Type Match

HTTP パケットの [Content-Type] フィールドの一致基準。この
一致は POSIX 正規表現 1 です。

Protocol Description

この URL-based アプリケーションの説明。

1. 正規表現は、特定の文字、単語、または文字パターンなど、テキスト文字列に一致させることができ
る、簡潔で柔軟性に富んだ手段です。正規表現の記述に使用される形式言語を解釈できる正規表現プ
ロセッサは、パーサー ジェネレータとしてのサービスを提供するプログラムか、またはテキストを
調べて指定された仕様に一致する部分を検出するプログラムです。IEEE POSIX Basic Regular
Expressions（BRE）標準（Extended Regular Expressions または ERE という異なるフレーバととも
にリリース）は、従来の構文（Simple Regular Expression）との下位互換性を持たせるために設計さ
れましたが、リリース以来、多くの UNIX 正規表現ツールのデフォルト構文として採用されていま
す。ただし、バリエーションや追加機能も多数あります。そのような多くのツールでは、コマンドラ
イン引数を伴う ERE の構文もサポートされています。BRE では、ほとんどの文字はリテラルとして
扱われ、それ自体に一致します（つまり、a は "a" に一致）。

ステップ 7

次をクリックします。

• 要求を送信する場合は [Submit] ボタン
• ウィンドウ上の値をクリアする場合は [Reset] ボタン
• ダイアログボックスを閉じて前のウィンドウに戻る場合は [Cancel] ボタン

例

[Submit] をクリックすると、ソフトウェアに "my_host HTTPserver" というアプリケーションが送信さ
れます。これは、NAM 内のユーザ定義アプリケーションと同様に機能します。パケットまたはオク
テット カウンタは、URL "HOST=my_host.mydomain.com" を含む HTTP パケットの数です。
アプリケーション分類の編集

Prime NAM では、ユーザ定義アプリケーションのみを変更でき、標準アプリケーションは変更できま
せん。[Engine ID] カラムに [Custom] と表示されるアプリケーションのみを編集できます。
アプリケーションを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [ Classification] > [Applications] を選択します。

ステップ 2

編集するアプリケーションを選択し、[Edit] をクリックします。

[Application configuration] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3

変更を加えます。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。

• 変更内容を確定するには、[Submit] をクリックします。
• 設定を変更しない場合は、[Cancel] をクリックします。
• アプリケーション規則を削除するには、[Delete] をクリックします。

アプリケーション規則の削除
ネットワークで使用しなくなったときにアプリケーション規則を削除できます。
アプリケーション規則を削除するには、[Application] リストから選択し、[Delete] をクリックします。
あらかじめ設定されているシステム アプリケーションは削除できません。カスタム アプリケーション
だけを削除できます。

アプリケーション リストのカスタマイズ
Prime NAM が分析する特定のトラフィック クラスを有効にするには、アプリケーションをアクティブ
化する必要があります。
定義済みまたはカスタム アプリケーションをアクティブ化または非アクティブ化するには、
[Application Configuration] リストからアプリケーションを選択し、[Activate/Inactivate] ボタンをク
リックします。選択を確認するプロンプトが表示されたら、[OK] をクリックします。
アプリケーションを非アクティブ化する必要があるのは、同じアプリケーションがリスト内に 2 つの異
なる名前で 2 回出現している場合で、それらのインスタンスのいずれかを表示されなくする必要があり
ます。

アプリケーション グループの設定
アプリケーション グループは、全体で 1 つのものとしてモニタできる一連のアプリケーションです。
アプリケーション グループの設定と管理には、次のトピックが役立ちます。

• 「アプリケーション グループの作成」（P.3-74）
• 「アプリケーション グループの編集または削除」（P.3-75）
• 「アプリケーション グループの削除」（P.3-75）

アプリケーション グループの作成
アプリケーション グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Classification] > [Application Groups] を選択します。
[Application Groups] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Application Group Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 4

次の [Application] フィールドと [Filter] ボタンを使用して、選択可能なアプリケーションのリストを絞
り込みます。
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ステップ 5

アプリケーションを選択し、[Add] ボタンをクリックします。[Selected Applications] ボックスにアプ
リケーションが表示されます。

Shift キーを使用して一度に複数のアプリケーションを選択して、[Add] をクリックすることができま
す。
ステップ 6

[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルします。

アプリケーション グループの編集または削除
アプリケーション グループを削除または編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Classification] > [Application Groups] を選択します。

ステップ 2

オプション ボタンをクリックしてアプリケーション グループを選択し、[Edit] または [Delete] をク
リックします。

（注）

一度に 1 つのアプリケーション グループしか削除できません。

アプリケーション グループの削除
アプリケーション グループを削除するには、アプリケーションを選択してから [Delete] ボタンをク
リックします。

カプセル化のフィルタリング
カプセル化を使用することにより、異なる複数のタイプのアプリケーション トラフィック（カウント、
グループ化など）をモニタする場合の柔軟性が向上します。カプセル化の設定は、特定の IP ベースの
トンネリング プロトコルのトラフィックが処理される方法に影響します。
このソフトウェアを使用して、次のプロトコルのネットワーク トラフィックについて、異なる複数の
タイプのカプセル化をモニタリングする方法を設定できます。

• IPIP4：IP トンネリングの IP
• GREIP：IP over GRE トンネリング（総称ルーティング カプセル化）
• IPESP：セキュリティ ペイロードのカプセル化での IP
• GTP：GPRS（General Packet Radio Service）トンネリング プロトコル
• IPIP6：IP トンネリングの IP
• CAPWAP：Control And Provisioning of Wireless Access Points（ワイヤレス アクセス ポイントの
制御とプロビジョニング）

• LWAPP：Lightweight Access Point Protocol（Lightweight アクセス ポイント プロトコル）
カプセル化をフィルタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Analyze] > [Traffic] > [Encapsulation] を選択します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

3-75

第3章

Cisco Prime NAM のセットアップ

Prime NAM モニタリングの設定

ステップ 2

[Interactive Report] ペインから、[Filter] をクリックしてフィルタ オプションを表示します。

ステップ 3

カプセル化トラフィック レポートのフィルタリングを選択するために、使用可能なオプションを使用
します。[Unavailable] オプションはグレー表示されます。

ステップ 4

サイト上にフィルタリングを含めるかどうかを入力し、データ ソースを指定します。

ステップ 5

時間範囲などでフィルタリングするカプセル化オプションを選択します。

ステップ 6

フィルタ名を追加すると、再利用できるようにフィルタは [Interactive Report] ペインの下に保存され
ます。

ステップ 7

[Submit] をクリックして、フィルタを実行し、フィルタ設定に基づいてカプセル化トラフィック グラ
フおよび Top N ダッシュボードを更新します。
最後に送信した以前の設定に戻る場合は、[Reset] をクリックします。

Prime NAM モニタリングの設定
ここでは、デフォルトのモニタリング パラメータ以上にモニタリングを設定する方法について説明し
ます。これらのモニタリング パラメータをカスタマイズできます。

Prime NAM モニタリングを設定するには、次のタスクを実行します。
• 「集約間隔の設定」（P.3-76）
• 「応答時間の設定」（P.3-77）
• 「音声モニタリングの設定」（P.3-78）
• 「RTP フィルタの作成」（P.3-79）
• 「URL 収集の設定」（P.3-80）
• 「WAAS モニタリング サーバの設定」（P.3-82）

集約間隔の設定
Prime NAM に短い集約間隔および長い集約間隔（この機能は NAM 4.x では「長い間隔のレポート」
という機能でした）が設定されます。クエリーが 1 日を超えて実行される場合、ダッシュボードに集約
データが表示されます。
短い集約間隔のデータを収集する目的は、トラブルシューティングを行うことです。これは、長い間隔
のデータより詳細度が高くなります（トラフィックおよびメディアのデフォルトでは、短い集約間隔は
1 分、短い応答時間間隔は 5 分）。
長い間隔のデータを収集する目的は、トレンド分析を行うことです。長い間隔のデータに対する最小の
集約間隔は、1 時間（60 分）です。

注意

集約間隔を変更すると、変更前の集約間隔で収集されている既存のデータが完全に削除されます。
間隔が変更、適用されると、データがただちにゼロから再収集されます。
「トラフィックおよびメディア」とは、アプリケーション、ホスト、RTP ストリーム、およびボイス
コールのモニタリング内容を指しています。「応答時間」は、アプリケーション応答時間のみを指して
います。Prime NAM では、カンバセーション、RTP ストリーム、および音声シグナリング コールのモ
ニタリング内容などのメディア データに対する長い間隔の集約はサポートしていません。
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集約間隔を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [ Monitoring] > [Aggregation Intervals] を選択します。

ステップ 2

[Short Term Interval] と [Long Term Interval] で、必要な時間を選択します。

ステップ 3

ユーザ定義サイトとして分類されるホストの情報のみを Prime NAM の長い間隔のデータに含める場合
は、[Collect only hosts from user-defined sites (exclude hosts from Unassigned site)]（ユーザ定義サイ
トからのホストのみを収集（Unassigned Site のホストを除外））チェックボックスをオンにします。こ
のチェックボックスは、長い間隔のデータにのみ適用されます。短い間隔のデータには、常にすべての
ホストが収集されます。

（注）

[Collect only hosts from user-define sites] オプションをイネーブル化すると、データベース内
の未分類ホストの統計が除外されるため、レポートのクエリーの速度を大幅に向上させること
ができます。

まず NAM を起動すると、サイト情報が示されるモニタ用ウィンドウに、名前が [Unassigned]、説明
が [Unclassified Hosts]（未分類ホスト）のサイトが表示されます。この Unassigned Site には、サイト
設定に一致しないあらゆるサイトが含まれます。デフォルトでは、長期保存ストレージには、
Unassigned Site を含む、すべてのサイトのデータが含まれます。ときどき、ネットワークにないホス
トの長い間隔のデータを表示する必要が生じる場合がありますが、それにはこのチェックボックスをオ
ンにします。
ステップ 4

[Submit] をクリックします。`

集約間隔により、Prime NAM データベースに保存されるデータの量が決まります。短い間隔および長
い間隔のデータ保存の詳細は、表 3-38 を参照してください。
表 3-38

データ保存

短い間隔の集約
データ（標準）

短い間隔の集約
データ（最小）

長い間隔の集約
データ（標準）1

長い間隔の集約
データ（最小）

NAM-1X および
NAM-2X

24 時間

5 時間

30 日間

10 日間

その他すべてのプラット
フォーム

72 時間

14 時間

100 日間（ポー
リング間隔はデ
フォルト）

30 日間（ポーリ
ング間隔はデ
フォルト）

1. 長いポーリング間隔に設定する値によって変わる可能性がある。ポーリングを頻繁に行うほど、保存時間は短く
なる。

応答時間の設定
応答時間データ収集のタイミング パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [ Monitoring] > [Response Time] を選択します。
[Response Time Configuration] ページが表示されます。このウィンドウで行う設定には、詳細なサー
バ アプリケーション応答時間データ収集のマイクロ秒単位での時間の分散が含まれます。
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ステップ 2

[Enable Response Time Monitor] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[Monitored Server Filter] の後に [Disabled] または [Enabled] が表示されます。[Setup] > [Monitoring]
> [WAAS Servers] で WAAS サーバを設定した場合には、[Enabled] が表示されます。[Configure
Filter] ボタンをクリックして、フィルタを設定します。

ステップ 4

表 3-39 の説明に従って、[Response Time] の設定を入力します。
表 3-39

[Response Time Configuration] ウィンドウ

フィールド

説明

使用方法

範囲 1（m）

最初のコンテナの応答時間の上
限

マイクロ秒単位の数字を入力しま
す。デフォルトは 1 ～ 1,000 です。

範囲 2（m）

2 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限
す。デフォルトは 1,001 ～ 5,000 で
す。

範囲 3（m）

3 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限
す。デフォルトは 5,001 ～ 10,000
です。

範囲 4（m）

4 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限
す。デフォルトは 10,001 ～ 50,000
です。

範囲 5（m）

5 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限
す。デフォルトは 50,001 ～
100,000 です。

範囲 6（m）

6 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限
す。デフォルトは 100,001 ～
500,000 です。

範囲 7（m）

7 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限
す。デフォルトは 500,001 ～
1,000,000 です。

範囲 8（m）

8 番めのコンテナの応答時間の上 マイクロ秒単位の数字を入力しま
限 これは、Prime NAM がクライ す。デフォルトは 1,000,001 ～無限
アントの要求に対するサーバの
です。
応答を待って待機する最大時間。

ステップ 5

デフォルト値をそのまま使用するか、モニタリングしたい値に設定を変更します。[Submit] をクリッ
クして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルします。

音声モニタリングの設定
ネットワークの音声トラフィックで受信している知覚品質レベルを定量化するには、平均オピニオン評
点（MOS）を使用できます。これを使用すると、音声トラフィックを圧縮して帯域利用率を節約でき
るが、品質が低下する可能性があるコーデックの効果またはアルゴリズムを評価できます。
音声データをモニタするようソフトウェアを設定すると、[Analyze] > [Media] で、収集された音声デー
タを表示することができます。音声データを表示する方法の詳細については、「メディアの分析」
（P.4-37）を参照してください。
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（注）

音声モニタリング機能は、Cisco IP テレフォニー デバイスでのみサポートされます。
音声モニタリングを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Setup] > [ Monitoring] > [Voice] を選択します。
[Voice Monitoring] ページが表示されます。

ステップ 2

[Enable Call Signal Monitoring] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

デフォルトの MOS スコア値範囲をそのまま使用するか、必要に応じて値を変更します。表 3-40 を参
照してください。
表 3-40

[Voice Monitor Setup] ウィンドウ

フィールド

説明

Voice Monitoring

Enabled

音声モニタリングをイネーブル化します。音声モニタリングに関
心のある場合は、チェックボックスがオンになっていることを確
認します。

MOS Values

Excellent

（注）

ステップ 4

ここに示した MOS スコアは、優良の品質の音声送信を示します
（5.0 が最高スコア）。デフォルト設定では、4.34 ～ 5.0 の範囲が優
良として考慮されます。

Good

ここに示した MOS スコアは、良の品質の音声伝送を示します。デ
フォルト設定では、4.03 ～ 4.33 の範囲が良として考慮されます。

Fair

ここに示した MOS スコアは十分の品質の音声送信を示します。デ
フォルト設定では、3.6 ～ 4.02 の範囲が十分として考慮されます。

Poor

ここに示した MOS スコアは不良の品質の音声伝送を示します。デ
フォルト設定では、0.0 ～ 3.59 の範囲が不良として考慮されます。
このデフォルト値は変更できません。

SCCP プロトコルのジッターおよびパケット損失を報告するには、Cisco Unified Communications
Manager 上で CDR をイネーブル化する必要があります。Cisco Unified Communications Manager の詳
細については、Cisco Unified Communications Manager のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html
変更内容を保存する場合は [Submit]、キャンセルして前の設定に戻る場合は [Reset] をクリックしま
す。

RTP フィルタの作成
ソフトウェアを最初に起動すると、RTP ストリーム トラフィックのモニタリングが自動的に開始され
ます。Prime NAM では、RTP チャネルをネゴシエートする際に使用されるシグナリング トラフィック
を把握しなくても、すべての SPAN トラフィック内の全 RTP ストリーム トラフィックをモニタできま
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す。RTP ストリームのモニタリングは、[Setup] > [Monitoring] > [RTP Filter] 下で、デフォルトでイ
ネーブル化されています。これをディセーブル化するには、[Enable RTP Stream Monitoring] チェック
ボックスをオフにし、[Submit] ボタンをクリックしてこの変更を適用します。

RTP フィルタを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Monitoring] > [RTP Filter] を選択します。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

ドロップダウン メニューからプロトコル（[IP] または [IPv6]）を選択します。

ステップ 4

[Source Address]、[Source Mask]、[Destination Address]、および [Destination Mask] に入力を行いま
す。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

URL 収集の設定
URL 収集では、選択したデータ ソースの TCP ポート 80 のトラフィックをリッスンし、URL を収集し
ます。URL 収集では、マスター ポートを TCP ポート 80 に設定している任意のポートを使用できま
す。一度にイネーブル化できるのは、単一データ ソース上の 1 つのコレクションのみです。
URL（例、http://host.domain.com/intro?id=123）は、ホスト部分（host.domain.com）、パス部分
（intro）、および引数部分（?id=123）から構成されます。
コレクションは、すべての部分を収集するようにも、また、一部の部分のみを収集してその他は無視す
るようにも設定することができます。
ここでは、次の手順について説明します。

• URL 収集のイネーブル化
• URL 収集の変更
• URL 収集のディセーブル化

URL 収集のイネーブル化
URL 収集をイネーブル化するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Monitoring] > [URL] を選択します。

ステップ 2

URL 収集を開始する [Enable] チェックボックスをオンにします。
（注）

ステップ 3

ただし、収集を開始するには [Submit] をクリックする必要があります。

表 3-41 に記載されている情報を入力します。
データ ソースの名前を部分的に入力してから [Filter] をクリックすれば、それに一致するデータ ソース
を検索できます。[Clear] を選択すると、データ ソースの全体リストに戻ります。

（注）

収集オプション ボタンによって URL のフォーマットは異なります。たとえば、ホスト部分を収集する
場合は、先頭の http: の部分のみが表示されます。[match only ] 式を設定する場合には、この変数に注
意してください。
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：

表 3-41

[URL Collection Configuration] ダイアログボックス

要素

説明

使用方法

Data Source

アプリケーションから受信するト
ラフィックのタイプを指定しま
す。

ドロップダウン リスト ボックスのいず
れかのオプションを選択します。

Max Entries

収集する URLS の最大数。

ドロップダウン ボックスで、次のいず
れかのオプションを選択します。

• 100
• 500
• 1000
Match only

一致対象とするアプリケーション

このフィールドの正規表現に一致する

URL。

URL の収集を制限するオプション パラ
メータ。

ステップ 4

入力内容を再利用する場合は、[Recycle Entries] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

次のいずれかのチェックボックスをオンにします。

• Collect complete URL (Host, Path and Arguments)（完全な URL（ホスト、パスおよび引数）の収
集）

ステップ 6

•

Collect Host only (ignore Path and Arguments)（ホストのみの収集（パスと引数は無視））

•

Collect Host and Path (ignore Arguments) （ホストとパスの収集（引数は無視））

•

Collect Path and Arguments (ignore Host)（パスと引数の収集（ホストは無視））

•

Collect Path only (ignore Host and Arguments)（パスのみの収集（ホストと引数は無視））

[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルします。

URL 収集の変更
URL 収集を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Monitoring] > [URL] を選択します。

ステップ 2

表 3-41、
「[URL Collection Configuration] ダイアログボックス」の説明に従って、情報を変更します。

（注）

ステップ 3

パラメータを変更したり変更内容を適用したりすると、収集された URL が消去され、収集プロセスが
再起動されます。

[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルします。

URL 収集のディセーブル化
URL 収集モニタリングをディセーブルにすると、すべての収集が即時に停止し、進行中の収集は削除
されます。
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URL 収集をディセーブル化するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Monitoring] > [URL] を選択します。

ステップ 2

[Enable] チェックボックスをオフにします。

ステップ 3

[Submit] をクリックします。`

WAAS モニタリング サーバの設定
WAAS モニタリング対象サーバは、WAAS デバイスがどのサーバからトラフィック フロー データを取
り出して Prime NAM モニタにエクスポートするかを指定します。WAAS モニタリングを有効にする
には、WAAS デバイスのフロー モニタリングを使用して Prime NAM によってモニタリングされる
サーバをリストする必要があります。

Prime NAM が WAAS トラフィックをモニタリングできるように WAAS モニタリング対象サーバを設
定する必要があります。Prime NAM では、WAAS モニタリング対象サーバをセットアップするまで
は、WAAS デバイスのステータスは [pending] と表示されます。
WAAS モニタリング対象サーバを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Setup] > [Monitoring] > [WAAS Servers] を選択します。[WAAS Servers] ページが表示されます。

ステップ 2

Prime NAM に、すべてのデータ ソース（非 WAAS データ ソースも含む）のこのリストにあるサーバ
だけの応答時間データを計算させる場合は、[Filter Response Time for all Data Sources by Monitored
Servers] チェックボックスをオンにします。その他のサーバはすべて、応答時間のモニタリングの点で
は無視されます。これにより、Prime NAM の負荷を減らして、全体のパフォーマンスを向上させるこ
とができます。

ステップ 3

ヒント

ステップ 4

[Add] をクリックして、[Server Address] フィールドにサーバの IP アドレスを入力します。ここでも複
数の IP アドレスを貼り付けることができます。
WAAS デバイスがトラフィック フロー データを取り出して Prime NAM モニタにエクスポートする
WAAS モニタリング対象サーバを指定します。WAE デバイスの IP アドレスは使用しないでください。
[Submit] をクリックします。`
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トラフィックのモニタリングと分析
Cisco Prime ネットワーク解析モジュール には、ネットワーク トラフィック データのモニタリングお
よび分析に役立つ複数のダッシュボードおよびツールが用意されています。サマリー ビュー
（[Monitor] メニューで使用可能）でトラフィックを表示でき、より詳細な分析ビュー（[Analyze] メ
ニューで使用可能）を使用してさらに分析できます。

[Monitor] ダッシュボードを使用すると、ネットワーク トラフィック、アプリケーション パフォーマン
ス、サイト パフォーマンス、およびアラームを、ひと目でわかるように表示できます。そこから、応
答時間に問題のあるアプリケーションなど、1 つのエリアを特定して [Analyze] ダッシュボードにドリ
ルダウンし、さらに調査を行うことができます。
この章では、ネットワーク トラフィックのモニタリングと表示された情報の分析について説明します。
また、Prime NAM の使用方法を説明する複数のシナリオを示します。
この章は、次の項で構成されています。

• 「[Traffic Summary] の使用方法」（P.4-1）
• 「[Response Time Summary] の使用方法」（P.4-3）
• 「[Site Summary] の使用方法」（P.4-4）
• 「[Alarm Summary] の使用方法」（P.4-4）
• 「トラフィックの分析」（P.4-7）
• 「WAN の最適化」（P.4-15）
• 「応答時間の測定」（P.4-18）
• 「デバイス インターフェイス、状態、およびアプリケーション データの分析」（P.4-29）
• 「メディアの分析」（P.4-37）
• 「ノースバウンド インターフェイスの設定」（P.4-42）

[Traffic Summary] の使用方法
[Traffic Summary] ダッシュボードを使用すると、[Top N Applications]、[Top N Application Groups]、
[Top N Hosts (In and Out)] 、[IP Distribution by Bits (or Bytes)] 、[Top N DSCP]、およびネットワーク
上でモニタリングされている [Top N Encapsulations] を表示できます。これは、あらゆる潜在的なデー
タ ソース（たとえば、SPAN、NetFlow、および WAAS）からのトラフィックを自動的にモニタリン
グします .[Traffic Summary] ダッシュボードには、[Monitor] > [Overview] > [Traffic Summary] からア
クセスできます。
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[Traffic Summary] の使用方法

左側にある [Interactive Report] を使用して情報をフィルタリングし、特定のサイト、データ ソース、
VLAN、またはレポート作成時間の配布に絞り込むことができます。基準を 1 種類だけを指定して他の
基準を空白にしたり、すべての基準を指定したりできます。また、[Interactive Report] からのレートま
たは累積データを表示することもできます。ビットではなくバイトのシステム プリファレンスを設定
するには、[Administration] > [System] > [Preferences] に移動します。
初めて Prime NAM にログインした場合のデフォルト ビューは、[Traffic Summary] ダッシュボードで、
一番上のデータ ソースがデフォルトで選択されます。
次に説明する各ダッシュボードでは、任意の色付きバーを左クリックしてコンテキスト メニューを表
示できます。そのメニューからは、その項目に関する詳細な情報を得ることができます。
このダッシュボードに表示されるチャートは次のとおりです。

• Top N Applications

[Top N Applications] チャートは、[Interactive Report] のフィルタ選択（それぞれのデータ レート
または累積）に応じて、トラフィック レート（1 秒あたりのビット数または 1 秒あたりのバイト
数）やトラフィック量（ビットまたはバイト）を表示できます。色付きバーの上にカーソルを置く
と、直前の時間間隔に収集された 1 秒あたりのバイト数または合計バイト数が表示されます。この
チャートは、アプリケーション レベル（L7 ペイロード）のビットを報告します。
色付きバーを左クリックして、コンテキストメニューから [Capture] を選択すると、このデータの
キャプチャを開始できます（[Capture] の詳細については、第 5 章「パケット データのキャプチャ
とデコード」を参照）。

• Top N Application Groups
このチャートには、上位 N アプリケーション グループの詳しい分析と、この間隔でのトラフィッ
ク レートまたはトラフィック量が示されます。[Interactive Report] では、[rate] または
[cumulative] を選択できます。レートは 1 秒あたりのビット数で累積は合計ビット数です。

• Top N Hosts (In and Out)
このチャートは、トラフィック レート（1 秒あたりのビット数または 1 秒あたりのバイト数）やト
ラフィック量（バイトまたはビット）を表示します。ホスト アクティビティに関するより具体的
な詳細を得るには、色付きバーを左クリックし、選択を行います。または、コンテキスト メ
ニューから [Capture] を選択し、このデータのキャプチャを開始できます（[Capture] の詳細につ
いては、第 5 章「パケット データのキャプチャとデコード」を参照）。

• IP Distribution by Bits (or Bytes)
このチャートには、IP プロトコル（たとえば、IPv4 TCP）に配信されたバイトのパーセンテージ
が表示されます。

ヒント

ビットからバイトに変更するには、[Administration] > [System] > [Preferences] の順に選択し、[Data
displayed in] の選択を変更します。

• Top N DSCP
このチャートには、上位 DSCP 集約グループの統計が表示されます。

• Top N Encapsulations
このチャートには、時系列のカプセル化トラフィックが表示されます。VLAN を選択し、この
チャート内から特定のカプセル化プロトコル（OTV、VxLAN、LISP などを含む）をフィルタリ
ングして分析できます。また、特定の時間範囲でフィルタリングして、データを絞り込むことがで
きます。デフォルトの時間範囲は 15 分です。
チャートを表形式で表示するには、チャートの左下隅にある [Show Chart/Show Table] 切り替えボタン
を使用します。
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[Response Time Summary] の使用方法

データをグリッドとして表示すると、数値が [Administration] > [System] > [Preferences] で設定した内
容に従って書式設定されます。そのページでは、表示する上位 N エントリの数を設定することもでき
ます。

[Response Time Summary] の使用方法
NAM ソフトウェアでは、応答時間の測定機能や、さまざまなユーザ エクスペリエンスに関連するメト
リックが提供されます。それらは、サービスを提供するサーバに、ユーザから送られてくるモニタリン
グとタイムスタンプのパケットを使用して計算されます。これらのアプリケーション応答時間のメト
リックは、[Response Time Summary] ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Response Time
Summary]）で表示できます。NAM4.x では、これは、インテリジェント アプリケーション パフォー
マンス（IAP）分析と呼ばれていました。
NAM が開始されると、これらのメトリックに対して自動的にデータの入力が開始されます。
[Response Time Summary] ダッシュボードに最初に移動すると、デフォルトで上位のデータ ソースが
選択されます。このダッシュボードは、サイト、データ ソース、VLAN、または特定の期間に関する
パフォーマンスの統計を表示します。
ウィンドウの左側にある [Interactive Report] ウィンドウを使用して、表示される情報のパラメータを
変更します。チャートを表形式で表示するには、チャートの右下隅にある [Show Chart / Show Table]
切り替えボタンを使用します。
ダッシュボードのチャートには、次の情報が表示されます。

• Top N Applications by Server Response Time
このチャートには、サイト内のアプリケーション、データ ソース、VLAN、またはサイト クライ
アント、あるいは、[Interactive Report] ウィンドウで選択したサーバに関するサーバの応答時間が
表示されます。たとえば、[http] を選択すると、[Interactive Report] ウィンドウで選択したトラ
フィック カテゴリで示される http サーバの平均応答時間が表示されます。データは、マイクロ秒
単位で表示されます。

• Top N Site-to-Site Network Time
このチャートには、選択したカテゴリに含まれるクライアント サイトとサーバ サイト間の上位の
ネットワーク時間が表示されます。データは、マイクロ秒単位で表示されます。

• Top N Servers By Server Response Time
このチャートには、応答時間が最長（上部に表示される項目）のサーバを示すことにより、サーバ
のパフォーマンスの善し悪しを表示できます。データは、マイクロ秒単位で表示されます。

• Top N Servers By Bits (or Bytes)
このチャートには、上位のサーバの合計ビット数またはトラフィック レートが表示されます。
[Administration] > [System] > [Preferences] から、NAM データをビットまたはバイトのいずれで
表示するかを選択できます

• Top N Clients By Transaction Time
このチャートには、クライアントごとのトランザクション時間が表示されます。応答時間が最も長
いクライアントが上位に表示されます。データは、マイクロ秒単位で表示されます。

• Top N Clients By Bits (or Bytes)
このチャートには、上位のクライアントの合計ビット数またはトラフィック レートが表示されま
す。
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[Site Summary] の使用方法

[Site Summary] の使用方法
[Site Summary] ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Site Summary] の順に選択するとアクセ
スできる）には、ネットワーク内のサイトに関する情報が表示されます。ウィンドウの左側にある
[Interactive Report] を使用して、表示される情報を変更できます。サイトの詳細については、「サイト
の設定」（P.3-60）を参照してください。
[Alarm Summary] ダッシュボードに表示されるチャートは次のとおりです。
• Top N Sites by Average Transaction Time
このチャートには、サイト別の平均トランザクション時間が表示されます。

• Top N Site Pairs by Traffic
このチャートには、サイト間の上位のトラフィックが表示されます。

• Top N Sites by Average MOS
このチャートには、平均値が最も高い平均オピニオン評点（MOS）を持つサイトが表示されます。

MOS は、通常、1 ～ 5 の範囲であり、伝送の知覚品質を示します。ここで、1 は最低の知覚品質
で、5 は最高の知覚品質の測定値を表します。MOS は期間に応じて重み付けされます。
• Top N Sites by Traffic
このチャートには、トラフィック量が最も多い（最もアクティブな）サイトが表示されます。これ
は、特定のサイトに属するホストの送信または受信のトラフィックすべての合計です。つまり、こ
のトラフィックにはサイト内のトラフィックも含まれます。
チャートを表形式で表示するには、チャートの右下隅にある [Show Chart / Show Table] 切り替えボタ
ンを使用します。

[Alarm Summary] の使用方法
[Alarm Summary] ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Alarm Summary] の順に選択するとア
クセスできる）には、ネットワーク内で発生する上位のアラームが表示されます。
特定の期間のネットワーク トラフィック情報を表示するには、ウィンドウの左側にある [Interactive
Report] を使用します。[Interactive Report] の [Severity Selector] では、重大度が高いアラームのみ、
重大度が低いアラームのみ、または重大度が高いアラームと低いアラームの両方を表示するように選択
できます（これらの設定は、[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] から行えます）。また、[Time Range] ド
ロップダウン メニューから目的の時間を選択するか、時間範囲をカスタマイズできます。

[Alarm Summary] ダッシュボードの任意のチャート上で、色付きバーをクリックしてコンテキスト メ
ニューを表示することでさらに多くの情報を入手できます。
アラームまたはしきい値を設定しない場合、[Alarm Summary] ダッシュボードにはデータが表示され
ません。アラームおよびしきい値を設定する方法については、「アラームおよびアラームしきい値の設
定」（P.3-40）を参照してください。

（注）

次のような場合、発生原因が同じアラームが 2 回通知される可能性があります。
- 送信元と宛先の両方が、[Top N Site - Host Pair] チャート内の同じサイトにある場合。
- 送信元と宛先の両方が、[Top N Site] チャート内の同じサイトにある場合。
- 送信元と宛先の両方が、[Top N Site - Application Pair] チャート内の同じアプリケーションを使用す
る同じサイトにある場合。
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[Alarm Summary] の使用方法

（注）

アプリケーションを含むしきい値が設定されていない場合（例：応答時間しきい値またはアプリケー
ションしきい値）、[Top N Site - Application] および [Top N Application] にはデータが含まれません。

NetFlow インターフェイス アラームはすべてのサイトに関連していないので、[Alarm Summary] ダッ
シュボードの 4 色のサイト アラーム チャートに表示されません。その代わり、このウィンドウの下部
にある [New Alarms Raised] テーブルと [Last 50 Alarms] テーブルには、発生した NetFlow インター
フェイス アラームが含まれます。
[Alarm Summary] ダッシュボードに表示される 5 つのチャートは次のとおりです。
• Top N Sites by Alarm Count
このチャートには、選択した時間範囲内でアラームが最もトリガされた上位の N サイト（最大 10）
が一覧表示されます。しきい値が設定されていない場合、このチャートにはデータがありません。
チャートの下部にある番号は、アラームの数です。
しきい値は、[Setup] > [Alarms] > [Thresholds] から設定できます。上位 N のエントリは、
[Administration] > [System] > [Preferences] から設定できます。

• Top N Hosts by Site and Alarm Count
このチャートには、選択した時間範囲に含まれる、サイト：ホストのペアによって全サイトにわた
るホスト向けにトリガされたアラーム メッセージの数が表示されます。

• Top N Applications by Alarm Count
このチャートには、選択した時間範囲に含まれる、すべてのサイトにわたるアプリケーション向け
のアラームの数が表示されます。

• Top N Applications by Site and Alarm Count
このチャートには、選択した時間範囲に含まれる、アプリケーションとサイトのペアによるアラー
ムの最大トリガ数が表示されます。

• New Alarms Raised

[New Alarms Raised] テーブルには、[Interactive Report] ウィンドウで選択した間隔の間に発生し
たすべてのアラームが表示されます。一部のアラームは期間外に発生した可能性がありますが、ま
だ発生中の可能性もあります。
[Filter] ドロップダウン メニューを使用してアラームをフィルタリングできます。
• Last 50 Alarms

[Last 50 Alarms] テーブルには、[Interactive Report] ウィンドウで選択した間隔の間に発生したア
ラームが表示されます。一部のアラームは期間外に発生した可能性がありますが、まだ発生中の可
能性もあります。
下部にある [All Alarms] ボタンをクリックして別のウィンドウを開くことで、50 個すべてのア
ラームを画面のスクロールなしで表示できます。
このウィンドウおよび [All Alarms] ウィンドウの両方で [Filter] ボタンを使用して、入力した基準
を満たすアラームだけを表示することもできます。
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表 4-1

Last 50 Alarms

フィールド

説明

Site

これには、アラーム メッセージを生成したネットワーク トラフィックのサ
イトまたは送信元と宛先（source - destination）が含まれます。

Alarm Triggered By

アラーム メッセージを生成したネットワーク トラフィックの詳細な情報で
す。文字列によってトリガされたアラームの書式は、次のとおりです。

• アプリケーションのしきい値によるトリガ：application
• DSCP しきい値を使用するアプリケーションによるトリガ：
DSCP:codepoint - application
• ホストのしきい値によるトリガ：host
• アプリケーションのしきい値を使用するホストによるトリガ：host application
• アプリケーションと DSCP を使用するホストによるトリガ：DSCP:
code point - host - application
• DSCP を使用するホストによるトリガ：DSCP: code point - host
• 通信によるトリガ：source - destination
• アプリケーションを使用する通信によるトリガ：source - application destination
• 応答時間によるトリガ：IAP：client - application - server
• DSCP によるトリガ：SCP: code point
• RTP ストリームによるトリガ：source - source port - codec(codec
string) - SSRC(number) - destination - destination port
• 音声シグナリングによるトリガ：Calling (address - number) Called
(address - number) ID/References(id() - ref(calling:called))
• NetFlow インターフェイスによるトリガ：NetFlow: Device (address) If-Index(number) - Ingress/Egress
Threshold Variable

アラーム条件を評価するのに使用されるしきい値のパラメータ。

Threshold Value

しきい値変数のユーザ定義による上昇値。

Triggered Time

アラーム条件の発生が検出された時間。

Triggered Value

アラーム条件が発生した際のパラメータ値。注：トリガされた値は、表示
ウィンドウが発生中のアラームを含まない場合である可能性があります。

Clear Time

アラーム条件が解消された時間。アラーム変数は下限のしきい値を下回り
ました。

サイトによる所在地または組織に合わせた導入
Prime NAM では、パフォーマンス統計情報を集約し、整理できるサイトを定義できます。ネットワー
ク分析データのビューを特定の都市、建物、または建物の階に制限するには、サイト機能を使用できま
す。
図 4-1 は、ネットワーク内のさまざまな場所にある複数のデータ ソースを分析する集中型 NAM の導
入形態を図示したものです。
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図 4-1

サイト レベルでの集約

San Jose
࢟ࣕࣥࣃࢫ
San Jose

NAM
ࢧࢺ San
Jose

ࢧࢺ New
York
Netflow

New York
NYC
ࣅࣝࢹࣥࢢ 1

FX

NYC
ࣅࣝࢹࣥࢢ 2
197645

ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
San Jose

このような導入形態の場合には、SanJose-Campus、SanJose-Datacenter、NewYork-NetFlow-Bldg1、
NewYork-WAAS-Bldg2 など複数のサイトを作成できます。サイト設定に一致しないデータは、デフォ
ルト サイトに表示されます。これにより、モニタリングおよびトラブルシューティングに関する
ビューや情報が区分けされるため、目的の特定領域にドリルダウンできます。
また、サイトを定義する際には複数タイプのデータ ソースを指定することも可能です。その場合には、
すべてのネットワーク トラフィックを集約して表示できます。
事前定義された Unassigned Site を使用すると、ユーザ定義のサイトを設定することなく NAM を簡単
に起動できます。いずれのユーザ定義サイトにも属さないホストは、自動的に Unassigned Site の所属
となります。

[Setup] > [Network] > [Sites] を選択して、サイトを作成、表示、編集できます。Unassigned Site は変
更できません。
インタラクティブ ダッシュボードは、San Jose または New York サイトにドリル ダウンして上位のア
プリケーション、ホスト、カプセル化、DSCP、アプリケーション応答時間を調べるために使用できま
す。
ダッシュボードの各チャートから、コンテキスト メニューにアクセスすると、さらにドリル ダウンし
て詳細なアプリケーション、ホスト、カンバセーションのトラフィックなどのデータを分析できます。

トラフィックの分析
Prime NAM では、グラフ、チャート、および詳細ビューを使用してネットワーク トラフィック データ
を分析する多くの方法が提供されています。
次の情報を検索するには、下のリンクを使用してください。

• 「サイト トラフィックの分析」（P.4-8）
• 「アプリケーション」（P.4-8）
• 「Host」（P.4-9）
• 「NetFlow Interface Traffic Analysis」（P.4-9）
• 「DSCP」（P.4-10）
• 「カプセル化」（P.4-11）
• 「URL Hits」（P.4-11）
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• 「詳細なトラフィック分析ビュー」（P.4-12）
• 「トラフィック チャートの分析について」（P.4-15）

サイト トラフィックの分析
選択した期間の特定のサイトに関するトラフィック レベルを表示するには、[Analyze] > [Traffic] >

[Site] を使用します。次も表示することができます。
• 時間の経過に伴うサイト トラフィックのグラフ
• 詳細なデータを表示するサイト カンバセーションのリンク
• 選択した期間にトラフィックを送受信する上位のホスト
• アプリケーションの配信：NAM がこの期間にこのサイトのアプリケーション トラフィックの量を
分類する基準を示します。

アプリケーション
[Application Analysis] ウィンドウには、選択した期間内の特定のアプリケーションのトラフィック レ
ベルの概要が表示されます。これは、[Analyze] > [Traffic] > [Application] のメニュー オプションか
ら利用できます。次の内容が表示されます。
• 時間の経過に伴うサイト トラフィックのグラフ
• 選択した期間中、そのアプリケーションでトラフィックを送受信する上位のホスト
• Application Configuration：NAM がパケットをそのアプリケーションとして分類する基準を表示
します。通常、この基準はアプリケーションを識別する TCP か UDP、またはその両方のリストで
す。一部のアプリケーションは、ヒューリスティックまたはその他の状態ベースのアルゴリズムに
よって識別されることに注意してください。

Hosts Detail
[Top N Hosts - Traffic In] または [Top N Hosts - Traffic Out] チャートで、色付きバーを左クリックし
てコンテキスト メニューを表示し、[Hosts Detail] を選択することで、全ホストに関する詳細情報を含
む [All Hosts] ウィンドウが表示されます。表 4-2 では、このウィンドウ内のフィールドについて説明
します。
表 4-2

ホストの詳細

フィールド

説明

Host

ホスト アドレス

Application

アプリケーションの種類

In Bits/sec

着信ビット数 / 秒

In Packets/sec

着信パケット数 / 秒。

Out Bits/sec

発信ビット数 / 秒

Out Packets/sec

発信パケット数 / 秒
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Host
[Host Traffic Analysis] ウィンドウには、時間の経過に伴う特定のホストの入力と出力の概要が表示さ
れます。これは、[Analyze] > [Traffic] > [Host] のメニュー オプションから利用できます。次の内容が
表示されます。
• 時間の経過に伴うホストの入力および出力トラフィック
• 選択した間隔にわたるホストの上位 N のアプリケーション アクティビティ
• ホストのアプリケーションの合計使用状況の分布

Applications Detail
[Top N Applications] チャートで、色付きバーを左クリックしてコンテキスト メニューを表示し、
[Applications Detail] を選択することで、全アプリケーションに関する詳細情報を含む [All
Applications] ウィンドウが表示されます。表 4-3 では、このウィンドウ内のフィールドについて説明
します。
表 4-3

Applications Detail

フィールド

説明

Application

アプリケーションの種類

Application Group

アプリケーション グループ（全体としてモニタできるア
プリケーションのセット）

Bytes/sec

トラフィック レート、1 秒あたりのバイト数

Packets/sec

トラフィック レート、1 秒あたりのパケット数

NetFlow Interface Traffic Analysis
Netflow パケットを NAM にエクスポートしているスイッチまたはルータの個々のインターフェイス用
に収集したデータを表示するには、[NetFlow Interface Analysis] ページを使用します。表示される情
報は、収集が作成された以降か、NAM が再起動された以降に収集された、合計データを表します。
最初に NetFlow インターフェイスの容量を設定し、チャート内の使用状況および NetFlow インター
フェイス リスト上のインターフェイス名の両方を表示する必要があります。設定手順については、
「NetFlow Interface Traffic Analysis」（P.4-9）を参照してください。

SNMP RO（または RW）コミュニティ ストリングを NetFlow データ ソースに与えることもできます。
そうすると、NAM が NetFlow インターフェイスの容量をいっぱいに満たします。[Setup] > [Traffic] >
[NAM Data Sources] を選択し、コミュニティ ストリングを入力します。詳細については、「Web GUI
を使用した NetFlow データ ソースの作成」（P.3-24）または「CLI を使用した NetFlow データ ソース
の作成」（P.3-25）を参照してください。
NetFlow インターフェイス分析を表示するには、[Analyze] > [Traffic NDE Interface] の順に選択しま
す。デフォルトのビューは、[Interface View] です。
チャート内のトラフィックを表示するには、[Interface Selector] からインターフェイスを選択します。
NetFlow データ ソース名の左側にある矢印アイコンをクリックし、すべてのインターフェイスを表示
して、データを表示するインターフェイスを選択します。
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[Group View] タブに移動すると、すべてのインターフェイスおよび NetFlow データ ソースが 2 つの静
的グループにグループ分けされているのがわかります。各グループからインターフェイスを組み合わせ
て選択し、[Submit] ボタンをクリックできます。そうすると、右側のチャートでは、メトリックがま
とめられ、グループごとに表示されます。

（注）

チャートにデータが表示されず、「Interface needs to be selected」というメッセージが表示される場合
は、まだインターフェイスが選択されていません。
いったんインターフェイスを選択すると、次のチャートにデータが入力されます。

• Interface Traffic (Ingress % Utilization and Egress % Utilization)
• Top N Applications - Ingress
• Top N Applications - Egress
• Top N Hosts - Ingress
• Top N Hosts - Egress
• Top N DSCP Aggr - Ingress
• Top N DSCP Aggr - Egress
インターフェイス速度は [Interface capacity table] によって手動で入力するか、あるいは、データ ソー
ス テーブルに NetFlow デバイスの SNMP 設定が入力されている場合は自動的に設定することができま
す。

DSCP の詳細
[Top N DSCP Aggr - Ingress] および [Top N DSCP Aggr - Egress] チャートで、色付きバーを左クリッ
クしてコンテキスト メニューを表示し、[DSCP Detail] を選択することで、[All DSCP] ウィンドウが
表示されます。このウィンドウは、メニューから [Analyze] > [Traffic] > [DSCP Traffic] を選択し、右
側にある [All DSCP] ボタンをクリックしても、表示されます。
表 4-4 は、[All Applications] ウィンドウに表示されるフィールドとその説明をまとめたものです。
表 4-4

DSCP Detail

フィールド

説明

DSCP

DSCP の値

Application

アプリケーションの種類

Bytes/sec

トラフィック レート、1 秒あたりのバイト数。
[Administration] > [System] > [Preferences] から、NAM
データをビットまたはバイトのいずれで表示するかを選
択できます。

Packets/sec

トラフィック レート、1 秒あたりのパケット数

DSCP
差別化サービスのモニタリング（DiffServ）は、差別化サービス コード ポイント（DSCP）値のネット
ワーク トラフィック使用状況をモニタするように設計されています。
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DSCP グループをモニタリングするには、少なくとも 1 つの集約プロファイルと、各プロファイルに関
連付けられた 1 つまたは複数の集約グループを設定する必要があります。集約プロファイルを設定する
方法の詳細については、「DSCP グループの設定」（P.3-65）を参照してください。
[Analyze] > [Traffic] > [DSCP Traffic Analysis] に移動すると、DSCP 情報をモニタできます。提供さ
れるデータは次のとおりです。

• 選択した DSCP グループに関する、時間の経過に伴うトラフィック量
• 上位 N のアプリケーションとその DSCP グループを使用するアプリケーション グループ
• その DSCP グループでトラフィックを送受信する上位 N のホスト

カプセル化
Prime NAM が収集したカプセル化トラフィックを分析できます（セットアップに関しては、「カプセ
ル化のフィルタリング」（P.3-75）を参照）。この項では、次の使用例について説明します。
• 収集されたカプセル化データの表示：「収集された URL の表示」（P.4-11）を参照してください
• さまざまなカプセル化のフィルタリング：「URL 収集リストのフィルタリング」（P.4-12）を参照し
てください

URL Hits
NAM が収集した URL を分析できます（セットアップに関しては、「URL 収集の設定」（P.3-80）を参
照）。
これは、ネットワークで使用されている URL を決定し、それらの URL に関連付けられているアプリ
ケーションを調べる上で役立ちます。
ここでは、次の手順について説明します。

• 収集された URL の表示
• URL 収集リストのフィルタリング

収集された URL の表示
収集された URL を表示するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Analyze] > [Traffic] > [URL Hits] を選択します。
収集された URL を含む [URL Hits] ウィンドウが表示されます。表 4-5 では、カラムについて説明して
います。
表 4-5

URL のテーブル

フィールド

説明

Index

URL インデックス

URL

URL テキスト

Hits

ヒット数
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（注）

同時にアクティブになれる URL 収集リストは 1 つのみです。データ ソースは、情報目的でのみ使用さ
れます。

URL 収集リストのフィルタリング
URL 収集リストをフィルタするには、次の操作を行います。
ステップ 1

[URLs] ウィンドウ（[Analyze] > [Traffic] > [URL Hits]）のドロップダウン リストから、URL のどの
部分をフィルタするのかを選択します。
• URL：URL の任意の部分をフィルタできます
• Host：このフィルタは、収集された URL のホスト部分にのみ適用されます。
• Path：このフィルタは、収集された URL のパスの部分のみに適用されます。
• Arguments：このフィルタは、収集された URL の引数部分にのみ適用されます。

ステップ 2

フィルタ文字列を入力します。

ステップ 3

[Filter] をクリックしてフィルタを適用します。

（注）

表示フィルタを削除し、収集されたすべての URL を表示するには、[Clear] をクリックします。

詳細なトラフィック分析ビュー
Prime NAM では、次のデータを分析できる詳細なトラフィック分析ビューが提供されています。
• 「サイトの詳細ビュー」（P.4-13）
• 「サイト カンバセーションの詳細ビュー」（P.4-13）
• 「アプリケーション詳細ビュー」（P.4-13）
• 「アプリケーション グループの詳細ビュー」（P.4-13）
• 「ホスト別アプリケーション トラフィックの詳細ビュー」（P.4-13）
• 「上位アプリケーション トラフィックの詳細ビュー」（P.4-13）
• 「ホストの詳細ビュー」（P.4-14）
• 「ホスト カンバセーションの詳細ビュー」（P.4-14）
• 「ネットワーク カンバセーションの詳細ビュー」（P.4-14）
• 「DCSPs の詳細ビュー」（P.4-14）
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サイトの詳細ビュー
各サイト（すべての未割り当てサイトを含む）のデータを表示し、1 秒あたりのパケット数および 1 秒
あたりのビット数の詳細を確認します。特定の属性を正確に示すためにインタラクティブ レポート
フィルタを使用します。このデータに対するフィルタの時間制限はありません。

サイト カンバセーションの詳細ビュー
すべてのサイトまたは選択したサイトのサイト トラフィックを表示します。2 つのデバイス間のサイト
トラフィック データを正確に示すには、インタラクティブ レポート フィルタを選択します。

アプリケーション詳細ビュー
[All Applications] ウィンドウおよびすべてのアプリケーションに関する詳細情報を表示し、特定のア
プリケーションまたはその他のフィルタ属性でフィルタリングするには、インタラクティブ レポート
フィルタを使用します。

アプリケーション グループの詳細ビュー
[All Application Groups] ウィンドウおよびすべてのアプリケーション グループに関する詳細情報を表
示するには、[Top N Application Groups] チャートの色付きバーを左クリックしてコンテキスト メ
ニューを表示し、[Application Groups Details] を選択します。表 4-6 は、[All Applications] ウィンド
ウに表示されるフィールドとその説明をまとめたものです。
表 4-6

Application Groups Detail

フィールド

説明

Application Group

アプリケーション グループ（全体としてモニタできるアプリケーションの
セット）

Site

該当するサイト（サイトがない場合、[Unassigned] になります）

Bytes/sec

トラフィック レート、1 秒あたりのバイト数

Packets/sec

トラフィック レート、1 秒あたりのパケット数

ホスト別アプリケーション トラフィックの詳細ビュー
発生した特定のアプリケーションのトラフィックをアプリケーションを使用している個々のホストごと
に表示します。表示する期間や、アプリケーション、サイト（オプション）、データソース（オプショ
ン）、および VLAN（オプション）を指定できます。

NAM がサポートするのは、[Host Conversations]、[Network Conversation]、[RTP Streams]、[Voice
Calls Statistics]、[Calls Table]、および [RTP Conversations] の 1 時間のフィルタの最大 [Time Range]
のみです。

上位アプリケーション トラフィックの詳細ビュー
選択した期間、および指定したサイトかデータ ソース（またはその両方）に関するトラフィック レー
トによる上位のアプリケーションを表示します。
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上位アプリケーション トラフィックの詳細ビュー には、時間間隔内に実行されているすべてのアプリ
ケーションが表示されます。色分けされた凡例は、どのようなアプリケーションが実行されているを示
します。

[Display Other] チェックボックス（"Top Application Traffic" という見出しの下にある）は、N リスト
にないアプリケーションのデータに対応しています。このチェックボックスをオンにした場合、チャー
トは N 個のアプリケーションのデータに加えて「他の」データを表示します。
任意のデータ点の上にカーソルを置くと、実行されているアプリケーションごとの正確な値に関する詳
細を取得できます。

ホストの詳細ビュー
時間の経過に伴う特定のホストの入力および出力を表示します。表示される情報のパラメータを変更す
るには、[Interactive Report]（ウィンドウの左側）の [Filter] ボタンを使用します。

ホスト カンバセーションの詳細ビュー
特定のホストのすべてのカンバセーションの詳細リストを表示します。
次のデータを表示できます。

• アプリケーション、カプセル化、およびトラフィック レート情報を含む、選択したホストとの間
でパケットを送受信しているホストのテーブル。

• 選択したホストのアプリケーションの使用状況の内訳。
表示される情報のパラメータを変更するには、[Interactive Report]（ウィンドウの左側）の [Filter] ボ
タンを使用します。

NAM がサポートするのは、[Host Conversations]、[Network Conversation]、[RTP Streams]、[Voice
Calls Statistics]、[Calls Table]、および [RTP Conversations] の 1 時間のフィルタの最大時間範囲のみ
です。

ネットワーク カンバセーションの詳細ビュー
すべてのネットワーク カンバセーション（パケットとバイトの情報を含む）の詳細な分析を表示しま
す。
表示される情報およびターゲット データを変更するには、[Interactive Report] の [Filter] ボタンを使用
します。

NAM がサポートするのは、[Host Conversations]、[Network Conversation]、[RTP Streams]、[Voice
Calls Statistics]、[Calls Table]、および [RTP Conversations] の 1 時間のフィルタの最大 [Time Range]
のみです。

DCSPs の詳細ビュー
DiffServ コード ポイント（DSCP）値のすべてのネットワーク トラフィック使用状況詳細な分析を表
示します。[Analyze] > [Traffic] > [Detailed Views] > [DSCPs] を選択します。
表示される情報およびターゲット データを変更するには、[Interactive Report] の [Filter] ボタンを使用
します。
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トラフィック チャートの分析について
[Analyze] メニューの下で使用できるチャートは、時間の経過に伴って発生する統計情報を表示しま
す。次に示すように、ズーム / パン機能を使用して、開始または終了をドラッグして時間間隔または分
散を変更できます。

ズーム / パン チャート上で時間間隔が変更されると、ウィンドウの下部のチャートに表示されている
データに影響がおよびます。ズーム / パンの時間間隔は、ドリルダウンのナビゲーションにも影響をお
よぼします。ズーム / パンの時間間隔が変更されると、そのダッシュボードからのコンテキスト メ
ニューのドリルダウンにズーム / パンの時間間隔が使用されます。

（注）

ズーム / パンできるバー チャートでは、各ブロックは前の間隔の間に収集されたデータを表します（各
ブロックの下に表示されるタイムスタンプは時間範囲の終了です）。したがって、目的のデータをウィ
ンドウの下のチャートに入力するには、予想よりもさらに 1 ブロック、ズーム / パンをドラッグする必
要がある場合があります。

WAN の最適化
Prime NAM により、展開前と展開後のシナリオ向けに WAN トラフィックを圧縮および最適化する
WAN の最適化機能を理解できます。これは、最適化されたトラフィックおよびパススルー トラフィッ
クに適用されます。

WAN 最適化作業は、次のとおりです。
• 「WAN 最適化の保障」（P.4-15）
• 「最適化のための Top Talkers Detail を使用したトラフィックの分析」（P.4-16）
• 「WAAS 最適化後のアプリケーション パフォーマンスの分析」（P.4-17）
• 「複数のセグメント間での WAAS トラフィックのモニタリング」（P.4-18）
• 「WAAS 単一セグメント トラフィックのモニタリング」（P.4-18）

（注）

WAAS のデータをモニタするには、WAAS の正しいデータソースを選択する必要があります。

WAN 最適化の保障
アプリケーションが最適に実行されるようにするには、次の手順の概要を使用して最良の処置を決定し
ます。

• アプリケーション パフォーマンスの課題のあるサイトを識別します
• アプリケーション パフォーマンスを定量化します
• WAN 最適化の影響を検証します
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• WAN 最適化の継続的なモニタリングを行います。
• 最適化された WAN トラフィックをトラブルシューティングします

WAN が最適化されていることを確認するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

アプリケーション パフォーマンスの課題のあるサイトを識別するには、[Monitor] > [Site Summary] を
選択します。
サイトが識別されない場合は、不明サイトのカテゴリを使用するか、または、サイトを作成する方法に
ついて確認するために、「サイトの設定」（P.3-60）を参照できます。

ステップ 2

最高平均トランザクション時間および最高トラフィック レートのサイトを検索します。

ステップ 3

アプリケーション パフォーマンスを定量化するには、次の手順を実行します。

a. [Monitor] > [Response Time Summary] を選択します。
b. 特定の場所および異なる時間範囲（1 日と 1 週間）などの重要な領域を対象とするフィルタを設定
します。これにより、分析するデータに正確に焦点を当てることができます。

c. サーバ応答時間が最高のアプリケーションを右クリックして、[Analyze Application Response
Time] を選択します。
d. インタラクティブ フィルタを使用して、フィルタの時間範囲を指定します。考えられるピーク時
間を考慮に入れて、1 日の範囲以上でデータを表示することを推奨します。
e. 低パフォーマンスのアプリケーションを識別し、ネットワーク タイム、サーバ応答時間、および
データ転送時間によって応答時間を定量化します。
ステップ 4

WAN 最適化の影響を検証するには、次の手順を実行します。
a. [Analyze] > [WAN Optimization] > [Application Performance Analysis] の順に選択します。
b. WAN Opt Impact 分析フィルタ（左側のペイン）最小化します。
c. アプリケーションの 1 つを最適化した結果を表示します（たとえば、HTTP ブラウザを使用して、
トランザクション時間が短縮されてエンド クライアント エクスペリエンスが改善されているかど
うか、圧縮率が軽減されて WAN の使用状況が改善されているかどうか、平均同時接続数が減少
し、接続の再利用によってサーバの使用状況が改善されているかどうかを判断します）。

ステップ 5

WAN 最適化の継続的なモニタリングを実行し、最適化された WAN トラフィックをトラブルシュー
ティングするには、次の手順を実行します。
a. [Analyze] > [Conversation Multi Segment] を選択します。
b. サーバ、WAN、およびクライアント ネットワーク セグメントの遅延および帯域幅の測定の詳細を
表示します。

最適化のための Top Talkers Detail を使用したトラフィックの分析
WAAS デバイスを展開するプロセスの中で、WAAS の計画と設定に役立つデータを取得できます。
このウィンドウを使用すると、WAAS 最適化前の WAN データ ソースからの上位のアプリケーション、
ネットワーク リンク、クライアント、およびサーバの応答時間および同時接続数を表示することがで
きます。
最適化のために Top Talkers Detail を使用してトラフィックを分析するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Analyze] > [WAN Optimization] > [Top Talkers Detail] を選択し、最適化のために分析するトラフィッ
クを選択するために [Interactive Report] ウィンドウを使用してデータをフィルタリングします。
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データ ソースが SPAN、PA、または WAAS の場合、パケット ヘッダーを含みません。データ ソース
が NetFlow の場合、パケット ヘッダーを含みます。

（注）

[Administration] > [System] > [Preferences] から、NAM データをビットまたはバイトのいずれ
で表示するかを選択できます

次に、その結果に基づいて、WAAS 製品を設定してネットワークを最適化できます。

関連項目

• 「新しい WAAS デバイスのデータ ソースの追加」（P.3-34）
• 「ソフトウェア フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタリング」（P.5-7）
• 「システム設定のリセット」（P.6-12）を使用したビットまたはバイトの設定

WAAS 最適化後のアプリケーション パフォーマンスの分析
WAN 最適化を使用すると、WAAS 最適化後の WAN データ ソースからの応答時間、同時接続数、ト
ラフィック量および圧縮率を表示できます。WAAS トラフィックを分析するには、[Analyze] > [WAN
Optimization] > [Application Performance Analysis] の順に選択します。
この分析に関連付けられているタスクは次のとおりです。

• 「トランザクション時間の比（クライアント エクスペリエンス）」（P.4-17）
• 「トラフィック量と圧縮率の比較」（P.4-17）
• 「平均同時接続数（最適化後とパススルー）を使用した容量の計画」（P.4-17）
• 「Multi-Segment Network Time (Client LAN - WAN - Server LAN) を使用した使用率の最適化」
（P.4-18）

トランザクション時間の比（クライアント エクスペリエンス）
このチャートを使用してクライアント トランザクション時間を比較できます。それには、クライアン
トの平均トランザクション時間が表示されます。1 つの線がパススルー トラフィック（最適化がオフに
なっている）を表し、2 つめの線が最適化されたトラフィックを表します。一定期間に最適化を設定し
たら、2 つの線を比較し、チャート内で垂直に落ち込んでいる場所を確認できます。データは、マイク
ロ秒単位で表示されます。

トラフィック量と圧縮率の比較
このチャートを使用して、圧縮前のビット数と圧縮後のビット数との間の帯域幅の減少率を比較できま
す。

平均同時接続数（最適化後とパススルー）を使用した容量の計画
指定時間中の同時接続数を使用して、ピークおよびオフ期間の識別に役立てることができます。この情
報は、容量を計画するときに使用できます。
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Multi-Segment Network Time (Client LAN - WAN - Server LAN) を使用した使用率の最適
化
遅いパフォーマンスの問題を識別するために、複数セグメント間でのネットワーク時間を使用できま
す。データは、マイクロ秒単位で表示されます。

複数のセグメント間での WAAS トラフィックのモニタリング
複数のセグメント間で WAAS トラフィックをモニタするには、[Conversation Multiple Segments] ウィ
ンドウを使用します。このウィンドウでは、異なるデータ ソースの相関データが示され、ユーザは、
複数の WAAS セグメント（データ ソース）の応答時間メトリックを参照し、比較できます。このウィ
ンドウには、[Analyze] > [WAN Optimization] > [Conversation Multi-segments] からアクセスできま
す。
このウィンドウには、該当するセグメントからの、選択されたサーバまたはクライアントとサーバのペ
アのネットワーク時間、サーバの応答時間、およびその他のメトリックが表示されます。すべてのセグ
メントの関連するメトリックは、クライアントとサーバのカンバセーションごとに 1 行に結合されま
す。

WAAS 単一セグメント トラフィックのモニタリング
単一のセグメントで WAAS トラフィックをモニタするには、[Conversation Single-Segments] ウィン
ドウを使用して異なるデータ ソースからのデータを表示するか、または異なる WAAS セグメント
（データ ソース）からの応答時間メトリックを表示および比較します。このウィンドウには、
[Analyze] > [WAN Optimization] > [Conversation Single-Segment] からアクセスできます。
このウィンドウには、選択されたサーバまたはクライアントとサーバのペアのネットワーク時間、サー
バの応答時間、およびその他のメトリックが表示されます（セグメントごとに 1 行）。

応答時間の測定
NAM では、クライアントとサーバとの間の TCP パケット フローがモニタリングされ、応答時間デー
タが測定されて、アプリケーション応答時間（ART）およびネットワークの遅延が、よりわかりやす
く提示されます。Prime NAM の応答時間モニタリングによって、エンドツーエンドの応答時間が提示
され、ユーザは、潜在的なネットワーク遅延およびアプリケーション遅延を見つけやすくなります。

（注）

Prime NAM では、IPv6 の応答時間モニタリングをサポートします。
ユーザは、アプリケーション パフォーマンスを改善するため、ネットワーク時間、クライアントの応
答時間、サーバの応答時間、および合計のトランザクション時間を測定するように NAM を設定できま
す。図 4-2 に、ユーザがモニタできるデータおよびトリップ時間が NAM によって収集される、ネット
ワーク パケット フローのさまざまなポイントを示します。これは、測定値のサブセットのみを表す一
例です。
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図 4-2

NAM のアプリケーション応答時間の測定
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図 4-3 に、アプリケーション応答時間に対する合計トランザクション時間を示します。
応答時間に対するトランザクション時間の測定
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表 4-7 に、Prime NAM によって測定される ART メトリックのリストを示し、説明します。
表 4-7

アプリケーション応答時間のメトリック

メトリック

説明

Average Response Time

応答時間とは、NAM プローブ ポイントで観測されたクライアント要求が行われてから
サーバから最初の応答パケットを受け取るまでの時間のことです。応答時間の増加は、
通常、必要なリソースの不足または非効率的に記述されたアプリケーションが原因で、
CPU、メモリ、ディスク、または I/O などのサーバ リソースに問題があることを示しま
す。

Min Response Time
Max Response Time

このメトリックと他の応答時間のメトリックは、ミリ秒（msec）単位で表示されます。

Number of Responses

モニタリング間隔の間に測定される要求と応答のペアの合計数。

Number of Late Responses

[Max Response Time] を超過した応答の合計数
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表 4-7

アプリケーション応答時間のメトリック （続き）

メトリック

説明

Number of Responses 1

応答時間が RspTime1 のしきい値未満である応答の数

Number of Responses 2

応答時間が RspTime1 より長く RspTime2 より短い応答の数

Number of Responses 3

応答時間が RspTime2 より長く RspTime3 より短い応答の数

Number of Responses 4

応答時間が RspTime3 より長く RspTime4 より短い応答の数

Number of Responses 5

応答時間が RspTime4 より長く RspTime5 より短い応答の数

Number of Responses 6

応答時間が RspTime5 より長く RspTime6 より短い応答の数

Number of Responses 7

応答時間が RspTime6 より長く LateRsp より短い応答の数

Client Bits

モニタリング間隔の間にクライアントから送信される TCP ペイロード ビットの数。

Server Bits

モニタリング間隔の間にサーバから送信される TCP ペイロード ビットの数。

Client Packets

モニタリング間隔の間にクライアントから送信される TCP パケットの数。

Server Packets

モニタリング間隔の間にサーバから送信される TCP パケットの数。

Average number of concurrent

レポーティング間隔の間の同時 TCP 接続の平均数

Number of new connections

モニタリング間隔の間に行われる新しい TCP 接続（TCP 3 方向ハンドシェイク）の数。

Number of closed connections

モニタリングされる間隔の間に終了された TCP 接続の数

Number of unresponsive
connections

モニタリング間隔の間に応答のない TCP 接続要求（SYN）の数。

Number of refused connections

モニタリング間隔の間に拒否された TCP 接続要求（SYN）の数。

Average Connection duration

モニタリングされる間隔の間の TCP 接続の平均所要時間

Average Server Response Time

サーバの応答時間は、アプリケーション サーバ（たとえば、Web サーバなど）が要求の
応答に要する時間です。これは、サーバの思考時間に相当し、サーバに到達したクライ
アント要求と、サーバによって返された最初の応答パケットとの間の時間です。

Min Server Response Time
Max Server Response Time

Average Network Time
Min Network Time
Max Network Time
Average Client Network Time
Min Client Network Time

通常、サーバ応答時間の増加は、CPU、メモリ、ディスク、または I/O などのアプリ
ケーションまたはサーバ リソースに問題があることを示します。
クライアントとサーバ間のネットワーク時間。ネットワーク時間は、クライアント ネッ
トワーク時間とサーバ ネットワーク時間の合計です。NAM では、TCP 3 ウェイ ハンド
シェイクを使用して、ネットワーク時間が測定されます。モニタリング間隔の間に新た
に接続された TCP 接続がない場合、このメトリックはレポートされません。
クライアント ネットワーク時間とは、クライアントと NAM スイッチやルータとの間の
ネットワーク時間です。

Max Client Network Time

WAAS モニタリングでは、WAE クライアント データ ソースからのクライアント ネット
ワーク時間は、クライアントとそのエッジ WAE との間のネットワーク RTT を表し、
（エッジ WAE とコ
WAE サーバ データ ソースからのクライアント ネットワーク時間は、
ア WAE との間の）WAN RTT を表します。

Average Server Network Time

サーバ ネットワーク時間とは、サーバと NAM プローブ ポイントとの間のネットワーク
時間です。

Min Server Network Time
Max Server Network Time

WAAS モニタリングでは、サーバ データ ソースからのサーバ ネットワーク時間は、
サーバとそのコア WAE との間のネットワーク時間を表します。

Average Total Response Time

合計応答時間とは、クライアント要求が行われてから、クライアントがサーバから最初
に応答パケットを受信するまでの合計時間です。

Min Total Response Time
Max Total Response Time

合計応答時間は、直接測定されず、サーバ応答時間のメトリックがネットワーク時間の
メトリックと混合されるため、合計応答時間の使用には注意が必要です。
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表 4-7

アプリケーション応答時間のメトリック （続き）

メトリック

説明

Average Transaction Time

トランザクション時間とは、クライアント要求が行われてからサーバから最後の応答パ
ケットを受け取るまでの合計時間のことです。

Min Transaction Time
Max Transaction Time

トランザクション時間は、クライアントの使用状況とアプリケーション タイプによっ
て、さまざまな場合があります。トランザクション時間は、クライアントの状況をモニ
タし、アプリケーション パフォーマンスの異常を検出するときの、主要なインジケータ
です。

Number of Transactions

モニタリング間隔の間に完了したトランザクションの数。

Average Data Transmission Time

最初のサーバ応答パケットから最後のサーバ応答パケットまでの経過時間（再送信時間
を除く）。

Average Data Time

データ時間：トランザクション時間の平均データ時間部分。

Packets Retransmitted

モニタリング間隔の間に検出された、再送信されたパケット数。

Bits Retransmitted

モニタリング間隔の間に検出された、再送信されたビット数。

Average Retransmission Time

トランザクションあたりの損失パケットの再送信の平均時間。

Client ACK Round Trip Time

NAM プローブ ポイントで観測された、クライアントによってサーバ データ パケットが
認識（ACK）される平均ネットワーク時間。

Number of Client ACK Round
Trips

モニタリング間隔の間に終了されたクライアント ACK ラウンド トリップの数。

アプリケーション応答時間のメトリックは、[Response Time Summary] ダッシュボード（[Monitor] >
[Response Time Summary]）から利用できます。ここでは、データの概要ビューを表示できます。
時間の経過に伴って応答時間データを分析するには、[Analyze] > [Response Time] にあるから選択し
ます。

• 「アプリケーション応答時間」（P.4-22）
• 「ネットワーク応答時間」（P.4-22）
• 「サーバの応答時間」（P.4-22）
• 「クライアント応答時間」（P.4-23）
• 「クライアント / サーバ応答時間」（P.4-23）

[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] に移動すると、次のいずれかを選択できます。それぞ
れに応答イベントの詳細リストが含まれています。

• 「サーバ アプリケーションの応答」（P.4-23）
• 「Server Application Transactions」（P.4-24）
• 「Server Network Responses」（P.4-25）
• 「Client-Server Application Responses」（P.4-26）
• 「Client-Server Application Transactions」（P.4-27）
• 「Client-Server Network Responses」（P.4-28）
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アプリケーション応答時間
[Application Analysis] ウィンドウでは、時間の経過に伴う特定のアプリケーションのパフォーマンス
を表示できます。このウィンドウには、[Analyze] > [Response Time] > [Application] からアクセスで
きます。
[Transaction Time] チャートには、選択したアプリケーションのトランザクションの平均時間が表示さ
れます。これは、ネットワーク時間、サーバ応答時間、およびデータ時間という 3 つのコンポーネント
に分割されます。

[Other Metrics] チャートを使用すると、[Metric1] および [Metric2] ドロップダウンから目的のメト
リックを選択して、時間の経過に伴う情報を表示できます。
次は、[Top Clients] および [Top Servers] のチャートです。これらのチャートには、選択したアプリ
ケーションのほとんどのトラフィックがとともに、クライアントおよびサーバが表示されます。

（注）

[Administration] > [System] > [Preferences] から、NAM データをビットまたはバイトのいずれ
で表示するかを選択できます

ネットワーク応答時間
クライアント サイトとサーバ サイトを選択すると、チャートに、クライアント サイトとサーバ サイト
間のネットワーク リンクのトランザクション時間が表示されます。これには、[Analyze] > [Response
Time] > [Network] からアクセスできます。

（注）

アプリケーションを指定しないと、チャートには、トランザクション時間ではなくネットワーク時間が
表示されます。

[Other Metrics] チャートを使用すると、[Metric1] および [Metric2] ドロップダウンから目的のメト
リックを選択して、サイト間のネットワーク リンクに関する情報を表示できます。
[Top Clients] および [Top Servers] チャートには、ネットワーク リンク経由で通信する上位のクライア
ントとサーバが表示されます（ビットまたはバイト単位）。

サーバの応答時間
左側の [Interactive Report] から [Client Site] および [Server Site] を選択し、分析するサーバの IP アド
レスを入力します。[Server Transaction Time Composition] チャートには、ネットワーク時間、サーバ
応答時間、データ時間、およびトランザクション時間が表示されます。

[Other Metrics] チャートを使用すると、[Metric1] および [Metric2] ドロップダウンから目的のメト
リックを選択して、サーバのパフォーマンスに関する情報を表示できます。
[Top Client] には、選択したサーバと通信する上位のクライアントが表示され、[Server Top Clients
Sites] には上位のクライアント サイト（トラフィック ビット）が表示されます。
（注）

[Administration] > [System] > [Preferences] から、NAM データをビットまたはバイトのいずれ
で表示するかを選択できます
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クライアント応答時間
[Interactive Report Filter] にクライアントの IP アドレスとアプリケーションを入力したら、[Client
Transaction Time Composition] チャートで、そのクライアントのトランザクション時間を分析できま
す。

[Other Metrics] チャートを使用すると、[Metric1] および [Metric2] ドロップダウンから目的のメト
リックを選択して、時間の経過に伴うクライアントのパフォーマンスを表示できます。
[Clients Top Applications] チャートには、選択したクライアントによって最も使用されているアプリ
ケーションが表示され、[Top Servers] チャートには、クライアントによって最も使用されているサー
バが表示されます。

クライアント / サーバ応答時間
[Interactive Report] にクライアントの IP アドレスとサーバの IP アドレスを入力したら、
[Client-Server Transaction Composition Over Time] チャートで、選択したクライアントとサーバ間の
トランザクション時間を分析できます。

[Other Metrics] チャートを使用すると、[Metric1] および [Metric2] ドロップダウンから目的のメト
リックを選択して、クライアント / サーバのトランザクション情報を表示できます。

サーバ アプリケーションの応答
[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] > [Server Application Responses] の順に選択すると、
[Server Application Responses] テーブルが表示されます。
データの列をクリックすると、[Response Time Details] を選択して詳細を表示できます。
表 4-8 に、[Server Application Responses] ウィンドウの各フィールドの定義を示します。
表 4-8

[Server Application Responses] メトリック

フィールド

説明

Client Site

クライアント サイトの名前

Server Site

サーバ サイトの名前

Data Source

データ ソースの名前

VLAN

VLAN

Server

サーバの名前または IP アドレス

Application

現在実行中のアプリケーション

Number of Clients

クライアントの合計数

Number of Responses

要求の総数

Average Client Network
Time (ms)

クライアント ネットワーク時間とは、クライアントと NAM スイッチや
ルータとの間のネットワーク時間です。

Maximum Client
Network Time (ms)

WAAS モニタリングでは、WAE クライアント データ ソースからのクラ
イアント ネットワーク時間は、クライアントとそのエッジ WAE との間
のネットワーク RTT を表し、WAE サーバ データ ソースからのクライア
ント ネットワーク時間は、（エッジ WAE とコア WAE との間の）WAN
RTT を表します。
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表 4-8

[Server Application Responses] メトリック （続き）

フィールド

説明

Average Server
Response Time (ms)

サーバの応答時間は、アプリケーション サーバ（たとえば、Web サーバ
など）が要求の応答に要する時間です。これは、サーバの思考時間に相
当し、サーバに到達したクライアント要求と、サーバによって返された
最初の応答パケットとの間の時間です。

Maximum Server
Response Time (ms)

通常、サーバ応答時間の増加は、CPU、メモリ、ディスク、または I/O
などのアプリケーションまたはサーバ リソースに問題があることを示し
ます。
Average Total
Response Time (ms)
Maximum Total
Response Time (ms)

合計応答時間とは、クライアント要求が行われてから、クライアントが
サーバから最初に応答パケットを受信するまでの合計時間です。

Server Application Transactions
[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] > [Server Application Transactions] の順にクリックす
ると、[Server Application Transaction] ウィンドウが表示されます。

[Server Application Transactions] ウィンドウでは、サーバ アプリケーション トランザクション応答時
間（ART）ごとの要約が示され、サーバ IP アドレス、使用されるアプリケーション、および、次の時
間についての、最小応答時間、平均応答時間、最大応答時間が表示されます。

• アプリケーション応答時間
• データ転送時間
• 再送信時間
• ラウンドトリップ時間

（注）

NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、ネットワークの遅延が計算されます。ポーリン
グ間隔の間に新たな TCP 接続がない場合、NAM GUI では、その間隔で遅延データがないことを示す
遅延値に、ダッシュ記号（-）が表示されます。
表 4-9 に、[Server Application Transactions] ウィンドウの各フィールドの定義を示します。
表 4-9

[Server Application Transactions] メトリック

フィールド

説明

Client Site

クライアント サイトの名前

Server Site

サーバ サイトの名前

Data Source

データ ソースの名前

VLAN

VLAN

Server

サーバの名前または IP アドレス

Application

現在実行中のアプリケーション

Number of Clients

クライアントの合計数

Number of Transactions

トランザクションの合計数
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表 4-9

[Server Application Transactions] メトリック （続き）

フィールド

説明

Average Transaction
Time (ms)

クライアント要求の開始から、サーバ応答の完了までに、経過した平均
時間（ms）。トランザクション時間は、アプリケーション タイプによっ
て、非常にさまざまな場合があります。この状況では、相対しきい値が
効果的です。
トランザクション時間は、アプリケーション パフォーマンスの異常を検
出するときの、主要なインジケータです。

Average Server
Response Time (ms)

NAM によって参照される、サーバからクライアントに初期応答を送信
する所要時間の長さ。

Average Data Transfer
Time (ms)

最初のサーバ応答パケットから最後のサーバ応答パケットまでの平均経
過時間（再送信時間を除く）。データ転送時間は、常に、サーバからクラ
イアントの方向で測定され、アプリケーションの特殊なタイプのトラン
ザクションの問題の検出に使用できます。

Average Retransmission
Time (ms)

トランザクションあたりの損失パケットの再送信の平均時間。

Client ACK Round Trip
Time (ms)

クライアントによってサーバ TCP パケットが認識（ACK）されるラウ
ンド トリップ時間の平均。

Server Network Responses
[Server Network Responses] ウィンドウには、サーバとスイッチとの間の、ネットワークの接続と応答
について表示されます。[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] > [Server Network
Responses] からアクセスできます。
（注）

NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、ネットワークの遅延が計算されます。ポーリン
グ間隔の間に新たな TCP 接続がない場合、NAM GUI では、その間隔で遅延データがないことを示す
遅延値に、ダッシュ記号（-）が表示されます。
表 4-10 に、[Server Network Response Times] ウィンドウの各フィールドの定義を示します。
表 4-10

[Server Network Responses] ウィンドウ

フィールド

説明

Client Site

クライアント サイトの名前

Server Site

サーバ サイトの名前

Data Source

データ ソースの名前

VLAN

VLAN

Server

サーバの名前または IP アドレス

Application

サーバによって使用されているアプリケーション

Number of Clients

モニタリング間隔の間のクライアントの合計数

Number of
Connections

モニタリング間隔の間の接続の合計数

Average Server
Network Time (ms)

サーバ ネットワーク時間（サーバと NAM プローブ ポイントとの間のネッ
トワーク時間）の平均値
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表 4-10

[Server Network Responses] ウィンドウ （続き）

フィールド

説明

Maximum Server
Network Time (ms)

サーバ ネットワーク時間（サーバと NAM プローブ ポイントとの間のネッ
トワーク時間）の最大値

Average Network Time

クライアントとサーバ間のネットワーク時間の平均値 ネットワーク時間
は、クライアント ネットワーク時間とサーバ ネットワーク時間の合計で
す。NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、ネットワーク
時間が測定されます。モニタリング間隔の間に新たに接続された TCP 接続
がない場合、このメトリックはレポートされません。

Maximum Network
Time

クライアントとサーバ間のネットワーク時間の最大値

Server Bytes

モニタリング間隔の間にサーバから送信される TCP ペイロード バイトの
数。

Client Bytes

モニタリング間隔の間にクライアントから送信される TCP ペイロード バ
イトの数。

Client-Server Application Responses
[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] > [Client-Server Application Responses] の順にクリッ
クすると、[Client-Server Application Responses] ウィンドウが表示されます。
[Client-Server Application Responses] ウィンドウが表示されます。表 4-11 に、[Client-Server
Application Responses] ウィンドウの各フィールドの定義を示します。
（注）

NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、ネットワークの遅延が計算されます。ポーリン
グ間隔の間に新たな TCP 接続がない場合、NAM GUI では、その間隔で遅延データがないことを示す
遅延値に、ダッシュ記号（-）が表示されます。
表 4-11

[Client-Server Application Responses] ウィンドウ

フィールド

説明

Client Site

クライアント サイトの名前

Server Site

サーバ サイトの名前

Data Source

データ ソースの名前

VLAN

VLAN

Server

サーバの名前または IP アドレス

Client

クライアントのホスト アドレス

Application

サーバによって使用されているアプリケーション

Number of Responses

モニタリング間隔の間に測定される応答の合計数。

Minimum Client
Network Time (ms)

クライアントと NAM スイッチやルータとの間の最短ネットワーク時間

Average Client Network
Time (ms)

クライアントと NAM スイッチやルータとの間の平均ネットワーク時間

Maximum Client
Network Time (ms)

クライアントと NAM スイッチやルータとの間の最長ネットワーク時間
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表 4-11

[Client-Server Application Responses] ウィンドウ （続き）

フィールド

説明

Minimum Server
Network Time (ms)

サーバと NAM プローブ ポイントとの間の最短ネットワーク時間

Average Server
Network Time (ms)

サーバと NAM プローブ ポイントとの間の平均ネットワーク時間

Maximum Server
Network Time (ms)

サーバと NAM プローブ ポイントとの間の最長ネットワーク時間

Minimum Transaction
Time (ms)

クライアント要求が行われてからサーバから最後の応答パケットを受け取
るまでの合計時間

Average Transaction
Time (ms)

クライアント要求の開始から、サーバ応答の完了までに、経過した平均時
間（ms）。トランザクション時間は、アプリケーション タイプによって、
非常にさまざまな場合があります。この状況では、相対しきい値が効果的
です。
トランザクション時間は、アプリケーション パフォーマンスの異常を検出
するときの、主要なインジケータです。

Maximum Transaction
Time (ms)

クライアント要求が行われてからサーバから最後の応答パケットを受け取
るまでの合計時間

Client-Server Application Transactions
[Client-Server Application Transactions] ウィンドウでは、サーバ アプリケーション トランザクション
応答時間（ART）ごとの要約が示され、サーバ IP アドレス、使用されるアプリケーション、および、
次の時間についての、最小応答時間、平均応答時間、最大応答時間が表示されます。

• アプリケーション応答時間
• データ転送時間
• 再送信時間
• ラウンドトリップ時間

（注）

NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、ネットワークの遅延が計算されます。ポーリン
グ間隔の間に新たな TCP 接続がない場合、NAM GUI では、その間隔で遅延データがないことを示す
遅延値に、ダッシュ記号（-）が表示されます。
[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] > [Client-Server Application Transactions] の順にク
リックすると、[Client-Server Application Transaction] ウィンドウが表示されます。ユーザは、[TopN
Chart] を参照し、最もアクティブなネットワークを参照することもできます。
表 4-12 に、[Client-Server Application Transactions] ウィンドウの各フィールドの定義を示します。
表 4-12

[Client-Server Application Transactions] ウィンドウ

フィールド

説明

Client Site

クライアント サイトの名前

Server Site

サーバ サイトの名前

Data Source

データ ソースの名前

VLAN

VLAN
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応答時間の測定

表 4-12

[Client-Server Application Transactions] ウィンドウ （続き）

フィールド

説明

Server

サーバの名前または IP アドレス

Client

クライアントのホスト アドレス

Application

サーバによって使用されているアプリケーション

Number of
Transactions

モニタリング間隔の間に測定されるトランザクションの合計数。

Average Transaction
Time (ms)

クライアント要求の開始から、サーバ応答の完了までに、経過した平均時
間（ms）。トランザクション時間は、アプリケーション タイプによって、
非常にさまざまな場合があります。この状況では、相対しきい値が効果的
です。
トランザクション時間は、アプリケーション パフォーマンスの異常を検出
するときの、主要なインジケータです。

Average Server
Response Time (ms)
Average Data
Transmission Time
(ms)

NAM によって参照される、サーバからクライアントに初期応答を送信す
る所要時間の長さ。
最初のサーバ応答パケットから最後のサーバ応答パケットまでの経過時間
（再送信時間を除く）。

Average
Retransmission Time
(ms)

トランザクションあたりの損失パケットの再送信の平均時間。

Client ACK Round Trip
Time (ms)

NAM プローブ ポイントで観測された、クライアントによってサーバ デー
タ パケットが認識（ACK）される平均ネットワーク時間。

Client-Server Network Responses
[Client-Server Network Responses] ウィンドウには、サーバとクライアントとの間の、ネットワークの
接続性（ネットワーク フライト時間とも呼ばれる）に関する情報が示されます。
[Analyze] > [Response Time] > [Detailed Views] > [Client-Server Network Responses] の順に選択する
と、[Client-Server Network Responses] ウィンドウが表示されます。

NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイクを使用して、ネットワークの遅延が計算されます。ポーリン
グ間隔の間に新たな TCP 接続がない場合、NAM GUI では、その間隔で遅延データがないことを示す
遅延値に、ダッシュ記号（-）が表示されます。
表 4-13 に、[Server-Client Network Response Time] ウィンドウのフィールドについて説明します。
表 4-13

[Client-Server Network Responses] ウィンドウ

フィールド

説明

Client Site

クライアント サイトの名前

Server Site

サーバ サイトの名前

Data Source

データ ソースの名前

VLAN

VLAN

Server

サーバの名前または IP アドレス

Client

クライアントのホスト アドレス

Application

サーバによって使用されているアプリケーション
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表 4-13

[Client-Server Network Responses] ウィンドウ （続き）

フィールド

説明

Number of Connections

接続数

Minimum Client Network
Time (ms)

クライアントと NAM スイッチやルータとの間の最短ネットワーク
時間

Average Client Network
Time (ms)

クライアントと NAM スイッチやルータとの間の平均ネットワーク
時間

Maximum Client Network
Time (ms)

クライアントと NAM スイッチやルータとの間の最長ネットワーク
時間

Minimum Server Network
Time (ms)

サーバと NAM プローブ ポイントとの間の最短ネットワーク時間

Average Server Network
Time (ms)

サーバと NAM プローブ ポイントとの間の平均ネットワーク時間

Maximum Server Network
Time (ms)

サーバと NAM プローブ ポイントとの間の最長ネットワーク時間

Minimum Network Time (ms) クライアントとサーバ間のネットワーク時間の最小値

ネットワーク時間は、クライアント ネットワーク時間とサーバ ネッ
トワーク時間の合計です。NAM では、TCP 3 ウェイ ハンドシェイ
クを使用して、ネットワーク時間が測定されます。モニタリング間
隔の間に新たに接続された TCP 接続がない場合、このメトリックは
レポートされません。
Average Network Time (ms)

クライアントとサーバ間のネットワーク時間の平均値

Maximum Network Time
(ms)

クライアントとサーバ間のネットワーク時間の最大値

デバイス インターフェイス、状態、およびアプリケーション
データの分析
インターフェイスの情報、システム状態の情報、および Network Based Application Recognition
（NBAR）データを表示できます。[Analyze] > [Managed Device] ウィンドウを使用します。管理対象
デバイスの分析のメニュー選択は次のとおりです。

• 「インターフェイス」（P.4-29）
• 「状態」（P.4-30）
• 「NBAR」（P.4-36）

インターフェイス
• 「Interfaces Stats Table」（P.4-29）
• 「Interface Statistics Over Time」（P.4-30）

Interfaces Stats Table
インターフェイスのパケット配布状況の詳細を参照するには、[Analyze] > [Managed Device] >
[Interface] の順に選択します。[Interfaces Stats] テーブルが表示され、全インターフェイスにおける合
計パケット配布状況が表示されます。選択したインターフェイスに応じて、テーブルの下のチャートは
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その情報によってリフレッシュされます。左側にある [Interactive Report] および [Filter] ボタンを使用
して、表示される時間範囲を変更します。[Discards] および [Errors] は 1 秒あたりのパケット数で測定
されます。

[Interfaces Stats] テーブルに含まれるフィールドについては、表 4-14 で説明します。
表 4-14

Interfaces Stats Table

フィールド

説明

Interface

インターフェイス番号

In % Utilization

ポートの使用率パーセンテージ

Out % Utilization

ポートの使用率パーセンテージ

In Packets/s

収集された着信パケット数 / 秒

Out Packets/s

送信された発信パケット数 / 秒

In Bits/s

収集されたビット数 / 秒

Out Bits/s

送信されたビット数 / 秒

In Non-Unicast/s

収集された非ユニキャストの数 / 秒

Out Non-Unicast/s

送信された非ユニキャストの数 / 秒

In Discards/s

収集された廃棄数 / 秒

Out Discards/s

送信された廃棄数 / 秒

In Errors/s

収集されたエラー数 / 秒

Out Errors/s

送信されたエラー数 / 秒

Interface Statistics Over Time
[Interface Statistics] テーブル内でインターフェイスを選択すると、そのインターフェイスの統計が
[Interface Statistics] テーブルの下のグラフで更新されます。
グラフに表示したい情報に関するチェックボックスをオンにすることができます。

• Bits：In Bits、Out Bits
• Packets：In Packets (inUcastPkts + inNUcastPkts ) 、Out Packets (outUcastPkts + outNUcastPkts)
• Discards：In Discards、Out Discards
• Errors：In Errors、Out Errors

（注）

[Administration] > [System] > [Preferences] から、NAM データをビットまたはバイトのいずれ
で表示するかを選択できます

状態
NAM を使用すると、システムの状態データを参照できます。スイッチまたはルータについて収集され
たシステム状態データを参照するには、メニューから [Analyze] > [Managed Device] > [Health] を選択
します。
• 「スイッチの状態」（P.4-31）
• 「Router Health」（P.4-35）
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（注）

この項は、NAM-NX1 を除くすべての NAM プラットフォームに適用されます。

スイッチの状態
スイッチの場合、次のオプションを提供するドロップダウン メニューを含む [Health] ウィンドウが表
示されます。

• 「Chassis Health」（P.4-31）
• 「Chassis Information」（P.4-32）
• 「Crossbar Switching Fabric」（P.4-33）
• 「Ternary CAM 情報」（P.4-34）

Chassis Health
[Chassis Health] ウィンドウには、CPU 使用率とバックプレーン使用率という 2 つのリアルタイム グ
ラフが表示されます。

CPU 使用率
CPU タイプ
• 最後の 1 分間の使用率（%）
• 最後の 5 分間の使用率（%）
バックプレーンの使用率
• ピーク %

• ピーク時間（たとえば、2007 年 10 月 1 日、月曜日、15:26:55）

[Health] ウィンドウにも、次の情報のマトリクスが表示されます。
• マイナー アラーム（[on]、[off]）
• メジャー アラーム（[on]、[off]）
• 温度アラーム（[on]、[off]）
• ファンのステータス（[other]、[ok]、[minorFault]、[majorFault]、[unknown]）
表 4-15

Chassis Memory Information

カラム

説明

Memory Type

DRAM、FLASH、NVRAM、MBUF、CLUSTER、MALLOC などのメモリのタイ
プ

Used

特定のメモリ タイプで使用されている MB の容量

Free

特定のメモリ タイプで未使用の MB の容量

Largest Free

特定のメモリ タイプで連続している最大の未使用 MB の数
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Chassis Information
[Chassis Information] ウィンドウが表示されます。
表 4-16

Chassis Information

フィールド

説明

Name

この管理対象ノードに割り当てられている管理者の名前。これは、
ノードの完全修飾ドメイン名です。

Hardware

物理エンティティの製造元の名前が含まれ、物理エンティティの各
バージョンまたはモデルを区別する値が設定される、テキスト説明。

Backplane

シャーシのバックプレーン タイプ。

Supervisor Software
Version

システムのソフトウェア オペレーティング システムおよびネット
ワーキング ソフトウェアの、非省略名およびバージョン識別情報。

UpTime

システムのネットワーク管理部分が最後に再初期化された以降の時
間（百秒単位）。

Location

このノードの物理的な場所。

Contact

この管理対象ノードの連絡先担当者のテキスト識別情報、および、
この担当者への連絡方法に関する情報。

Modem

RS-232 ポート モデム制御回線がイネーブルかどうかを示します。

Baud rate

RS-232 ポートのボー レート（ビット / 秒）。

Power Supply

搭載されている電源モジュールの説明。

Power Supply Type

次の電源モジュール。

• unknown
• ac
• dc
• externalPowerSupply
• internalRedundant
Power Supply Status

搭載されている電源モジュールの現在の状態。

1: normal
2: warning
3: critical
4: shutdown
5: notPresent
6: notFunctioning
Power Redundancy
Mode

次の電源冗長性モード。
電源装置の冗長モードです。

1: not supported
2: redundant
3: combined
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表 4-16

Chassis Information （続き）

フィールド

説明

Power Total

FRU に使用できる合計電流。
冗長性モードが [redundant] の場合、使用可能な合計電流は、2 つの
電源モジュールの電源容量よりも少ない電源容量です。
冗長性モードが [combined] の場合、使用可能な合計電流は、すべて
の動作中の電源モジュールの電源容量の合計です。

Power Drawn

電源が投入されている FRU に使用される合計電流。

Crossbar Switching Fabric
このオプションでは、クロスバー スイッチング ファブリックが示されます。表 4-17 を参照してくださ
い。
表 4-17

クロスバー スイッチング ファブリック情報

フィールド

説明

Crossbar
Switching Fabric

モジュールに関する物理情報と設定情報は、次のとおりです。

[Active slot]：アクティブなスイッチング ファブリック モジュールのスロット
番号を示します。ゼロの値は、アクティブなスイッチング ファブリック モ
ジュールについて、電源が導入されていないか、または、シャーシに存在しな
いことを示します。
[Backup slot]：バックアップ スイッチング ファブリック モジュールのスロット
番号を示します。ゼロの値は、バックアップ スイッチング ファブリック モ
ジュールについて、電源が導入されていないか、または、シャーシに存在しな
いことを示します。
[Bus Only Mode Allowed]：各モジュールの値を決定します。[True] に設定され
ている場合、各モジュールは、バスのみのモードで実行できます。[False] に設
定されている場合、どのモジュールも、バスのみのモードで実行できません
（すべての非ファブリック対応モジュールの電源は、オフにされます）。ファブ
リック モジュールがない場合、すべてのファブリック対応モジュールの電源が
オフにされます。
[Truncated Mode Allowed]：管理について、デバイス上で短縮モードがイネー
ブルかどうかを示します。

Module Switching
Mode

モジュールの次のスイッチング モードを示します。

[busmode]：モジュールではファブリックは使用されません。 ルックアップと
データ転送の両方で、バックプレーンが使用されます。

[crossbarmode]：モジュールでは、転送の決定にバックプレーンが使用され、
データ転送にファブリックが使用されます。
[dcefmode]：モジュールでは、データ転送にファブリックが使用され、ローカ
ル転送がイネーブルにされます。
Module-Channel

モジュール スロット番号。

Module-Status

モジュールでのファブリック チャネルのステータス。

Fabric Status

スロットでのファブリック チャネルのステータス。

Speed (MB)

モジュールの速度（MB/ 秒）。
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表 4-17

クロスバー スイッチング ファブリック情報 （続き）

フィールド

説明

Module-Channel

モジュールのチャネル。

In Errors

このエントリが最後に初期化されて以降受信したエラー パケットの合計数。

Our Errors

このエントリが最後に初期化されて以降送信されたエラー パケットの合計数。

Dropped

このエントリが最後に初期化されて以降送信された廃棄パケットの合計数。

In Utilization (%)

モジュールのチャネルの入力使用率。

Out Utilization (%)

モジュールのチャネルの出力使用率。

Ternary CAM 情報
Ternary Content Addressable Memory（TCAM）の使用状況の情報を示します。表 4-18 に、TCAM 情
報のリストと説明を示します。
表 4-18

Ternary CAM 情報

フィールド

説明

Security Acl Mask

ACL マスクを保存するために、TCAM 領域が占有されていることを
示します。

Security Acl Value

ACL の値を保存するために、TCAM 領域が占有されていることを示
します。

Dynamic Security Acl Mask

ACL マスクを動的に保存するために、TCAM 領域が占有されている
ことを示します。

Dynamic Security Acl Value

ACL の値を動的に保存するために、TCAM 領域が占有されているこ
とを示します。

Qos Acl Mask

QoS マスクを保存するために、TCAM 領域が占有されていることを
示します。

Qos Acl Value

QoS の値を保存するために、TCAM 領域が占有されていることを示
します。

Dynamic Qos Acl Mask

QoS マスクを動的に保存するために、TCAM 領域が占有されている
ことを示します。

Dynamic Qos Acl Value

ACL の値を動的に保存するために、TCAM 領域が占有されているこ
とを示します。

Layer 4 Port Operator

レイヤ 4 ポートのオペレータのために、TCAM 領域が占有されている
ことを示します。

Interface Mapping Module

インターフェイス マッピングのために、TCAM 領域が占有されてい
ることを示します。
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Router Health
ご使用のデバイスがルータの場合、[Router Health] ウィンドウに、次のオプションを含むドロップダ
ウン ボックスが表示されます。

• 「Router Health」（P.4-35）
• 「Router Information」（P.4-36）

Router Health
[Router Health] ウィンドウには、ルータの状態に関するリアルタイムのグラフと情報が表示されます。
表 4-19 に、[Router Health] ウィンドウの内容を示します。
表 4-19

Router Health Information

フィールド

説明

CPU Usage (graph)

過去 5 分間の合計 CPU 使用率

CPU Type

モニタされている CPU の種類の説明

Last 1 minute

過去 1 分間の合計 CPU 使用率

Last 5 minutes

過去 5 分間の合計 CPU 使用率

Temperature Description 測定されるテスト ポイントの説明
Temperature Status

計測されているテスト ポイントの現在の状態。状態は、次のいずれか
になります。

• Normal
• Warning
• Critical
• Shutdown
• Not Present
• Not Functioning
• Unknown
Failures

測定されている電源モジュールで障害のあるコンポーネント

• None：障害なし
• inputVoltage：電源モジュールのいずれかで入力電力が失われまし
た

• dcOutputVoltage：電源モジュールのいずれかで DC 出力電圧が失
われました

• Thermal：電源モジュールの熱障害
• Multiple：複数の障害
• Fan：ファンの障害
• Overvoltage：過電圧
Memory Type

プロセッサと I/O を含むメモリの種類

Used

特定のメモリ タイプで使用されている MB の容量

Free

特定のメモリ タイプで未使用の MB の容量

Largest Free

特定のメモリ タイプで連続している最大の未使用 MB の数
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Router Information
[Router Information] ウィンドウには、ルータの情報が表示されます。表 4-20 では、[Router
Information] ウィンドウのフィールドについて説明します。
表 4-20

Router Information

フィールド

説明

Name

この管理対象ノードに割り当てられている管理者の名前。これは、ノー
ドの完全修飾ドメイン名です。

Hardware

物理エンティティの製造元の名前が含まれ、物理エンティティの各バー
ジョンまたはモデルを区別する値が設定される、テキスト説明。

Supervisor Software
Version

システムのソフトウェア オペレーティング システムおよびネットワー
キング ソフトウェアの、非省略名およびバージョン識別情報。

Up Time

システムのネットワーク管理部分が最後に再初期化された以降の時間
（百秒単位）。

Location

このノードの物理的な場所。

Contact

この管理対象ノードの連絡先担当者のテキスト識別情報、および、この
担当者への連絡方法に関する情報。

Modem

RS-232 ポート モデム制御回線がイネーブルかどうかを示します。

Baud

RS-232 ポートのボー レート（ビット / 秒）。

Power Supply

搭載されている電源モジュールの説明。

Power Supply Type

次の電源モジュール。

• unknown
• ac
• dc
• externalPowerSupply
• internalRedundant
Power Supply
Status

搭載されている電源モジュールの現在の状態。

1: normal
2: warning
3: critical
4: shutdown
5: notPresent
6: notFunctioning

NBAR
NAM を使用すると、Network Based Application Recognition（NBAR）プロトコル検出データを参照
できます。スイッチまたはルータで収集される NBAR データを参照するには、[Analyze] > [Managed
Device] > [NBAR Protocol Discovery] を選択します。
NBAR がスイッチまたはルータで有効になっていない場合、NBAR をサポートする IOS バージョンを
使用しないと NBAR 情報を表示できないというメッセージが表示されます。正しい IOS バージョンを
取得したら、[Setup] > [Managed Devices] > [NBAR Protocol Discovery] から機能を有効にできます。
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（注）

この項は、NAM-NX1 を除くすべての NAM プラットフォームに適用されます。

メディアの分析
[Analyzing Media] に関するメニュー選択は次のとおりです。
• 「RTP Streams」（P.4-37）
• 「Voice Call Statistics」（P.4-39）
• 「Calls Table」（P.4-39）
• 「RTP Conversation」（P.4-42）
• 「サイト MOS」（P.4-42）

RTP Streams
• 「RTP ストリーム データの理解」（P.4-37）
• 「RTP ストリームのモニタリング」（P.4-38）

RTP ストリーム データの理解
RTP ストリーム情報、ストリームのサマリー統計、および間隔ごとの統計情報を表示するには、RTP
ストリームを使用します。
このウィンドウには、3 つの情報が表示されます。

RTP Stream Information
• Source IP Address and Port：RTP ストリームの発信者の IP アドレスおよび UDP ポート。
• Destination IP Address and Port：RTP ストリームの受信者の IP アドレスおよび UDP ポート。
• SSRC：RTP ストリームの RTP ヘッダーに表示される同期ソースの数。
• codec: RTP ストリームの符号化と復号化の形式

RTP Stream Stats Summary
これは、RTP ストリームの全期間の RTP ストリームの概要を示します。
• Duration：RTP ストリームの期間。これは、ストリームの全期間ではない可能性があります。全期
間かどうかは、RTP ストリームの詳細ウィンドウを起動したウィンドウの表示時間間隔に依存し
ます。

• Worst / Duration Weighted / Max MOS：ストリームの間隔ごとのレポート間で最も低いスコア、期
間を考慮に入れたの間隔ごとの全レポートのスコア、および間隔ごとのレポート間で最も高いスコ
ア。

（注）

期間による重み付けは、次の式で計算されます。

SUM (per-minute-mos * duration) / SUM (duration)
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• Worst / Duration Weighted / Min Jitter：ストリームの間隔ごとのレポート間で最大のジッター、間
隔ごとのすべてのレポートのジッターで期間を考慮に入れたもの、および間隔ごとのレポート間で
最小のジッターの値。

（注）

期間による重み付けは、次の式で使用されます。

SUM(per-interval-jitter * duration) / SUM(duration)
• Worst / Overall / Min Actual Packet Loss：NAM が確認しない RTP パケットの損失率、および受
信エンドポイントのバッファ能力を超えて到着した RTP パケット。これには、間隔ごとのレポー
ト間で最高のパーセント値、間隔ごとの全レポートの総パケットに対するパケット損失の合計、お
よび間隔ごとのレポート間で最低のパーセント値が含まれます。

• Worst / Overall / Min Actual Packet Loss：上記と同様ですが、損失のパーセントには、NAM が確
認しなかった RTP パケットのみが含まれます。
• Worst / Total / Min Concealment Seconds：ストリームの期間中に NAM がパケット損失を検出し
た秒数。これには、間隔ごとのレポートの中で最も短い隠蔽秒数、ストリームの全期間の総隠蔽秒
数、分ごとのストリーム レポートの中で最も長い隠蔽秒数が含まれます。

• Severe Concealment Seconds：上記と同様で、秒に 5% を超える損失が発生している場合に厳しい
条件を満たします。

RTP Stream Stats Details
このテーブルには、各間隔で NAM によって計算された間隔ごとの統計情報が表示されます。このテー
ブルには、次のカラムがあります。

• Report Time：統計が計算された時間。これは間隔の終了時刻です。
• Report Duration：レポート間隔の間のストリーム期間。
• Worst MOS：3 秒 MOS スコア内でのストリームの最小スコア。NAM は、3 秒ごとにストリーム
の MOS 値を内部的に評価します。これは、その中で最低のスコアです。
• Average MOS：間隔に含まれるストリームの期間中の 3 秒スコア値の平均スコア。この値は、
NAM の中で Duration Weighted MOS 値を取得するのに使用されます。
• Jitter：予想時間と比較した場合のパケットの到着時間の変動
• Actual Packet Loss percentile；NAM が確認しなかったパケットのパーセント値。
• Adjusted Packet Loss percentile：到着が遅すぎたためにエンドポイントでペイバックする前にバッ
ファに入ることができなかったパケットを損失した、実際のパケットを含むパケットのパーセント
値。

• Concealment Seconds：NAM がパケット損失を確認した秒数。
• Severe Concealment Seconds：NAM が 5% を超えるパケット損失を確認した秒数。
• Packets：間隔の中で NAM が確認した総パケット数。

RTP ストリームのモニタリング
RTP ストリームをモニタするには、[Analyze] > [Media] > [RTP Streams] の順に選択します。このペー
ジには次の方法でもアクセスできます。

• [RTP Conversation] テーブルから特定のストリームをクリックする
• [Call Detail] ウィンドウから、コールに関係があるストリームをクリックする
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このウィンドウでは、サイト、データ ソース、または VLAN のいずれかが必要です。
このウィンドウで使用できる 5 つのチャートは次のとおりです。

• RTP Streams：選択した間隔の中で、優良、良、十分、不良の品質範囲に含まれるストリームの
数。

• Top N Source End Points：選択した間隔の中で、最も低い期間による重み付け MOS を生成した
エンドポイント。

• Top N Destination Endpoints：選択した間隔の中で、最も低い期間による重み付け MOS を経験
したエンドポイント。

• Top N RTP streams：選択した間隔の中で、最も低い期間による重み付け MOS を含むエンドポイ
ント。

• Top N RTP streams by Adjusted Packet Loss：選択した間隔の中で、全体的な調整後パケット損
失率が最も高かった RTP ストリーム。

Voice Call Statistics
音声の品質をモニタするには、[Analyze] > [Media] > [Voice Call Statistics] を選択します。チャートに
は、音声の品質の概要が表示されます。
使用できるチャートは次のとおりです。

• Voice Call Statistics：選択した間隔の中で、それぞれの間隔におけるシグナリング プロトコル
（SCCP、SIP、MGCP、および H.323）ごとのコール数。
• Top N End Points by Jitter (ms)：選択した間隔の中で、ジッターを報告したエンドポイントで平
均値が最大のエンドポイント。

• Top N End Points by Packet Loss (%)：選択した間隔の中で、パケット損失を報告したエンドポ
イントで平均値が最大のエンドポイント。

• Top N Calls by Jitter (ms)：選択した間隔の中で、エンドポイントが報告したジッターが最も長
かったコール。

• Top N Calls by Packet Loss (%)：選択した間隔の中で、エンドポイントが報告したパケット損失
率が最も多かったコール。

Calls Table
[Calls Table] には、音声シグナリング プロトコルのペイロードを検査することで NAM が検出した
コールが表示されます。このテーブルがデータを持つには、NAM が次の内容を確認できる必要があり
ます。

• SCCP プロトコル：コールの Call Information メッセージ。
• SIP プロトコル：コールの SIP INVITE メッセージ。SIP プロトコルは、コール レッグにより検出
されることに注意してください。

• H.323 プロトコル：コールの Call SETUP。
• MGCP プロトコル：コールの Create connection メッセージ。MGCP は、コール レッグにより検
出されることに注意してください。
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（注）

SIP および MGCP は、コール レッグにより検出されることに注意してください。各コールは、
2 つ以上のパーティで構成されます。各パーティは、Cisco Unified Communications Manager
または MGCP ゲートウェイなどのエンティティを制御するために、コール パーティからの独
自のコール レッグを持っています。NAM が検出しなかった情報は、すべて「-」または空白で
表示されます。

アクティブ コールを表示するには、[Analyze] > [Media] > [Detailed Views] > [Call Table] の順に選択
します。[Selected Call Table] の [Calls Table] および [RTP Streams] が表示されます。これらのテーブ
ルには、現在アクティブなすべてのコールのリストが表示されます。

（注）

[Calls] テーブルの一部の値は、コールの終了時まで使用できず、Cisco Unified Communications
Manager が IP 電話にコールのステータスと品質情報を送信するように設定する必要があります。

（注）

表 4-21、「Calls Table」に含まれるすべての計算済みメトリックは、1 分間隔に基づいています。
表 4-21 には、「Calls Table」のフィールドの説明が記載されています。
表 4-21

Calls Table

フィールド

説明

Calling Number

シグナリング プロトコルで表示される発信者番号。

Called Number

シグナリング プロトコルで表示される着信者番号。

Calling Host Address

NAM がコール シグナリング プロトコルを検査して検出した発信者の
RTP 受信アドレス。

Calling Port

NAM がコール シグナリング プロトコルを検査して検出した発信者の
RTP 受信ポート。

Calling Alias

NAM がコール シグナリング プロトコルを検査して検出した発信者の名
前。

Called Host Address

コールを受信する電話の IP アドレス。

Called Port

コールを受信する電話のポート。

Called Alias

着信者の電話のエイリアス名、MGCP エンドポイント ID、または SIP

URI。
Calling Reported Jitter
(ms)

コールの終了時に発信者が報告したジッター値。

Calling Reported Packet
Loss (%)

コールの終了時に発信者が報告したパケット損失率。

Start Time

コールが開始したことが検出された時刻。

End Time

コールが終了したことが検出された時刻。
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表 4-21

Calls Table （続き）

フィールド

説明

Duration

コールの継続時間。

（注）

コール シグナリングのコール ティアダウン シーケンスが NAM
によって検出されない場合、NAM は次の内容を想定します。
- 間隔あたりのコール量が少なかったため、3 時間経過後にコー
ルが終了した
- 間隔あたりのコール量が多かったため、1 時間経過後にコール
が終了した（コールの量が多いと、間隔中のコール テーブルが
満杯になると定義されている）

Called Reported Jitter
(ms)

コールの終了時に着信者が報告したジッター値。

Called Reported Pkt Loss
(%)

コールの終了時に着信者が報告したパケット損失率。

テーブルの中でコールの行をクリックすると、[RTP Streams for the Selected Call] がページの下部に表
示され、その中にクリックしたコールに関連するすべてのストリームが表示されます。これには、次の
RTP ストリームが表示されます。

• コールの発信ホスト アドレスと発信ポート、または着信ホスト アドレスと着信ポートに一致する
送信元アドレスとポートを持っている。

• コールの発信ホスト アドレスと発信ポート、または着信ホスト アドレスと着信ポートに一致する
宛先アドレスとポートを持っている。

（注）

RTP ストリームの統計情報には、2 分の遅延があります。その結果、コールの RTP ストリーム情報が
ない場合があります。

[RTP Streams of the Selected Call] テーブルには、NAM が計算した全体的な RTP ストリームの統計情
報が表示されます。この情報を使用して、コールの品質に関するコール エンドポイントと NAM の
ビューを比較できます。[RTP Stream] のカラムを表 4-22 で説明します。
表 4-22

[RTP Streams for the Selected Call] テーブル

フィールド

目的

Source Address

RTP ストリームの発信者の IP アドレス

Source Port

RTP ストリームの発信者の UDP ポート

Destination Address

RTP ストリームの着信者の IP アドレス

Destination Port

RTP ストリームの着信者の UDP ポート

Codec

RTP ストリームの符号化と復号化の形式 / アルゴリズム

SSRC

RTP ヘッダーに表示される同期ソースの数。

Duration Weighted MOS

ストリームの期間を考慮して NAM によって計算されたスコア

Duration Weighted Jitter

間隔ごとのレポート間の RTP ストリームの期間の考慮したジッター

Overall Adjusted Packet
Loss

間隔ごとの全 RTP レポートの総パケットに対する、調整後のパケット
損失のパーセント値
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RTP ストリームをクリックして [RTP Stream Details] ボタンをクリックすると、RTP ストリームごと
の詳細情報を参照できます。表示されたストリームの詳細情報が、ポップアップ ウィンドウに表示さ
れます。

RTP Conversation
RTP カンバセーションの詳細情報を得るには、[Analyze] > [Media] > [Detailed Views] > [RTP
Conversations] の順に選択します。このテーブルには、選択した間隔の中で、NAM によって分析され
た RTP ストリームの概要が表示されます。ストリームごとにドリルダウンしてストリームの統計情報
を取得できます。これは、間隔ごとに NAM によって分析されたものです。詳細情報を得るには、次の
操作を行います。

• 詳細情報を表示する RTP ストリームをクリックします。
• [RTP Stream Details] コンテキスト メニューをクリックします。ポップアップ ウィンドウにスト
リームの詳細情報が表示されます。

[RTP Conversation] テーブルのカラムについては、表 4-23、「[RTP Conversations] テーブル」で説明
します。
表 4-23

[RTP Conversations] テーブル

フィールド

目的

Start Time

RTP ストリームが NAM によって検出された時刻

Source Address

RTP ストリームの発信者の IP アドレス

Source Port

RTP ストリームの発信者の UDP ポート

Destination Address

RTP ストリームの着信者の IP アドレス

Destination Port

RTP ストリームの着信者の UDP ポート

Codec

RTP ストリームの符号化と復号化の形式 / アルゴリズム

SSRC

RTP ヘッダーに表示される同期ソースの数。

Duration Weighted MOS

ストリームの期間を考慮して NAM によって計算されたスコア

サイト MOS
ネットワークの音声トラフィックで受信している知覚品質レベルを定量化するには、平均オピニオン評
点（MOS）を使用できます。これを使用すると、音声トラフィックを圧縮して帯域利用率を節約でき
るが、品質が低下する可能性があるコーデックの効果またはアルゴリズムを評価できます。
最初に音声データをモニタするようソフトウェアを設定すると、[Analyze] > [Media] > [Detailed
Views] > [Site MOS] を使用して、収集された音声データを表示することができます。
サイト MOS スコアの詳細については、表 3-40 を参照してください。

ノースバウンド インターフェイスの設定
ノースバウンド インターフェイスまたは NBI は、API（Application Programming インターフェイス）
とも呼ばれ、パートナーおよびカスタマーが Prime NAM をプロビジョニングしたりパフォーマンス
データを抽出できるようにします。
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Prime NAM ノースバウンド API を使用して独自のスクリプトを作成することができますが、GUI の設
定が必要です。
ネットワーク サービスをプロビジョニングし、データを活用するために Prime NAM API を使用するア
プリケーション開発者は、
『Cisco Network Analysis Module API Programmer's Guide』についてシスコ
の担当者にお問い合わせください。
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5

パケット データのキャプチャとデコード
キャプチャ機能を使用してパケット データをキャプチャ、フィルタリング、およびデコードするため
の複数のセッションをセットアップできます。その後、ファイル制御システムでデータを管理し、パ
ケットの内容を表示できます。

（注）

このソフトウェア機能は、ハードウェア プラットフォームによって制限される場合があります。詳細
については、『NAM Compatibility Matrix』を参照してください。
この章は、次の項で構成されています。

• 「クイック キャプチャの使用方法」（P.5-1）
• 「キャプチャ セッションの作成および管理」（P.5-2）
• 「キャプチャ ファイルの取り扱い」（P.5-21）
• 「キャプチャ データ ストレージの利用」（P.5-26）
• 「疑いのあるトラフィックのパケット デコード情報の検査」（P.5-30）

クイック キャプチャの使用方法
アプリケーション、ホスト、または VLAN を示すさまざまなダッシュボード バー チャートの
[Context] メニューから、キャプチャを開始できます。たとえば、バー チャートのアプリケーションを
クリックし（図 5-1 を参照）、[Capture] を選択すると、次の操作が自動的に行われます。

• メモリベースのキャプチャ セッションが作成される
• そのアプリケーションを使用してソフトウェア フィルタが作成される
• キャプチャ セッションが開始される
• 復号化ウィンドウが開き、キャプチャされているパケットをすぐに表示する
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図 5-1

クイック キャプチャ

キャプチャ セッションの作成および管理
キャプチャ セッションの目的とは、フィルタのキャプチャ、パケット データの復号化、ファイル制御
システムでのデータの管理を行い、パケットのコンテンツを表示することです。キャプチャされたパ
ケットを復号化し、NAM で分析すると、問題をより効率的に切り分けることができます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「キャプチャ セッションのフィルタ」（P.5-2）
• 「キャプチャ セッションの表示」（P.5-3）
• 「キャプチャ セッションの設定」（P.5-5）
• 「ソフトウェア フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタリング」（P.5-7）
• 「ハードウェア フィルタのサポート」（P.5-11）

キャプチャ セッションのフィルタ
特定のパケット データをフィルタリングし、ファイル制御システムでその情報を管理できます。これ
により、ネットワーク問題の可視化が向上し、不要な情報を除外できます。特定のパケット データを
受信対象とするために、ハードウェアまたはソフトウェアのフィルタを使用できます。
図 5-2 に示すように、NAM で受信したパケットが、設定されたハードウェア フィルタを通過すると、
パケットは次のステップに進みます。ハードウェア フィルタが設定されていなければ、すべてのパ
ケットが通過します。ハードウェア フィルタの詳細については、「ハードウェア フィルタのサポート」
（P.5-11）を参照してください。

（注）

ハードウェア フィルタは、特定の Prime NAM プラットフォームでのみサポートされています。詳細に
ついては、『NAM Compatibility Matrix』または『Cisco Prime Network Analysis Module Release
Notes』を参照してください。
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そのため、パケットをそのセッションで保存するには、そのセッションの中で少なくとも 1 つのソフト
ウェア フィルタを通過する必要があります。セッションに対してソフトウェア フィルタが設定されて
いない場合は、すべてのパケットがキャプチャされます。ソフトウェア フィルタの詳細については、
「ソフトウェア フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタリング」（P.5-7）を参照して
ください。
サポートされている NAM プラットフォームのパフォーマンスを高めるには、ソフトウェア フィルタ
よりもハードウェア フィルタが推奨され、多数のセッションより少数のセッションが推奨されます。
図 5-2 のアイテムを設定する順序は、特に決められていません。たとえば、[Global Capture Settings]
を最初に設定してからキャプチャ セッションを設定し、その後にフィルタを作成することも、ハード
ウェア フィルタとソフトウェア フィルタを先に作成してからキャプチャ セッションを作成し、最後に
[Global Capture Settings] を適用することもできます。ただし、セッションは最後に「スタート」する
ことを推奨します。それ以外の場合は、フィルタが設定され、パケット スライスが実行される前に
キャプチャを開始します。

[Global Capture Settings] およびハードウェア フィルタは、セッションが実行中でも随時変更できま
す。変更点は、実行中のキャプチャ セッションに即座に反映されます。
図 5-2

NAM キャプチャ セッションの例

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࣃࢣࢵࢺ

ࣁ࣮ࢻ࢙࢘ ࣇࣝࢱ 1
ࣁ࣮ࢻ࢙࢘ ࣇࣝࢱ 2
ࣁ࣮ࢻ࢙࢘ ࣇࣝࢱ 3

Session 1

ࢭࢵࢩࣙࣥ 2
ࢯࣇࢺ࢙࢘
ࣇࣝࢱ A

ࢭࢵࢩࣙࣥ 3
ࢯࣇࢺ࢙࢘
ࣇࣝࢱ C

࣓ࣔࣜ

ࣇࣝ

199546

ࢯࣇࢺ࢙࢘
ࣇࣝࢱ B

キャプチャ セッションの表示
NAM でパケット データをキャプチャ、表示、およびデコードするための基本的な操作を行うには、
[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] の順に選択します。
[Capture Sessions] ウィンドウに、キャプチャ セッションのリストが表示されます。設定されていない
場合は、リストには何も表示されません。キャプチャ セッションのフィールドの説明については、
「[Capture Session] のフィールド」の表 5-1 を参照してください。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

5-3

第5章

パケット データのキャプチャとデコード

キャプチャ セッションの作成および管理

表 5-1

[Capture Session] のフィールド

操作

説明

Name

キャプチャ セッションの名前。

Start time

キャプチャが最後に開始された時刻。キャプチャは、必要に応じて何度で
も停止および再開できます。

Size (MB) (Capture to
Memory)

セッションのサイズ

Size(MB) x No.files
(Capture to Files)

（注）

[Capture to files] は、キャプチャは 1 つ以上のファイルに保存さ
れており、これらのファイルへのリンクであることを示します。

キャプチャ ファイル サイズはすべてのプラットフォームで 2 GB に制限
されています。
Packets

パケット数

State

キャプチャの現在の状態：

• [Running]：パケットのキャプチャが進行中です。
• [Stopped]：パケットのキャプチャが停止中です。キャプチャされた
パケットはバッファに残っていますが、新しいパケットはキャプチャ
されていません。

• [Ful]：ファイルまたはメモリがいっぱいで、新しいパケットはキャ
プチャされません。
Location

キャプチャの場所（メモリ、ローカル ディスク、および外部ストレー
ジ）。

「[Capture Session Operations] ウィンドウのボタン」（表 5-2）で、[Capture Sessions] ウィンドウで行
える操作について説明します。
表 5-2

操作
Create

[Capture Session Operations] ウィンドウのボタン

説明
新規のキャプチャ セッションを作成します。「キャプチャ セッションの設定」
（P.5-5）を参照してください。

Edit

選択されたキャプチャの設定を編集します。

Delete

選択されたセッションを削除します。

Start

選択されたセッションのキャプチャを開始します。そのセッションの [Packets]
列の数が上昇し始めます。

Stop

選択されたセッションのキャプチャを停止します（パケットは通過しません）。
キャプチャ データはキャプチャ メモリ バッファに残されますが、新しいデータ
は保存されません。キャプチャを再開するには、[Start] をクリックします。

Clear

キャプチャされたデータをメモリからクリアします。

Decode

キャプチャ セッションの詳細を表示します。

Save to File

NAM ハード ディスクのファイルにセッションを保存します。「キャプチャ ファ
イルの取り扱い」（P.5-21）を参照してください。
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キャプチャ セッションの設定
時間の経過に伴ってデータを収集し、データを分析するさまざまな場所があることが重要である場合が
あるので、キャプチャの場所またはターゲットごとに複数のセッションがサポートされています。ター
ゲットごとに複数のセッションを使用してデータを収集できますが、1 つのターゲットにつき 1 つの
セッションのみ実行できます。Prime NAM では、現在 25 のキャプチャ セッションがサポートされて
います。外部ストレージがある場合、ローカル ディスクと複数の LUN に保存できます。キャプチャ
セッションの設定の一部として、必要に応じてソフトウェア フィルタも作成できます（「カスタマイズ
されたアプリケーション用のソフトウェア キャプチャ フィルタの作成」（P.5-7）を参照）。
新しいキャプチャ セッションを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。

ステップ 2

[Create] をクリックして、新しいキャプチャを設定します。NAM によって、[Configure Capture
Session] ウィンドウが表示されます。[Capture Settings] ウィンドウには、キャプチャの名前を入力す
るためのフィールド、および表 5-3 で説明している 4 つのステータス インジケータがあります。

ステップ 3

適宜、キャプチャ設定フィールド（表 5-3）に情報を入力します。

表 5-3

キャプチャ設定フィールド

フィールド

説明

使用方法

Packet Slice Size
(bytes)

キャプチャされたパ
ケットのサイズを制
限するために使用す
る、バイト単位のス
ライス サイズ。

64 ～ 9000 の範囲で値を入力します。スライスを実行しない場合は、ゼロ（0）
を入力します。
セッションが小さい場合、できるだけ多くのパケットをキャプチャするには、小
さなスライス サイズを使用します。
指定したスライス サイズよりもパケット サイズが大きい場合、パケットはキャプ
チャ セッションに保存される前にスライスされます。たとえば、パケットが
1000 バイトでスライス サイズが 200 バイトの場合、パケットの最初の 200 バイ
トだけがキャプチャ セッションに保存されます。

Capture Source

[Data-Ports] または
[ERSPAN]

キャプチャ ソースを選択します（1 つ以上のチェックボックスを選択）：

• [Data-ports]：SPAN、RSPAN、および VACL キャプチャを許可します。
NME-NAM および SM-SRE、内部、外部、または両方に対応しています。1
NAM-NX1 上では、一度に 1 つのデータポートのみ選択できます。
• [ERSPAN]：ローカル終端が推奨されます。
（注）

[Storage Type]：
[Memory]

一部のプラットフォームでは、データポートの選択が一度に 1 つだけに制
限される場合があります。ほとんどのプラットフォームでは、一度に両方
のデータポートを選択できます。

オンにすると、キャ このキャプチャの場合は、[Memory Size] に値を入力してください。1 からプ
プチャはメモリに格 ラットフォームの最大値までの数値を入力します。システム メモリが少ない場合
は、割り当てられる実際のセッション サイズが、ここで指定された数値よりも小
納されます。
さくなることがあります。
使用可能なメモリが、要求されたメモリよりも少ない場合は、NAM は要求され
たメモリよりも少ないメモリを付与します。

[Wrap when Full] をオンにすると、連続キャプチャをイネーブルになります
（セッションがいっぱいの場合は、新しい入力パケット用の空きを作成するため
に、古いパケット データが削除されます）。[Wrap when Full] がオフの場合は、
データ量がセッション サイズに達すると、キャプチャは終了します。
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表 5-3

キャプチャ設定フィールド （続き）

フィールド

説明

使用方法

[Storage Type]：
[File(s)]

File Size (MB)

[File Size] の値を入力します（サイズは 1 MB から 2 GB です）。ディスク領域が
使用できない場合、ディスクへのキャプチャ セッションを新たに開始することは
できません。最大キャプチャ セッション サイズの詳細については、『NAM Data
Sheet』を参照してください。

Number of Files

キャプチャに使用するファイルの数の値を入力します。最大値は、ファイルのサ
イズ、保存されるファイル数、およびこれらのファイルが保存される場所での利
用可能なディスク領域の容量に基づいて決定されます。

Rotate Files

ダウンロード、デコード、および分析を即座に実行できる小さなファイルのセッ
トをキャプチャする場合は、この機能を使用します。ファイルの回転を使用する
と、記憶領域を自動的に維持できます。
ファイルを回転する場合は、[Rotate Files] チェックボックスをオンにします。リ
モート ストレージまたは NAM アプライアンスでのみ使用できます。リモート ス
トレージの設定については、「データ ストレージへのキャプチャ」（P.5-27）を参
照してください。

[Rotate Files] オプションを選択している場合に、ファイル数が最大数に達する
と、最も古いファイルが上書きされます。たとえば、[No. Files] を 10 に指定し、
NAM がキャプチャ データをファイル CaptureA_10 に書き込んだ場合、次の書き
込み時にはファイル CaptureA_1 が上書きされます。最近のキャプチャを判別す
るには、各ファイルのタイムスタンプをチェックします。

File Location

ファイルのデータ ストレージが使用できる場合、ドロップダウン リストでスト
レージ ターゲットの 1 つを選択します。ドロップダウン リストには、[Ready] の
状態のターゲットだけが表示されます。
デフォルトはローカル ディスクですが、使用可能な場合、以前に設定したリモー
ト ストレージの場所も選択できます。各オプションは、キャプチャ パケット ス
トレージに使用可能なディスク スペースの容量を示します。
ディスクにキャプチャする場合の、最大キャプチャ セッション サイズは、キャプ
チャ先の空き容量によって異なります。[[Capture] > [Data Storage] ページから、
これらの場所を管理できます（「キャプチャ データ ストレージの利用」（P.5-26）
を参照）。

1. Nexus 仮想ブレード（VB）にはデータ ポートがないので、このオプションは使用できません。

Prime NAM がサポートするハードウェア プラットフォームと、その最大セッション サイズのリストに
ついては、を参照してください。これは、すべてのキャプチャ セッションの合計の最大キャプチャ メ
モリ バッファ サイズであり、個々のキャプチャ セッションの最大値ではありません。
複数のファイルにキャプチャする場合は、ファイル名に拡張子が追加されます。たとえば、キャプチャ
名が CaptureA の最初のファイルは CaptureA_1、2 番めのファイルは CaptureA_2 といった具合にラベ
ルが付けられます。
ステップ 4

[Submit] をクリックして、このセッションの設定を終了するか、このセッションのソフトウェア フィ
ルタを設定します（次の項「ソフトウェア フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタ
リング」（P.5-7）を参照）。
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ソフトウェア フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタリ
ング
関心のある情報以外のすべてのキャプチャ データを無視できる、特別なフィルタを作成し、保存する
ことができます（図 5-2 を参照）。1 つのセッションに対し、複数のソフトウェア フィルタを設定でき
ます（最大 6 つまで）。これにより、関心のあるトラフィックを絞り込むことができ、リソース（メモ
リまたはディスク領域）を節約できます。

NAM-3 および NAM-NX1 サービス モジュールでは、複数のソフトウェア フィルタでは「OR（論理
和）」を使用します。つまり、パケットがいずれかのソフトウェア フィルタを通過すると、そのパケッ
トはキャプチャされます。
セッションを作成し、開始すると、セッションを停止せずに編集または分析することができません。す
でにキャプチャされたデータを含むセッションを編集すると、セッションがクリアされ、データが削除
されることを示す警告が表示されます。警告を無視し、セッションにフィルタを追加し、送信した場合
は、新しいフィルタ設定が使用されます。
プロトコル解析の一番上のレイヤ（通常は、ポートに基づき、レイヤ 4 プロトコル）をフィルタするに
は、アプリケーション フィルタを使用します。転送プロトコル（UDP、TCP など）をフィルタするに
は、[IP Protocol] セレクタを使用する必要があります。たとえば、[IP Protocol] セレクタで [TCP] を選
択すると、TCP を使用するすべてのパケットがフィルタされます。

ヒント

カプセル化でキャプチャ ソフトウェア フィルタリングを設定している場合は注意してください。ネッ
トワーク トラフィックの上位 3 層に対してのみカプセル化でソフトウェア キャプチャ フィルタを設定
した場合は、上位 3 層が、指定されたカプセル化タイプに一致する場合のみデータが表示されます。
ソフトウェア フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタリングに関するヘルプについ
ては、次の項を参照してください。

• 「カスタマイズされたアプリケーション用のソフトウェア キャプチャ フィルタの作成」（P.5-7）
• 「ソフトウェア キャプチャ フィルタの編集」（P.5-8）
• 「ソフトウェア キャプチャ フィルタ オプションの理解」（P.5-8）

カスタマイズされたアプリケーション用のソフトウェア キャプチャ フィルタの作成
多くの変数でソフトウェアのキャプチャ フィルタを作成できます。このワークフローは、特定のカス
タマイズされたアプリケーション用のフィルタを作成する方法について調べます。
ソフトウェア キャプチャ フィルタを作成するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。

ステップ 2

[Configure Capture Sessio] ウィンドウの下半分に、設定されたソフトウェア フィルタが表示されます。
新しいソフトウェア フィルタを作成するには、[Software Filters] エリアの下にある [Create] をクリッ
クします。

ステップ 3

各フィールドに、適切な情報を入力します。フィールドの説明については、表 5-4 を参照してくださ
い。

ステップ 4

[Submit] をクリックしてフィルタを作成するか、[Cancel] をクリックして、ソフトウェア フィルタを
作成せずにダイアログボックスを閉じます。
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ソフトウェア キャプチャ フィルタの編集
ソフトウェア キャプチャ フィルタを編集するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。
ページの下に [Software Filters] ボックスが表示されます。

ステップ 2

編集するフィルタを選択し、[Edit] をクリックします。

[Software Filter] ダイアログ ボックス（表 5-4（P.5-9）を参照）が表示されます。
ステップ 3

各フィールドに、適切な情報を入力します。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。

• 変更内容を適用するには、[Submit] をクリックします。
• 変更をキャンセルするには、[Cancel] をクリックします。

ソフトウェア キャプチャ フィルタ オプションの理解
次のいずれかのオプションに基づいて絞り込むソフトウェア フィルタを定義できます。

• 送信元ホスト アドレス
• 宛先ホスト アドレス
• ネットワーク カプセル化
• VLAN または VLAN 範囲
• アプリケーション
• 送信元ポートまたはポート範囲
• 宛先ポートまたはポート範囲
表 5-4 では、[Software Filter] ダイアログ ボックスのフィールドについて説明します。

フィルタのガイドライン

URL-based ソフトウェア フィルタリングを使用している場合：
• 分類のプライオリティを変更するには、セレクタが編集可能ではないため、フィルタを削除して再
作成する必要があります。

• URL-based アプリケーション フィルタは、過剰に使用された場合 CPU に影響する可能性がありま
す。
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表 5-4

[Software Filter] ダイアログ ボックス

フィールド

説明

使用方法

Name

新しいフィルタの名前を入力し
ます。

Source Address /
Mask

パケットの送信元アドレス。

• IP、IPIP4、GRE.IP、または GTP.IPv4 アドレスの場合は、有効
な IPv4 アドレスをドットで 4 つつの数列形式、n.n.n.n（n は 0 ～
255）で入力します。デフォルト（空白の場合）は
255.255.255.255 です。
• IPv6 または GTP.IPv6 アドレスの場合は、有効な IPv6 アドレスを
許可された任意の IPv6 アドレス形式で入力します。例：
– 1080::8:800:200C:417A
– ::FFF:129.144.52.38
（注）

有効なテキスト表現については、RFC 2373 を参照してくださ
い。

MAC アドレスの場合は hh hh hh hh hh hh（hh は 0 ～ 9 または a ～ 1
の 16 進数）を入力します。デフォルトは
ff ff ff ff ff ff です。
送信元アドレスに適用されるマ
スク。

• [Source Mask] のビットが 1
に設定されている場合、ア
ドレス内の対応ビットは関
連があります。

• [Source Mask] のビットが 0
に設定されている場合、ア
ドレス内の対応ビットは無
視されます。

• IP、IPIP4、GRE.IP、または GTP.IPv4 アドレスの場合は、有効
な IPv4 アドレスをドットで 4 つつの数列形式、n.n.n.n（n は 0 ～
255）で入力します。デフォルト（空白の場合）は
255.255.255.255 です。
• IPv6 または GTP.IPv6 アドレスの場合は、有効な IPv6 アドレスを
許可された任意の IPv6 アドレス形式で入力します。IPv6 アドレ
スのデフォルト マスク（空白の場合）は
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff です。
（注）

有効なテキスト表現については、RFC 2373 を参照してくださ
い。

MAC アドレスの場合は hh hh hh hh hh hh（hh は 0 ～ 9 または a ～ 1
の 16 進数）を入力します。デフォルトは
ff ff ff ff ff ff です。
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表 5-4

[Software Filter] ダイアログ ボックス （続き）

フィールド

説明

Destination
Address / Mask

パケットの宛先アドレス。

使用方法

• IP、IPIP4、GRE.IP、または GTP.IPv4 アドレスの場合は、有効
な IPv4 アドレスをドットで 4 つつの数列形式、n.n.n.n（n は 0 ～
255）で入力します。デフォルト（空白の場合）は
255.255.255.255 です。
• IPv6 または GTP.IPv6 アドレスの場合は、有効な IPv6 アドレスを
許可された任意の IPv6 アドレス形式で入力します。例：
– 1080::8:800:200C:417A
（注）

有効なテキスト表現については、RFC 2373 を参照してくださ
い。

MAC アドレスの場合は hh hh hh hh hh hh（hh は 0 ～ 9 または a ～ 1
の 16 進数）を入力します。デフォルトは
ff ff ff ff ff ff です。
宛先アドレスに適用されるマス
ク。

• 宛先マスクのビットが 1 に
設定されている場合、アド
レス内の対応ビットは関連
があります。

• 宛先マスクのビットが 0 に
設定されている場合、アド
レス内の対応ビットは無視
されます。

• IP、IPIP4、GRE.IP、または GTP.IPv4 アドレスの場合は、有効
な IPv4 アドレスをドットで 4 つつの数列形式、n.n.n.n（n は 0 ～
255）で入力します。デフォルト（空白の場合）は
255.255.255.255 です。
• IPv6 または GTP.IPv6 アドレスの場合は、有効な IPv6 アドレスを
許可された任意の IPv6 アドレス形式で入力します。IPv6 アドレ
スのデフォルト マスク（空白の場合）は

ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff です。
（注）

有効なテキスト表現については、RFC 2373 を参照してくださ
い。

MAC アドレスの場合は hh hh hh hh hh hh（hh は 0 ～ 9 または a ～ 1
の 16 進数）を入力します。デフォルトは
ff ff ff ff ff ff です。
Network
Encapsulation

パケットと照合するプロトコル。 ドロップダウン リストからプロトコルを選択します。

• パケットの送信元 / 宛先 MAC アドレスを使用するには、[MAC]
を選択します。

• パケットの送信元 / 宛先 IP アドレスを使用するには、[IP] を選択
します。

• IP プロトコル 4 経由でトンネルされるものを含む IP アドレスの
場合は、[IPIP4] を選択します。
• GRE 経由でトンネルされるものを含む IP アドレスの場合は、
[GRE.IP] を選択します。
• IP バージョン 6 を使用するアドレスの場合は、[IPv6] を選択しま
す。

• GTP 経由でトンネルされるパケットの IPv4 アドレスの場合は、
[GTP IPv4] を選択します。
• GTP 経由でトンネルされるパケットの IPv6 アドレスの場合は、
[GTP IPv6] を選択します。
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表 5-4

[Software Filter] ダイアログ ボックス （続き）

フィールド

説明

Both Directions

このチェックボックスでフィル 送信元がホスト A で宛先がホスト B の場合、双方向をイネーブルにす
タが双方向のトラフィックに適 ると、A から B および B から A のパケットがフィルタリングされま
用されるかどうかを指定します。 す。

（check box）

使用方法

送信元がホスト A で宛先が指定されていない場合、双方向をイネーブ
ルにすると、ホスト A へのパケットとホスト A からのパケットの両方
がフィルタリングされます。

[Both Directions] チェックボックスは、アドレスだけではなくポート
にも影響します（論理は同じです）。
VLAN
Identifier(s)

パケットが属する VLAN を指定 VLAN 範囲を選択するか、1 ～ 4 つの個々の VLAN ID を入力します。
する、12 ビットのフィールド。
パフォーマンスを高めるには、できるだけ狭い範囲を使用してくださ
い。VLAN ID の範囲は、1 ～ 4095 です。

Application1

アプリケーションでフィルタす
るには、[Application] ドロップ
ダウン リストを選択します。

[Application] ドロップダウン リストから、キャプチャするプロトコル
を 1 つ選択します。

Port

ポートでフィルタするには、
[Port] オプション ボタンを選択
します。

[Source Port(s)] フィールドに、1 つ以上のポートをコンマ区切りで入
力します。

[Destination Port(s)] フィールドに、1 つ以上のポートをコンマ区切り
で入力します。

[IP Protocol] プルダウン メニューから、[TCP]、[UDP]、または
[SCTP] を選択します。何も選択されていなければ（デフォルト）、す
べて許容されることを意味します。
1. プロトコル解析の一番上のレイヤ（通常は、ポートに基づき、レイヤ 4 プロトコル）をフィルタするには、アプリケーション フィルタを使
用します。転送プロトコル（UDP、TCP など）をフィルタするには、[IP Protocol] セレクタを使用する必要があります。たとえば、[IP
Protocol] セレクタで [TCP] を選択すると、TCP を使用するすべてのパケットがフィルタされます。

（注）

上記の表で説明したパラメータは、NAM によって個別に評価されます。したがって、NAM
では矛盾するパラメータを入力できますが、一致しなければ意味のある結果を得ることはでき
ません。
たとえば、[Network Encapsulation] と [Source/Destination Address] パラメータは、個別に評
価されています。ここで、[Network Encapsulation] には [IP4]、[Source Address] には IPv6 ア
ドレスを入力するなど、矛盾するパラメータを持つフィルタが指定された場合は、どのトラ
フィックにも一致しないため、結果として、パケットはキャプチャされません。

ハードウェア フィルタのサポート
ハードウェア フィルタのサポートは、NAM によって異なります。

• 「NAM サービス モジュール ハードウェア フィルタの作成」（P.5-12）
• 「その他の NAM ハードウェア フィルタの作成」（P.5-18）
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NAM サービス モジュール ハードウェア フィルタの作成
NAM-3 および NAM-NX1 のサービス モジュールには、固有のハードウェア フィルタ論理がありま
す。これらのハードウェア フィルタでは、無関係のトラフィックを排除することにより、キャプチャ
のパフォーマンスを向上できます。これは、ハードウェア フィルタによって絞り込まれるパケットは、
NAM によって処理されないからです。また、パケットの一部だけをキャプチャし、残りを破棄するよ
う NAM に指示できるため、ハードウェア フィルタを使用し、キャプチャ デコードにおいて特定のパ
ケットを探すこともできます。
この項は、NAM-3 および NAM-NX1 のサービス モジュールにのみ適用できます。
ハードウェア フィルタのグローバル パケット スライスは、すべてのキャプチャ セッションに影響しま
す。アーキテクチャの概念については、
「NAM キャプチャ セッションの例」、図 5-2 を参照してくださ
い。

Prime NAM では、最大 4 つのハードウェア フィルタをサポートできます。ハードウェア フィルタは、
削除せずに無効にできます。
ハードウェア フィルタ論理には、AND（論理積）と OR（論理和）の 2 つのレベルがあります。各
フィルタに対し、AND/OR 論理で条件を設定できます。同一フィルタでは、同じ論理タイプしか使用
できません。また、同一フィルタ内では AND/OR 論理を混合させることはできません。また、フィル
タを AND/OR 論理で組み合わせることもできます。使用できるフィルタ論理の例については、図 5-3
を参照してください。
ハードウェア フィルタ論理（AND/OR）

ࣇࣝࢱ 0

ࣇࣝࢱ 1

ࣇࣝࢱ 2

ࣇࣝࢱ 3

VLAN
AND
IP Src Addr
AND

㛗ࡉ
OR
Src Port
OR

VLAN
OR
AND
AND
IP Src Addr
OR
OR
OR

ࣉࣟࢺࢥࣝ
AND
Dst Port
AND

AND
OR

...

...

...

...

239153

図 5-3

選択肢については、次の項で説明します。特定の結果を得る方法について詳しくは、「ハードウェア
フィルタの設定の例」（P.5-14）を参照してください。
ソフトウェア フィルタは、フィルタ処理に柔軟性を与えますが、最も効率的なのはハードウェア フィ
ルタです。ソフトウェア フィルタを必要とするトラフィックが少なければ少ないほど、より効果的な
フィルタ処理を行えます。
ハードウェア フィルタの設定と管理に関する情報については、次のトピックを参照してください。

• 「ハードウェア フィルタの作成」（P.5-13）
• 「ハードウェア フィルタの設定値の設定」（P.5-14）
• 「ハードウェア フィルタの設定の例」（P.5-14）

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] の順に選択すると、Cisco NAM で設定されたハード
ウェア フィルタのステータスと設定を表示できます。[Sessions] ページの下に [Hardware Filters] ボッ
クスが表示されます。
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ハードウェア フィルタの作成

[Hardware Filters] ウィンドウには、定義されたハードウェア フィルタのステータスと設定が表示され
ます。ハードウェア フィルタでキャプチャを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。ウィンドウの上半分には
[Capture Sessions]、下半分には [Hardware Filters] が表示されます。

ステップ 2

ウィンドウ下部の [Hardware Filters] セクションで [Create] ボタンをクリックします。[Hardware
Filter] ダイアログが開きます。

ステップ 3

[Name] フィールドにハードウェア フィルタの名前を入力します。

ステップ 4

[Enable] チェックボックスをオンにして、フィルタを有効にします。[Enable] チェックボックスがオ
フの状態でフィルタが作成されると、フィルタは保存されますが、アクティブ化されません。フィルタ
を編集し、[Enable] チェックボックスをオンにすると、後から有効にすることもできます。

ステップ 5

[AND] または [OR] オプション ボタンを選択します。ここでの選択は、次の手順で行うすべての選択
にも適用されます（選択肢は表 5-5 で説明します）。

ステップ 6

フィルタする属性のボックスをオンにし、対応するドロップダウン メニューから目的のオプションを
選択します。すべてのチェックボックスをオンにするには、[Check All] チェックボックスをオンにし
ます。表 5-5 を参照してください。
表 5-5

[Create Hardware Filter] ダイアログ

属性

オプション

範囲

Data Ports

[Both Ports]、[Data Port 1]、
[Data Port 2]

—

Frame Length

[Equal To]、[Not Equal To]、
[Greater Than]、[Less Than]

Min.64、最大 65535

VLAN IDs

[Equal To]、[Not Equal To]、
[Greater Than]、[Less Than]

Min.1、最大 4095

MPLS Label

[Equal To]、[Not Equal To]

Min.0、最大 1048575

Source Address / Mask

[Equal To]、[Not Equal To]

IPv4 アドレス

Destination Address /
Mask

[Equal To]、[Not Equal To]

IPv4 アドレス

L4 Protocol

[Equal To]、[Not Equal To]

[Custom] には、一般的なプロト

[ICMP]、[IGMP]、[IP in IP]、
[GRE]、[L2Tp]、[TCP]、
[UDP]、[Integer]

コルのリストにはない、ユーザ設
定値を入力できます。最小 1、最
大 255 を入力します。

L4 Source Port

[Equal To]、[Not Equal To]

Min.1、最大 65535

L4 Destination Port

[Equal To]、[Not Equal To]

Min.1、最大 65535

Pattern Match

最初の 256 バイト中の任意の場
所で、4 バイトの 16 進数パター
ンに基づくパケットをフィルタ
します。

[Equal To]、[Not Equal To]
ステップ 7

次のそれぞれを行うには、以下の各ボタンをクリックします。

• ハードウェア フィルタの設定を完了するには [Apply]
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• 中断し、前のウィンドウに戻るには [Cancel]
• 前の設定に戻すには [Reset]

ハードウェア フィルタの設定値の設定

[Hardware Filter Settings] では、すべてのキャプチャ ハードウェア フィルタに対するグローバル設定
を指定します。
すべてのハードウェア フィルタに適用される設定を追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。

ステップ 2

下の [Hardware Filters] セクションで、[Hardware Filter Settings] ボタンをクリックします。

ステップ 3

すべてのハードウェア フィルタに設定される、[AND] または [OR] 組み合わせ論理を選択します。こ
の論理は、フィルタを組み合わせるために使用されます。図 5-3 の緑色のテキストを参照してくださ
い。

ステップ 4

[Include in capture] または [Exclude from capture] パケット照合論理を選択します。この選択肢は、設
定されたすべてのハードウェア フィルタに適用されます。
[Exclude from capture] は、設定されたすべてのハードウェア フィルタに一致するパケットを破棄しま
す。一方で、一致しないパケットはすべてキャプチャされます。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ハードウェア フィルタの設定の例
次のネットワーク トラフィックを設定するには、これらのトピックを使用します。

• 「IP サブユニット + L4 ポート（アプリケーション）」（P.5-14）
• 「VLAN + L4 プロトコル」（P.5-15）
• 「複数ホスト」（P.5-15）
• 「VLAN の範囲」（P.5-16）
• 「データ ポート + フレーム長」（P.5-16）
• 「MPLS」（P.5-17）

IP サブユニット + L4 ポート（アプリケーション）
10.1.1.0/24 サブユニットからのすべての HTTP トラフィックをキャプチャするには、次の手順に従い
ます。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

論理 [AND] オプション ボタンを選択します（つまり、以下の選択肢が組み合わせられます）。

ステップ 4

[Source IP Address] チェックボックスをオンにし、サブネット「10.1.1.0/24」を入力します。

ステップ 5

[L4 Source Port] チェックボックスをオンにし、HTTP ポート「80」を入力します。
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ステップ 6

[Apply] をクリックします。

反対方向の HTTP 通信を見るには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

論理 [AND] オプション ボタンを選択します。

ステップ 4

[Destination IP Address] を選択し、前と同じサブネット「10.1.1.0/24」を入力します。

ステップ 5

[L4 Destination Port] を選択し、同じポート番号「80」を入力します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

着信と発信を表示するには、[Hardware Filter Settings] をクリックし、[OR] 論理を選択します。これ
により、2 つのハードウェア フィルタが OR 論理で組み合わせられます。

VLAN + L4 プロトコル
VLAN 100 からのすべての TCP トラフィックを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

論理 [AND] オプション ボタンを選択します。

ステップ 4

[VLAN] を選択し、VLAN「100」を入力します。

ステップ 5

[L4 Protocol] を選択し、[TCP] を選択します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

複数ホスト
複数のホスト（1.1.1.1、2.2.2.2...）間で送受信されるトラフィックを表示するには、次の手順に従いま
す。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

論理 [OR] オプション ボタンを選択します。

ステップ 4

[Source IP Address] チェックボックスをオンにし、1 つめのホスト「1.1.1.1」を入力します。

ステップ 5

[Destination IP Address] チェックボックスをオンにし、同じホスト「1.1.1.1」を入力します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Create] をクリックし、2 つめのハードウェア フィルタを作成します。

ステップ 8

[Name] フィールドにハードウェア フィルタの名前を入力します。

ステップ 9

論理 [OR] オプション ボタンを選択します。

ステップ 10

[Source IP Address] チェックボックスをオンにし、2 つめのホスト「2.2.2.2」を入力します。

ステップ 11

[Destination IP Address] チェックボックスをオンにし、2 つめのホスト「2.2.2.2」を入力します。
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ステップ 12

[Apply] をクリックします。

ステップ 13

必要であれば、3 つめ、4 つめのホストに対して ステップ 7 から ステップ 12 を繰り返します。

ステップ 14

[Hardware Filter Settings] をクリックし、論理 [OR] オプション ボタンを選択します。

VLAN の範囲
VLAN 10 から 20 のすべてのトラフィックを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

[VLAN IDs] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Greater Than] を選択しま
す。

ステップ 4

空白のフィールドに、VLAN 範囲の下限である「9」を入力します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

ステップ 6

[Create] をクリックし、2 つめのフィルタを作成します。

ステップ 7

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 8

[VLAN IDs] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Less Than] を選択します。

ステップ 9

空白のフィールドに、VLAN 範囲の下限である「21」を入力します。

ステップ 10

[Apply] をクリックします。

ステップ 11

[Hardware Filter Settings ] をクリックして [AND] オプション ボタンを選択します。これにより、す
べてのハードウェア フィルタの論理が組み合わせられます。

データ ポート + フレーム長
200 バイト以下の DATA PORT 1 にスパンされたすべてのトラフィックを表示するには、次の手順に従
います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

論理 [AND] オプション ボタンを選択します。

ステップ 4

[Data Port] ドロップダウン リストから [DATA PORT 1] を選択します。

ステップ 5

[Frame Length] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Less Than] を選択しま
す。

ステップ 6

空白のフィールドに、フレーム長の上限である「200」を入力します。

ステップ 7

[Apply] をクリックします。
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MPLS
最初の MPLS ラベルが 300 のトラフィックを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

[MPLS Label] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

空白のフィールドに、ラベル「300」を入力します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

双方向通信
ホスト 1.1.1.1 と 2.2.2.2 間の双方向の通信を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3

論理 [AND] オプション ボタンを選択します。

ステップ 4

[Source IP Address/Mask] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Equal To] を
選択し、1 つめのホスト「1.1.1.1」を入力します。

ステップ 5

[Destination Address/Mask] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Equal To] を
選択し、2 つめのホスト「2.2.2.2」を入力します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

ステップ 7

[Create] をクリックし、2 つめのハードウェア フィルタを作成します。

ステップ 8

[Name] フィールドにハードウェア フィルタの名前を入力します。

ステップ 9

論理 [AND] オプション ボタンを選択します。

ステップ 10

[Source IP Address/Mask] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Equal To] を
選択し、2 つめのホスト「2.2.2.2」を入力します。

ステップ 11

[Destination Address/Mask] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン メニューから [Equal To] を
選択し、2 つめのホスト「1.1.1.1」を入力します。

ステップ 12

[Apply] をクリックします。

ステップ 13

[Hardware Filter Settings] ボタンをクリックし、[OR] オプション ボタンを選択します。

ステップ 14

[Apply] をクリックします。
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ネガティブ フィルタ論理
前の例では、パケットに照合するフィルタを設定しました。ネガティブ フィルタ論理では、これらを
ブロックします。
前の例の通信以外のすべてを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[Hardware Filters] ウィンドウで [Hardware Filter Settings] ボタンをクリックします。

ステップ 2

[Packet Match Logic] では [Exclude from capture] オプション ボタンを選択します。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。

キャプチャ セッションのソフトウェア フィルタを設定する方法については、次の項「ソフトウェア
フィルタを使用したネットワーク トラフィックのフィルタリング」（P.5-7）を参照してください。

その他の NAM ハードウェア フィルタの作成
ハードウェア フィルタを使用すると、無関係のフィルタをできるだけ多く排除する、ハードウェア固
有のフィルタを提供することにより、キャプチャのパフォーマンスを向上できます。ハードウェア
フィルタによってフィルタされたパケットは NAM によって処理されないため、キャプチャのパフォー
マンスも高くなります。この項は、NAM サービス モジュールを除くすべての NAM プラットフォーム
に適用できます。詳細については、「NAM サービス モジュール ハードウェア フィルタの作成」
（P.5-12）を参照してください。
ソフトウェア フィルタは、フィルタ処理に柔軟性を与えますが、キャプチャ セッションの効率性は、
ハードウェア フィルタだけを使用した場合に最も高くなります。ソフトウェア フィルタを必要とする
トラフィックが少なければ少ないほど、より効果的なフィルタ処理を行えます。
詳しくは、「ハードウェア フィルタの設定」（P.5-18）を参照してください。

ハードウェア フィルタの設定

[Hardware Filters] ウィンドウは、[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] ウィンドウの下に
表示されます。ハードウェア フィルタを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。

ステップ 2

ウィンドウの下の、[Hardware Filters] セクションで [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 4

[Type] ドロップダウン リストから次のいずれかのタイプを選択します。
• VLAN
• VLAN および IP
• IP
• IP および TCP/UDP
• IP およびペイロード データ
• ペイロード データ

ステップ 5

選択したハードウェア フィルタのタイプに対応する、データ フィールドが表示されます。目的の
フィールドを入力します。詳細については、次の項を参照してください。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド

5-18

OL-27540-01-J

第5章

パケット データのキャプチャとデコード
キャプチャ セッションの作成および管理

ステップ 6

キャプチャ セッションの設定を完了するには、[Submit] をクリックします。それ以外の場合は、
[Reset] をクリックして前の設定に戻すか、[Cancel] をクリックして中断します。

VLAN
VLAN ハードウェア フィルタを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

フィルタ名を入力します。

ステップ 2

[Type] ドロップダウン メニューから [VLAN] を選択します。

ステップ 3

[Range] または [Individuals] オプション ボタンを選択します。[Range] の場合は、VLAN の範囲を入
力します。[Individuals] の場合は、個別の VLAN を最大で 4 つまで入力します。

ステップ 4

[Submit] をクリックします。`

VLAN および IP
VLAN および IP ハードウェア フィルタを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

フィルタ名を入力します。

ステップ 2

[Type] ドロップダウン メニューから [VLAN and IP] を選択します。

ステップ 3

目的の VLAN の ID を入力します。VLAN ID の範囲は、1 ～ 4095 です。

ステップ 4

[Source Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 5

[Destination Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 6

[Layer 4 Protocol] を選択します（オプション）。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。`

IP
IP ハードウェア フィルタを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

フィルタ名を入力します。

ステップ 2

[Type] ドロップダウン メニューから、[IP] を選択します。

ステップ 3

[Source Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 4

[Destination Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 5

[Layer 4 IP Protocol] を選択します（オプション）。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。`

IP および TCP/UDP
IP および TCP/UDP ハードウェア フィルタを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

フィルタ名を入力します。
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ステップ 2

[Type] ドロップダウン メニューから、[IP and TCP/UDP] を選択します。

ステップ 3

[Source Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 4

[Destination Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 5

[IP Protocol] で [TCP] または [UDP] を選択します。

ステップ 6

[TCP/UDP Source Port] に入力します（オプション）。

ステップ 7

[TCP/UDP Destination Port] に入力します（オプション）。

ステップ 8

[Submit] をクリックします。`

IP およびペイロード データ
IP およびペイロード データ ハードウェア フィルタを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

フィルタ名を入力します。

ステップ 2

[Type] ドロップダウン メニューから、[IP and Payload Data] を選択します。

ステップ 3

[Source Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 4

[Destination Address / Mask] に入力します（オプション）。

ステップ 5

[IP Protocol] で [TCP] または [UDP] を選択します。

ステップ 6

[Payload Data] の値を入力します。
• [Offset] に 1 ～ 1023 の値を入力します。オフセットは、ペイロードの始めに相対的な値です（レ
イヤ 5）。
• [Value] に最大 4 バイトの値を入力します（8 つの 16 進数）。
• [Mask] に最大 4 バイトの値を入力します（8 つの 16 進数）。

ステップ 7

（注）

ステップ 8

最大 4 つのペイロード データ セグメントに対し、ステップ 6 を繰り返します。

必要なのは、1 つのペイロード セグメント（1 行）だけです。ペイロード セグメントが重複しないよう
注意してください。重複するセグメントに異なる値がある場合は、固有の論理積により、フィルタは何
にも一致しなくなります。

[Submit] をクリックします。`

ペイロード データ
ペイロード データ ハードウェア フィルタを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

フィルタ名を入力します。

ステップ 2

[Type] ドロップダウン メニューから、[Payload Data] を選択します。

ステップ 3

[IP Protocol] で [TCP] または [UDP] を選択します。

ステップ 4

[Payload Data] の値を入力します。
• [Offset] に 1 ～ 1023 の値を入力します。オフセットは、ペイロードの始めに相対的な値です（レ
イヤ 5）。
• [Value] に最大 4 バイトの値を入力します（8 つの 16 進数）。
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• [Mask] に最大 4 バイトの値を入力します（8 つの 16 進数）。
ステップ 5

（注）

ステップ 6

最大 4 つのペイロード データ セグメントに対し、ステップ 4 を繰り返します。

必要なのは、1 つのペイロード セグメント（1 行）だけです。ペイロード セグメントが重複しないよう
注意してください。重複するセグメントに異なる値がある場合は、固有の論理積により、フィルタは何
にも一致しなくなります。

[Submit] をクリックします。`

キャプチャ ファイルの取り扱い
保存済みのパケット キャプチャ ファイルをデコード、ダウンロード、名前変更、変換 / マージ、削除、
分析、またはエラースキャンするには、[Files] オプションを使用します。
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「セッション ファイルの理解」（P.5-21）
• 「キャプチャ ファイルの分析」（P.5-23）
• 「キャプチャ ファイルのダウンロード」（P.5-25）
• 「キャプチャ ファイルの削除」（P.5-25）
• 「複数のキャプチャ ファイルの削除」（P.5-26）

セッション ファイルの理解
Cisco NAM が保存済みのパケット データを使用してキャプチャ ファイルを作成する方法を理解するに
は、NAM がキャプチャ セッションのトリガーをどのように処理するかについて理解することが重要で
す。同じストレージ ターゲット上にすでに実行されている既存のキャプチャ セッションが存在する場
合、これは矛盾するアラーム トリガーが存在することを意味します。アラーム トリガーは、パケット
データの収集を開始するためのアラームしきい値を設定するときに作成されます。各アラームには重要
度オプションがあります。
優先されるセッションを決定するために、NAM は次の階層を使用します。

1. 最高重大度のアラーム
2. 最低重大度のアラーム
3. スケジュールされたアラーム：セッションを作成し、新しいフィールドを使用してキャプチャを実
行する時間と期間を指定します。

4. 手動アラーム：[Capture] メニュー オプションを使用するか、または [Start capture] ボタンをク
リックして、キャプチャを開始します。
たとえば、手動で開始したキャプチャ セッションがローカル ディスクにデータを保存中であり、スケ
ジュールされたキャプチャが同じローカル ディスクへのキャプチャを開始するように設定されている
場合、NAM はスケジュールされたセッションが開始する前に手動セッションを停止します。
「キャプチャ セッションの作成および管
キャプチャ セッションをファイルに保存する方法については、
理」（P.5-2）および表 5-2 を参照してください。ファイルは、.enc または .pcap ファイル形式でダウン
ロードされます。ダウンロード ファイル形式の設定については、「システム設定のリセット」（P.6-12）
を参照してください。
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注意

状態が Full のキャプチャ ファイルがあり、NAM がリブートされると、キャプチャは再度トリガさ
れるので、これらのファイルは新規キャプチャによって上書きされることがあります。ファイルを
保持しておくには、リブートする前にファイルを保存してください。

[Capture Files] には、次の情報が含まれます。
• Name:
• Size:
• Date:
• State:
• Location：
一部の Cisco NAM プラットフォーム上では、NAM により xxx.pcap ファイルが作成されます。ダウン
ロード ボタンをクリックすると、ダウンロード操作を許可したかキャンセルしたかにかかわらず、
xxx.pcap ファイルが作成されます（ダウンロード ボタンがクリックされると、xxx.pcap ファイルが作
成されます）。アプライアンスを使用している 1 つのキャプチャのファイル数が、別の NAM プラット
フォームからのキャプチャよりも 1 つ多くなるのは、このためです。
表 5-6

[Capture Files Operations] ウィンドウのボタン

操作

説明

Decode

ファイルのパケットを表示します。

Download

ファイルを .enc または .pcap 形式でコンピュータに保存します。

Rename

（注）

ファイル名を入力する場合は、ファイル拡張子を付加しないでください。拡
張子 .pcap は自動的に付加されます。

（注）

.capture から .pcap への変換は、キャプチャ ファイルをダウンロードすると
行われます。終了したら、.pcap ファイルを手動で削除する必要があります。

ファイルの名前を変更します。ダイアログ ボックスが表示され、選択されたキャプ
チャ ファイルに対して新しい名前を入力するよう求められます。

Merge または
ファイルのパケットがマージされます（古い順）。ダイアログ ボックスが表示され、
Convert/Merge マージされたキャプチャ ファイルに対して新しい名前を入力するよう求められます。
マージされたキャプチャ ファイルの名前を入力し、[OK] を選択します。

（注）

マージされたファイルは、2 GB を超えることはできません。

一部の Cisco NAM プラットフォームでは、このボタンは [Convert/Merge] と呼ばれ
ます。このボタンを使用すると、.capture ファイルを .pcap ファイルに変換できるの
で、そのファイルに対して [Error Scan] および [Analyze] 機能を実行できます。そう
しなければ、アプライアンスに表示のみされる .capture ファイルに対し、[Analyze]
および [Error Scan] 機能を実行できません。
Delete

ファイルを削除します。
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表 5-6

[Capture Files Operations] ウィンドウのボタン （続き）

操作
Analyze

説明
選択されたキャプチャの統計分析を表示します。「キャプチャ ファイルの分析」
（P.5-23）を参照してください。

Errors Scan

（注）

ファイルに関する詳細を表示します（[Packed ID]、[Protocol]、[Severity]、
[Group]、および [Description]）。ここから、パケットをデコードすることもできま
す。詳細については、「パケット エラーの詳細へのドリルダウン」（P.5-24）を参照
してください。

Cisco NAM アプライアンスのキャプチャ ファイルは、NAM のネイティブ形式で保存されます。
[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Files] ウィンドウの [Convert/Rename/Merge] ボタンを使用す
ると、キャプチャ ファイル形式を .pcap に変換することができます。

キャプチャ ファイルの分析
[Capture Files] ウィンドウ（[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Files]）では、キャプチャ期間の
トラフィック レート（バイト / 秒）、ネットワーク トラフィックに関連付けられたホスト、通信、およ
びアプリケーションのリストを含むさまざまな統計情報を取得できます。
このウィンドウでは、特定のネットワーク トラフィック セットのより詳細な表示にドリル ダウンする
こともできます。[Traffic over Time] グラフの上のペインでは、[From:] および [To:] フィールドにグラ
フに示されている時間が表示されます。また、[Protocol] フィールド、[Host/subnet] フィールド、およ
び [Drill-Down] ボタンもあります。

（注）

トラフィックの送信元ホストまたは宛先ホストが、指定されたホスト / サブネットに属する場合は、
[Drill-Down] ボタンをクリックすると、[Host Statistics] 結果テーブルには送信元ホストと宛先ホスト
がどちらも表示されます。

[Traffic over Time] グラフの各スライスには、キャプチャ ファイルの [Granularity] に設定された一定
時間のトラフィック量が表示されます。

[From:] および [To:] フィールドに時間を入力し、[Drill-Down] をクリックすると、特定の時間に関す
るより詳細な情報を表示できます。また、特定の [Protocol] または [Host/subnet] アドレスについてド
リルダウンすることもできます。
表 5-7 に、[Capture Analysis] ウィンドウのさまざまな領域を示します。
表 5-7

[Capture Analysis] ウィンドウのフィールド

フィールド

説明

Capture Overview キャプチャされたパケット数、キャプチャされたバイト数、平均パケット サイ
ズ、キャプチャの開始時間、キャプチャ期間、データ転送レート（バイト / 秒と
ビット / 秒の両方）を含む、表示されたキャプチャの要約を示します。
Traffic over Time

ネットワーク トラフィックのグラフィック イメージ（KB/ 秒）を表示します。

Protocol
Statistics

プロトコルごとに、転送されたパケット数とバイト数を表示します。

Hosts Statistics

ホストごとに、転送されたパケット数とバイト数を表示します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

5-23

第5章

パケット データのキャプチャとデコード

キャプチャ ファイルの取り扱い

キャプチャ デコード機能を使用して、次の操作を実行できます。

• パケット ヒストグラム：パケット数を時系列で表示します。これは、キャプチャでのパケット フ
ローのフィールを提供します。ヒストグラム セレクタ制御を使用して、パケット リスト内を移動
することもできます。適用したフィルタに一致するパケットの分布をヒストグラムに表示するに
は、表示フィルタを適用できます。

• レイアウトの切り替え：デコーダの 3 つのコンテンツ ペインの配置方法を変更します。
• プロトコルの色：特定のプロトコル パケットの色を有効または無効にします。
• 16 進数データのフォント サイズ：デコーダの 16 進数データのコンテンツ ペインの右上隅の上に
マウスのカーソルを合わせると、2 つのボタンが表示されます。コンテンツのフォント サイズを増
減できます。

• パケット範囲ボタン：パケット リスト内のパケットの現在の範囲を表示し、表示するパケットの
範囲を入力できます。

• 表示フィルタ メニュー：[Saved Display Filters] および [Manage Display Filters] ウィンドウを表示
します。

パケット エラーの詳細へのドリルダウン
（注）

この機能は、.pcap ファイルでは使用できますが、.capture ファイルでは使用できません。

Prime NAM で使用可能なパケット データの復号化を表示して、パケット エラーの詳細をさらに調査す
るか、それにドリルダウンすることができます。

[Capture Errors and Warnings Information] ウィンドウは、警告とエラー、および不正パケットに関す
る情報を表示します。このウィンドウから、パケットの詳細にドリルダウンできる [Packet Decode]
ウィンドウを開くことができます。
[Capture Errors] および [Warnings Information] ウィンドウを表示するには、[Capture] > [Packet
Capture/Decode] > [Files] の順に選択します。ファイルを強調表示し、[Errors Scan] ボタンをクリック
します。[Error Scan] ウィンドウが表示されます。フィールドを表 5-8 に示します。次に、行を選択
し、[Decode Packets] ボタンをクリックして、パケットの詳細を選択します。
表 5-8

[Error Scan] ウィンドウの説明

フィールド

説明

Packet ID

キャプチャ ファイルのパケットの ID。

Protocol

パケットの到着時のプロトコル。

Severity

[Warn]：警告（アプリケーションが異常なエラー コードを返したなど）
[Error]：重大な問題（不規則なパケットなど）
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表 5-8

[Error Scan] ウィンドウの説明 （続き）

フィールド

説明

Group

[Checksum]：チェックサムが無効
[Sequence]：プロトコル シーケンスに問題がある
[Response Code]：アプリケーションの応答コードに問題がある
[Request Code]：アプリケーション要求
[Undecoded]：ディセクタが未完了、またはデータをデコードできない
[Reassemble]：再アセンブル中に問題が発生した
[Malformed]：パケットが不正な形式か、ディセクタにバグがあるか、このパ
ケットの解剖が中断した

Description

エラーまたは警告の説明

キャプチャ ファイルのダウンロード
一度に 1 つのキャプチャ ファイルしかダウンロードできません。キャプチャ ファイルをコンピュータ
にダウンロードするには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Files] の順に選択します。

ステップ 2

キャプチャのリストからキャプチャ ファイルを選択します。

ステップ 3

[Download] をクリックします。
[File Download] ダイアログ ボックスが表示され、「Do you want to save this file?」という、ファイル
の保存を確認するメッセージが表示されます。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
[Save As] ダイアログ ボックスが開きます。ここで、ファイルの名前を変更し、選択した場所にその
ファイルを保存できます。

キャプチャ ファイルの削除
キャプチャ ファイルを削除するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Files] の順に選択します。

ステップ 2

チェックボックスをオンにし、キャプチャのリストからキャプチャ ファイルをします。必要であれば、
1 つ以上のキャプチャ ファイルを選択することもできます。

ステップ 3

[Delete] をクリックします。ダイアログ ボックスが表示され、「Delete the following file(s)?」という、
ファイルの削除を確認するメッセージとファイル名が表示されます。
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ステップ 4

ファイルを削除するには [OK] をクリックします。または、ファイルをそのまま残すには [Cancel] をク
リックします。

複数のキャプチャ ファイルの削除
一度にすべてのキャプチャ ファイルを削除するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Files] の順に選択します。

ステップ 2

少なくとも 1 つのチェックボックスをオンにし、キャプチャを選択します。

ステップ 3

[Delete All] をクリックして、すべてのキャプチャを削除します。
「Are you sure you want to delete all files?」という、すべてのキャプ
ダイアログ ボックスが表示され、
チャ ファイルの削除を確認するメッセージが表示されます。

ステップ 4

すべてのファイルを削除するには [OK] をクリックします。または、ファイルをそのまま残すには

[Cancel] をクリックします。

キャプチャ データ ストレージの利用
すべてのプラットフォームの Cisco Prime ネットワーク解析モジュール（NAM） では、外部ストレー
ジ接続を提供しているので、より長いキャプチャ期間と、より高いキャプチャ帯域幅に対応できます。
すべてのプラットフォームで iSCSI データ ストレージがサポートされています。この項の内容は、次
のとおりです。

• 「データ ストレージへのキャプチャ」（P.5-27）
• 「データ ストレージの回復」（P.5-29）
図 5-4

外部ストレージの設定

iSCSI ࣞ

NAM

iSCSI

370348

IP ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

外部ストレージのインストールと設定の手順については、Cisco.com で提供されている、プラット
フォームのガイドまたは『Cisco NAM Documentation Overview』の関連資料を参照してください。
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データ ストレージへのキャプチャ
Prime NAM では、[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Data Storage] を使用して外部ストレージ
管理を行います。このウィンドウには、検出されたストレージ デバイス（使用可能な場合は内蔵の
ハード ドライブも含む）がリストされます。
このリリースでは、最大で 32 の外部データ ストレージ ターゲット（論理ユニット番号または LUN の
合計）をサポートしています。
ターゲットごとに複数のキャプチャ セッションを作成できます。ストレージ ターゲット（ファイルの
場所）ごとに一度に 1 つのキャプチャが許可されます。さらにメモリへのセッションを複数持つことが
きます。
このトピックの内容は、次のとおりです。

• 「LUN の準備」（P.5-27）
• 「LUN の使用方法」（P.5-27）
• 「ファイルのデコード」（P.5-28）
• 「外部ストレージ LUN のログインおよびログアウト」（P.5-28）
• 「外部ストレージの接続と切断」（P.5-28）

LUN の準備
一部のアレイには複数のストレージ コントローラ モジュールが付属しており、多くの場合は、モ
ジュールの所有権を各 LUN（論理ユニット番号）にマッピングする必要があります。これは、一般的
なセキュリティ機能です。NAM がストレージ アレイ LUN にアクセスできるかどうかを確認するに
は、[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Data Storage] の順に選択します。

NAM によって使用されていない新しい LUN のステータスは [Unformatted] になります。これらの
LUN をキャプチャで使用できるよう準備するには、LUN を選択し、[Format] ボタンをクリックしま
す。数分後、ステータスは [Ready] に変わります。
LUN にユーザ ラベルを適用すると、区別しやすくなります。LUN にラベルを付けるには、[Label] ボ
タンをクリックします。[Label] ダイアログに、現在のラベルと、LUN が最後にフォーマットされた日
時に関する情報が表示されます。

LUN の使用方法
キャプチャ セッションで LUN を使用するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。

ステップ 2

[Capture Sessions] テーブルの下の [Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

セッションを作成するために適切なフィールドに入力し、[Storage Type] では [Files] オプションを選
択します。

ステップ 4

[File Location] テーブルを使用し、目的の LUN を選択します。各リスト項目には、プロトコルと、モ
デルまたはユーザ ラベル（設定されている場合）が含まれます。リストには、[Ready] 状態のターゲッ
トのみが表示されるので注意してください。

ステップ 5

[Submit] をクリックしてセッションを作成するか、[Cancel] をクリックして前のウィンドウに戻りま
す。
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セッションが開始されると、関連する LUN 状態が使用中に変化します。その時点で、他のセッション
は、そのセッションが削除されるまでその LUN を使用することはできません。これにより、競合、破
損データ、および書き込み帯域幅の劣化を防ぐことができます。

ファイルのデコード
NAM 上のローカル サーバのディスクをいっぱいに満たさないようにするために、ファイルを外部スト
レージにキャプチャできます。外部ストレージは大容量、高速の読み取り / 書き込みを提供でき、ある
Cisco NAM から別の NAM に移動できます。ファイルは、内部の [Capture] > [Packet/Capture Decode]
> [Files] ページと同じ方法でデコードされます。
このページには、対象となる LUN を選択するためのテーブルがあります。ファイルのテーブルには、
その LUN のすべてのキャプチャ ファイルが表示されます。

外部ストレージ LUN のログインおよびログアウト
イントラネット上のデータ転送を容易にし、リモート キャプチャ データ ストレージを管理するために
iSCSI を使用できます。

Prime NAM では、データ ストレージ ターゲットに対してログインおよびログアウトするより簡素化さ
れたワークフローを提供します。キャプチャ セッションをリモート ストレージに保存するには、
iSCSI にログインする必要があります。ログインしない場合、キャプチャ セッションはローカル ディ
スクまたはメモリ位置に保存されます。
利用可能なリモート データ ストレージ LUN に対してログインまたはログアウトするには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

ストレージ アレイの少なくとも 1 つの LUN に対して NAM の読み取り / 書き込み権限でターゲット
iSCSI システムを設定したことを確認します。詳細については、「データ ストレージへのキャプチャ」
（P.5-27）を参照してください。

ステップ 2

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Data Storage] の順に選択し、[iSCSI Login] をクリックします。

ステップ 3

iSCSI 修飾名（IQN）の自動検出を有効にするには、ストレージの場所のターゲットの IP アドレスを
入力し、[Search IQN Targets] をクリックします。
その場所で使用可能なすべての IQN がテーブルに表示されます。

ステップ 4

ログアウトするには、[iSCSI Logout] をクリックします。現在ログインしている IQN のリストがテー
ブルに表示されます。

ステップ 5

ログアウトを行う LUN を表示するには、IQN の 1 つを選択します。そうすると、ポップアップに選択
対象の関連 LUN が表示されます。

.

外部ストレージの接続と切断
外部ストレージ デバイスを物理的に切断する前に、[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Storage] の
[Unmount] ボタンを使用することを推奨します。これにより、デバイスが切断されることが Cisco
NAM に通知され、Cisco NAM は重要なクリーンアップ手順を実行します。その後、ストレージ先は、
ステータス列に [Unmounted] と表示され、外部ストレージ デバイスを安全に切断できるようになりま
す。Cisco NAM の電源がオフになると、外部ストレージはこのようにして自動的にアンマウントされ
ます。
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注意

この手順がスキップされると、物理的に切断されたときに、ストレージ データが破損する可能性が
あります。
デバイスが、[Unmount] ボタンを使用して論理的に切断されたが、ストレージが物理的に接続された
ままの場合は、[Mount] ボタンを使用して再アクティブ化できます。これにより、ストレージ先の以前
の状態が復元されます。この操作では、ストレージを物理的に切断し、再接続する必要がないので、ス
トレージが自分から離れた場所にある場合に特に便利です。

データ ストレージの回復
以前は動作していたターゲットが [Unformatted] として表示された場合は、CLI を使用してファイルシ
ステム チェックを行います。プロトコルがわかっている場合は、コマンド remote-storage <protocol>
fsck <storage ID> を使用します。ストレージ ID は、remote-storage <protocol> list を実行すると検
索できます。ファイルシステム チェックにより、ファイルシステムの破損や状態に関する問題が解決
されることもあります。コマンドが成功すると、ストレージが自動的にマウントされ、[Ready] として
表示されます。
次に、iSCSI の回復例を示します。
root@nam.cisco.com# remote-storage iscsi list
Storage ID: 16
Label:
Status: Unformatted
Protocol: ISCSI
Target IP: 172.20.122.81
Target IQN: iqn.2011-09:celeros.target11
Model: IET VIRTUAL-DISK
LUN: 4
Capacity: 24.98GB
Available: 24.98GB
Storage ID: 15
Label: target 16
Status: In Use
Protocol: ISCSI
Target IP: 172.20.122.81
Target IQN: iqn.2011-09:celeros.target16
Model: IET VIRTUAL-DISK
LUN: 5
Capacity: 24.98GB
Available: 16.47GB
Active iSCSI Sessions:
tcp: [8] 172.20.122.81:3260,1 iqn.2011-09:celeros.target11
tcp: [7] 172.20.122.81:3260,1 iqn.2011-09:celeros.target16
root@nam.cisco.com# remote-storage iscsi fsck 16
FS check completed successfully.
root@nam.cisco.com# remote-storage iscsi list
Storage ID: 16
Label:
Status: Ready
Protocol: ISCSI
Target IP: 172.20.122.81
Target IQN: iqn.2011-09:celeros.target11
Model: IET VIRTUAL-DISK
LUN: 4
Capacity: 24.98GB
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Available: 9.87GB
Storage ID: 15
Label: target 16
Status: In Use
Protocol: ISCSI
Target IP: 172.20.122.81
Target IQN: iqn.2011-09:celeros.target16
Model: IET VIRTUAL-DISK
LUN: 5
Capacity: 24.98GB
Available: 16.47GB
Active iSCSI Sessions:
tcp: [8] 172.20.122.81:3260,1 iqn.2011-09:celeros.target11
tcp: [7] 172.20.122.81:3260,1 iqn.2011-09:celeros.target16

疑いのあるトラフィックのパケット デコード情報の検査
パケットまたはファイルをいくつかキャプチャした後、Packet Decoder を使用してパケットの内容を
表示し、疑いのあるトラフィックを検査できます。
ここでは、次の作業について説明します。

• 「Packet Decoder でのパケットの表示」（P.5-30）
• 「Packet Decoder に表示されるパケットのフィルタリング」（P.5-31）
• 「詳細なプロトコル デコード情報の表示」（P.5-32）
• 「[Packet Decoder] ウィンドウおよび [Browser] ペインの理解」（P.5-32）

Packet Decoder でのパケットの表示
パケット ブラウザを使用して、キャプチャしたパケットのリストを表示したり、次のことを実行した
りできます。

• プロトコル、IP アドレス、MAC アドレスでフィルタリングするほか、[Display Filter] 入力フィー
ルドにフィルタを手動で入力します。

• [Next]、[Previous]、および [Go To] ボタンを使用したキャプチャ セッションからのパケットの
ロード

• パケット数を時系列で表示します。これは、パケット ヒストグラムと呼ばれます。パケット キャ
プチャ フローの図表を提供し、パケット リストを参照することができます。フィルタに一致する
パケットのみの分布を表示するために、フィルタを適用できます。

• デコーダ ペインのレイアウト設定を変更します。
• 特定のプロトコルの色を有効または無効にして、視覚的により簡単に追跡できるようにします。
• 16 進数データ ペインのフォント サイズを変更します。オプションを表示するには、ペインの右上
隅の上にマウス カーソルを置きます。

• [Packet Range] ボタンを使用して、パケット リスト内のパケットの現在の範囲を表示します。
• あとで使用できるようフィルタを保存します。必要に応じて、既存のフィルタを編集または削除も
できます。
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（注）

これらの機能を使用するには、キャプチャを一時停止または停止する必要があります。
疑いのあるトラフィックのパケット デコード情報を検査するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] または [Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Files]
の順に選択します（デコードするタイプに基づく）。

ステップ 2

キャプチャ セッションまたはファイルを選択し、[Decode] ボタンをクリックします。[Packet
Decoder] ウィンドウが表示されます。テーブルの詳細については、表 5-9 を参照してください。

Packet Decoder に表示されるパケットのフィルタリング
Packet Decoder に表示されたパケットをフィルタするには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Packet Decoder] ウィンドウで、[Display Filter] ボタンをクリックします。[Packet Decoder - Display
Filter] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

次の手順を実行します。

• [Filter Mode] を選択します。
– [Inclusive] を選択すると、条件に一致するパケットが表示されます。
– [Exclusive] を選択すると、条件に一致しないパケットが表示されます。
• [Address Filter] を選択します。
– IP アドレスの場合は [IP address] フィルタを選択します。
– MAC アドレスの場合は [MAC Address] フィルタを選択します。
– [Source] では、送信元アドレスを指定できます。指定する必要のない場合は。空白のままにす
ることができます。

– [Destination] では、宛先元アドレスを指定できます。指定する必要のない場合は。空白のまま
にすることができます。

– [Both Directions] をオンにすると、どちらの方向に移動するパケットも照合できます。
• [Protocol Filter] を定義します。
– いずれかのプロトコルまたはフィールドの一致するパケットを表示するには、[Match any] を
選択します。
または

– すべてのプロトコルまたはフィールドの一致するパケットを表示するには、[Match all] を選択
します。

– [Protocols] リストからプロトコルを選択します。
（注）

プロトコル名の先頭の数文字を入力して、目的のプロトコルに直接移動できます。入力ミスを
した場合にリセットするには、ESC キーまたは SPACE キーを押します。

– 必要に応じて [Fields] リストからプロトコルのフィールドを選択し、フィールド値を選択しま
す。
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• [Custom Filter] を選択します。カスタム表示フィルタの設定方法については、「カスタム表示フィ
ルタ」（P.5-35）を参照してください。
ステップ 3

[OK] をクリックしてフィルタを適用し、ウィンドウを閉じるか、または [Apply] をクリックしてフィ
ルタを適用し、ウィンドウを開いたままにしておきます。

詳細なプロトコル デコード情報の表示
詳細なプロトコル デコード情報を表示するには、次の操作を行います。
ステップ 1

詳細情報を必要とするパケット番号を強調表示します。
パケットに関する詳細情報が、[Protocol Decode] ペインおよびウィンドウ下部の 16 進数ダンプ ペイ
ンに表示されます。

（注）

[Protocol Decode] ペインで詳細を強調表示すると、対応するバイトが下の 16 進数ダンプ ペインで強
調表示されます。

ステップ 2

（注）

情報を調べるには、下部ペインのスクロール バーを使用します。

SCCP トラフィックをデコードすると、Prime NAM はプロトコルを SCCP としてではなく、スキニー
としてリストします。

ヒント

•

プロトコルは、[Packet Browser] および [Protocol Decode] ペインの両方で色分けされます。

• プロトコル情報を縮小および展開するには、[Protocol Decode] ペインでプロトコル名をクリック
します。

• ペインのサイズを調整するには、ペイン フレームをクリックし、上または下にドラッグします。

[Packet Decoder] ウィンドウおよび [Browser] ペインの理解
表 5-9 に、NAM - [Packet Decoder] ウィンドウのパケット デコーダの操作を示します。
図 5-5 に、[NAM Packet Analyzer] ウィンドウの例を示します。
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図 5-5

NAM Packet Analyzer デコード ウィンドウ

表 5-9

Packet Decoder の操作

ボタン

説明

Stop

パケットのロードを中止します。

Prev

NAM からの直前のパケット ブロックをロードおよびデコードします。

Next

NAM からの次のパケット ブロックをロードおよびデコードします。

Go To

指定したパケット番号から始まるパケット ブロックをロードおよびデコードしま
す。

Display Filter

[Display Filter] ダイアログを起動します 「Packet Decoder に表示されるパケット
のフィルタリング」（P.5-31）を参照してください。

TCP Stream

選択した TCP パケットの TCP ストリームに従います。トラフィックのパターンに
よっては、長時間かかることがあります。

表 5-10 に、[Packet Browser] ペインに表示される情報を示します。
表 5-10

Packet Browser

フィールド

説明

Pkt

キャプチャ シーケンスの番号順に表示されたパケット番号。デコード（表示）フィルタがアクティブな場
合、パケット番号は連続しないことがあります。

Time

表示された最初のパケット（バッファ内の最初のパケットではありません）に関して、パケットがキャプ
チャされた時間。絶対時間を調べるには、[Detail] ウィンドウを参照します。

Size

パケットのサイズ（バイト単位）。
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表 5-10

Packet Browser （続き）

フィールド

説明

Source

パケットの送信元。ホスト名、IP、IPX、または MAC アドレスとして表示されることがあります。IP アド
レスのホスト名解決をオンまたはオフにするには、[Setup] タブをクリックして、[Preferences] でこの設定を
変更します。

Destination パケットの宛先。ホスト名、IP、IPX、または MAC アドレスとして表示されることがあります。
Protocol

パケットのトップ レベルのプロトコル。

Info

パケットの内容に関する短いテキスト情報。

アラームによってトリガーされるキャプチャの使用
定義されたアラーム イベントによって自動的に開始または中止される、複数のキャプチャを設定でき
ます。アラームによってトリガーされるキャプチャを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Setup] > [Alarms] > [Alarm Events] ウィンドウから、アラーム イベントを作成します。
データをキャプチャするイベントのタイプに対し、[Alarm Event] を設定します。詳細については、
「アラームアクションの設定」（P.3-41）を参照してください。

ステップ 2

[Setup] > [Alarms] > [Alarm Thresholds] ウィンドウから、イベントのしきい値を設定します。
関連する [Alarm Event] で、対象のパラメータのしきい値を設定します。詳細については、「しきい値
の定義」（P.3-44）を参照してください。

ステップ 3

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] ウィンドウから、キャプチャ セッションを設定しま
す。[Create] をクリックします。
関連する [Alarm Event] に対し、[Start Event] または [Stop Event]（またはその両方）を選択します。
詳細については、「キャプチャ セッションの設定」（P.5-5）を参照してください。

時間ベース キャプチャの使用方法
定義した特定の時間または期間に基づいて自動的に開始および停止する、時間ベースでトリガーされる
複数のキャプチャを設定できます。次に、パケット データをキャプチャするために 60 分のウィンドウ
を設定する例を示します。
時間ベースでトリガーされるキャプチャを設定するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Sessions] ウィンドウから、新しいキャプチャを作成します。

ステップ 2

自動キャプチャの [Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

開始日時および期間（分単位）を [60] に設定します。

ステップ 4

キャプチャ データを保存するために適切なストレージ タイプを選択します。たとえば、[memory

HDD] へのキャプチャを選択します。
ステップ 5

適切なソフトウェア フィルタを選択します。

ステップ 6

[Submit] をクリックします。`
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ステップ 7

キャプチャ セッションを開始するには、[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] メニューに
戻り、以前作成したキャプチャ セッションを選択して、[Start] をクリックします。

カスタム表示フィルタ
カスタム表示フィルタを使用して、カスタマイズしたフィルタを作成および保存すると、[Decode]
ウィンドウで使用して表示するパケットを制限できます。
カスタム表示フィルタの設定および管理のヘルプについては、次のトピックを参照してください。

• 「カスタム表示フィルタの作成」（P.5-35）
• 「カスタム表示フィルタの編集」（P.5-38）
• 「カスタム表示フィルタの削除」（P.5-39）

カスタム表示フィルタの作成
カスタム表示フィルタを作成するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet/Capture Decode] > [Sessions] の順に選択します。
ページの下に [Hardware Filters] ボックスが表示されます。

ステップ 2

[Create] をクリックします。[Custom Decode Filter] ダイアログ ボックス（表 5-11）が表示されます。

ステップ 3

各フィールドに、適切な情報を入力します。

表 5-11

[Custom Decode Filter] ダイアログ ボックス

フィールド

説明

使用方法

Filter Name

キャプチャ フィルタの名前。

作成するフィルタの名前を入力します。

Description

キャプチャ フィルタの説明。

フィルタの説明を入力します。

Protocol

パケットと照合するプロトコル。

リストからプロトコルを選択します。（プロトコルに関係な
くすべてのパケットを照合する場合は、[All] を選択しま
す）

Address

MAC アドレスまたは IP アドレスのどちらで パケットの送信元 / 宛先 MAC アドレスを使用してフィルタ
フィルタリングするかを指定します。
リングするには、[MAC] を選択します。

（MAC or IP）

パケットの送信元 / 宛先アドレスを使用してフィルタリング
するには、[IP] を選択します。
Both Directions

フィルタが双方向のトラフィックに適用され
るかどうかを指定します。

送信元がホスト A で宛先がホスト B の場合、双方向をイ
ネーブルにすると、A から B および B から A のパケットが
フィルタリングされます。
送信元がホスト A で宛先が指定されていない場合、双方向
をイネーブルにすると、ホスト A へのパケットとホスト A
からのパケットの両方がフィルタリングされます。

Offset

パケット データ照合を開始する [Base] から
のオフセット（バイト数）。

10 進数値を入力します。
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表 5-11

[Custom Decode Filter] ダイアログ ボックス （続き）

フィールド

説明

使用方法

Base

オフセットが計算されるベース。

[absolute] またはプロトコルを選択します。

[absolute] を選択した場合、オフセットはパ
ケットの絶対開始位置（たとえば、イーサ
ネット フレームの先頭）から計算されます。
プロトコルを選択した場合、オフセットはパ
ケットのプロトコル部分の先頭から計算され
ます。パケットにプロトコルが含まれていな
い場合、パケットはこの照合に失敗します。
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表 5-11

[Custom Decode Filter] ダイアログ ボックス （続き）

フィールド

説明

使用方法

Data Pattern

パケットと照合するデータ。

hh hh hh ...（ hh は 0 ～ 9 または a ～ f の 16 進数）を入
力します。使用しない場合は、空白にします。

Filter
Expression

複雑なフィルタ条件を設定する高度な機能。 「カスタム デコード フィルタ式作成のヒント」（P.5-37）を
参照してください。
最も単純なフィルタにより、プロトコルまた
はフィールドの存在をチェックできます。た
とえば、単純なフィルタ式 ipx を使用して、
IPX プロトコルを含むすべてのパケットを表
示できます。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。

• フィルタを作成するには、[Submit] をクリックします。
• フィルタの作成を取り消すには、[Cancel] をクリックします。

カスタム デコード フィルタ式作成のヒント
表 5-12 に示されている論理演算子および比較演算子を使用して、カスタム デコード フィルタ式を構築
できます。
表 5-12

論理演算子と比較演算子

オペレータ

意味

and

論理積

or

論理和

xor

排他的論理和

not

論理否定

==

等しい

!=

等しくない

>

不等号（大なり）

カッコ内で部分式をグループ化することもできます。フィルタ式では次のフィールドを使用できます。
フィールド

フィルタ基準

フォーマット

eth.addr
eth.src
eth.dst

MAC アドレス

hh:hh:hh:hh:hh:hh（h は

ip.addr
ip.src
ip.dst

IP アドレス

n.n.n.n または n.n.n.n/s（ n は

tcp.port
tcp.srcport
tcp.dstport

TCP ポート番号

0 ～ 9 または a ～ f の 16 進数）。

0 ～ 255 の数値、s は 0 ～ 32 のホス

トを含まないホスト名）。

0 ～ 65535 の 10 進数。
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フィールド

フィルタ基準

フォーマット

udp.port
udp.srcport
udp.dstport

UDP ポート番号

0 ～ 65535 の 10 進数。

protocol

プロトコル

[Custom Decode Filter] ダイアログ ボックスの [Protocol] リストをク
リックして、フィルタリングできるプロトコルのリストを確認しま
す。

protocol [offset:length] プロトコルのデータ

パターン

hh:hh:hh:hh...（hh は

0 ～ 9 または a ～ f の 16 進数）。

offset および length は

10 進数。

offset は 0 から開始し、パケットの protocol 部分の先頭と関連して
います。

frame.pkt_len

パケット長

パケット長を表す 10 進数。切り捨てられたキャプチャ パケット長で
はありません。

カスタム デコード フィルタ式の例

• 111.122.133.144 からの SNMP パケットを照合するには、次のように入力します。
snmp and (ip.src == 111.122.133.144)

• 111.122 クラス B ネットワークからの IP パケットを照合するには、次のように入力します。
ip.addr == 111.122.0.0/16

• ポート 80 への TCP パケットおよびポート 80 からの TCP パケットを照合するには、次のように入
力します。
tcp.port == 80

• TOS 値は、IP ヘッダーのバイト 1（2 番めのバイト）に保存されます。16 の TOS 値（0x10）を持
つ IP パケットを照合するには、次のように入力します。
ip[1:1] == 10

• TCP 確認応答番号は、TCP ヘッダーのバイト 8 ～ 11 に保存されます。確認応答番号 12345678
（0xBC614E）を持つ TCP パケットを照合するには、次のように入力します。
tcp[8:4] == 00:BC:61:4E

（注）

[Custom Decode Filter] ダイアログ ボックスでは、フィルタ式を他のフィールドと組み合わせて使用で
きます。この場合、フィルタ式は他の条件との論理積がとられます。
無効または矛盾するフィルタ式では、パケットは照合されません。

カスタム表示フィルタの編集
カスタム表示フィルタを編集するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Display Filters] の順に選択します。

ステップ 2

編集するフィルタを選択し、[Edit] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じて、各フィールドの情報を変更します。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。

• 変更内容を適用するには、[Submit] をクリックします。
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• 変更したページをクリアするには、[Reset] をクリックします。
• 変更を適用せずにページを終了するには、[Cancel] をクリックします。

カスタム表示フィルタの削除
カスタム表示フィルタを削除するには、次の操作を行います。
ステップ 1

[Capture] > [Packet Capture/Decode] > [Display Filters] の順に選択します。

ステップ 2

削除するフィルタを選択し、[Delete] をクリックします。

ステップ 3

確認のダイアログ ボックスで、次のいずれかを選択します。

• フィルタを削除するには、[OK] をクリックします。
• 取り消すには、[Cancel] をクリックします。
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ネットワークの管理
この 章 では、Cisco Prime ネットワーク解析モジュール ソフトウェアで実行する必要があるユーザお
よびシステム管理タスク、およびテクニカル サポートの要求時に診断情報を生成する方法について説
明します。
この章は、次の項で構成されています。

• 「システム データの管理」（P.6-1）
• 「システム管理の実行」（P.6-2）
• 「診断ツールを使用したトラブルシューティング」（P.6-13）
• 「ユーザ アクセスの制御」（P.6-14）

システム データの管理
管理者のロールの 1 つは、次の目的のために、Prime NAM のネットワーク データの収集および保持を
管理することです。

• システムのユーザの実際のニーズに合わせて拡張する。
• 監視対象デバイス、アプリケーション、およびネットワーク帯域幅の負荷を最小限に抑える。
• ハードウェア障害に対処する。
次の各項では、これらの目標を達成する方法、およびその他のデータ管理タスクを実行する方法につい
て説明します。

• 「バックアップの処理」（P.6-1）
• 「ストレージ要件の縮小」（P.6-1）

バックアップの処理
必要に応じて設定およびデータを復元できるように、システムをバックアップすることが重要です。十
分なデータのバックアップがスケジュールされていることを確認します。

ストレージ要件の縮小
ネットワーク管理者は、ネットワークのストレージの要件を縮小し、バックアップおよびリカバリなど
のタスクでの帯域幅効率を向上させる方法を一貫して探しています。
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サポートされるプラットフォーム上で Prime NAM のパケットの重複排除を設定することで、検査した
セグメントが特定の時間ウィンドウ内の別のパケットと一致するパケットは重複としてマークされ、転
送されません。
設定時の注意事項および手順については、「ハードウェア内の重複排除の設定」（P.3-39）を参照してく
ださい。

システム管理の実行
次のシステム管理タスクを実行できます。

• 「Prime NAM のヘルスおよびトラフィック統計情報のモニタリング」（P.6-2）
• 「ネットワーク パラメータの設定」（P.6-4）
• 「SNMP エージェントの設定」（P.6-4）
• 「システム時刻の同期」（P.6-6）
• 「アラームの電子メール通知の設定」（P.6-10）
• 「Web データ パブリケーションの有効化による NAM データの共有」（P.6-10）
• 「Syslog メッセージを受信するリモート サーバの設定」（P.6-11）
• 「Prime NAM から SNMP トラップを受信するホストの設定」（P.6-12）
• 「システム設定のリセット」（P.6-12）

Prime NAM のヘルスおよびトラフィック統計情報のモニタリング
Cisco NAM が過負荷にならずに効率的かつ効果的にトラフィックを処理することを確認することが重
要なタスクです。
Cisco NAM で受信されたネットワーク トラフィックに加え、そのヘルスに関するデータ（サーバ ネッ
トワークの詳細、および CPU、メモリ、データ使用状況など）を表示するには、[Administration] >
[System] > [Overview] を使用します。
スケーラビリティの問題を特定し、トラブルシューティングを支援するには、[Inputs] および

[Resources] タブで提供されるデータを使用します。
表 6-1 に、[System Overview] ウィンドウの情報の種類を示します。
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表 6-1

システムの概要

フィールド

説明

[Inputs] タブ
Cumulative Input
Statistics

NAM が受信するすべてのトラフィックのヘルスおよび
使用状況の情報。受信パケット数（Rx Packets）、消失ま
たはドロップされたパケット数（Rx Packets Lost）、受
信バイト数（Rx Bytes）を表示します。[Cumulative] カ
ラムは NAM が起動してからの累積カウント、[Rate] カ
ラムは直前の 10 秒間の同じカウンタを示します。

Input Traffic

選択した入力に基づくバイトおよびパケット単位の使用
状況情報。図表形式または表形式を切り替えることがで
きます。データは、30 秒ごとに更新され、過去 1 時間の
データが含まれます。テーブルの時間間隔は変更できま
せん。入力テーブル レートは 10 秒ごとに計算されます。
凡例は、ある期間にわたって収集されたデータに関して
ソフトウェアによって提供される標準統計情報のデータ
を提供します。
（注）

このページで PA トラフィックを表示するには、
ポート 3100 を使用して PA トラフィックを
NAM に送信するようにデバイスを設定する必要
があります。

[Resources] タブ
Date

現在の日付と時刻（スイッチ、ルータ、または NTP サー
バと同期している）

Host Name

NAM のホスト名

IP Address

選択（IPv4 または IPv6）に基づく NAM IP アドレス情
報。

System Uptime

ホストが中断なしで稼働する時間の長さ

Disk Usage

config、root、および data パーティションと、それぞれ
の総容量および空き容量。パフォーマンス データベース
ファイル（DB）およびディスクに対するパケット キャ
プチャ（キャプチャ ファイル）で使用されるディスク容
量も表示します。
十分なディスク容量があることを確認し、必要に応じて
必要なメンテナンスを実行するためにこの情報を使用し
ます。

Utilization

NAM によって消費されるメモリ リソースの比率、およ
び使用可能な合計メモリ。

CPU Usage

NAM によって消費される CPU リソースの比率。マルチ
CPU プラットフォームの CPU はそれぞれ個別に示され
ます。
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ネットワーク パラメータの設定
サイトのネーム サーバなどのネットワーク パラメータを表示および設定するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[Administration] > [System] > [Network Parameters] を選択します。
[Network Parameters] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

情報を入力または変更します。

ステップ 3

次のどちらかを実行します。

• 変更を保存するには、[Submit] をクリックします。
• 変更を取り消すには、[Reset] をクリックします。

SNMP エージェントの設定
SNMP エージェントは、管理対象デバイス内のネットワーク管理ソフトウェア モジュールです。管理
情報に関するローカルな知識があり、その情報を SNMP と互換性のある形式に変換します。
SNMPv2 および SNMPv1 に加えて、SNMPv3 でデバイスを管理できます。NAM は管理対象デバイス
をポーリングして、その基本的な状態およびインターフェイスの統計情報を取得します。NAM ブレー
ドの場合、管理対象デバイスは NAM が挿入されているスイッチで、NAM ソフトウェアは、ポーリン
グを行うために、SNMP およびコミュニティ ストリングの使用をスイッチとネゴシエーションします。
このコミュニティ ストリングは NAM と使用する場合のみ有効です。セキュリティを考慮して、ス
イッチではコミュニティ ストリングが NAM の IP アドレスのみに関連付けられ、他の SNMP アプリ
ケーションではこのスイッチとの通信にこのコミュニティ ストリングを使用することはできません。
コミュニティ ストリングの詳細については、「NAM コミュニティ ストリングの使用」（P.6-5）を参照
してください。
また、さらにセキュリティ上の問題を軽減するために、SNMP は NAM ブレードの間で交換を行い、
スイッチは内部バックプレーン バスで行われます。これらの SNMP パケットは、スイッチの外にある
どのネットワークまたはインターフェイスでも見えません。スイッチ内部では、完全にセキュアなアウ
トオブバンド チャネルです。

Cisco NAM アプライアンスなど他のプラットフォームの場合は、任意の IP アドレスを入力し、それを
管理対象デバイスとして使用できます。管理対象デバイスの設定では、仮想 NAM プラットフォーム管
理対象デバイスは NAM アプライアンスと同様に機能します。すべてのプラットフォームで、NAM は
一度に 1 台の管理対象デバイスのみデータをモニタし、表示できます。
この場合、管理対象デバイスは、よりセキュアであるという理由で SNMPv3 のみ使用する場合があり
ます。

（注）

NAM ブレードは、SNMPv2 を使用して、管理対象デバイスをローカルに管理します。
NAM SNMP エージェントを表示および設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Administration] > [System] > [SNMP Agent] を選択します。

ステップ 2

[NAM SNMP] ウィンドウの情報を入力または変更します。フィールドは、表 6-2 で詳しく説明されて
います。
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表 6-2

[System SNMP] ダイアログボックス

フィールド

説明

Contact

NAM の担当者の名前

Name

NAM の名前

Location

ステップ 3

（任意）NAM を搭載するスイッチまたはルータの物理的な場所

次のどちらかを実行します。

• 変更を保存するには、[Submit] をクリックします。
• 変更を取り消すには、[Reset] をクリックします。

NAM コミュニティ ストリングの使用
コミュニティ ストリングを使用することにより、他のアプリケーションが、SNMP get および SNMP
set 要求の NAM への送信、収集の設定、データのポーリングなどを実行できるようになります。

NAM コミュニティ ストリングの作成
NAM コミュニティ ストリングを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [System] > [SNMP Agent] を選択します。
ウィンドウの下部に、[NAM Community Strings] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

[ 作成（Create）] をクリックします。
[SNMP Agent] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

コミュニティ ストリングを入力します（意味のある名前を使用）。

ステップ 4

[Verify Community] フィールドに、コミュニティ ストリングを再入力します。

ステップ 5

次の基準を使用して、読み取り専用権限、または読み取り / 書き込み権限を割り当てます。

• 読み取り専用は、SNMP MIB 変数への読み取りアクセスだけが可能です（get）。
• 読み取り / 書き込みは、SNMP MIB 変数への完全な読み取りおよび書き込みアクセスが可能です
（get と set）。
ステップ 6

次のどちらかを実行します。

• 変更するには、[Submit] をクリックします。
• リセットするには、[Reset] をクリックします。
• キャンセルし、前のウィンドウに戻るには [Cancel] をクリックします。
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NAM コミュニティ ストリングの削除
NAM コミュニティ ストリングを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [System] > [SNMP Agent] を選択します。
ウィンドウの下部に、[NAM Community Strings] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

注意

エントリを選択して、[Delete] をクリックします。

NAM コミュニティ ストリングを削除すると、SNMP エージェントの外部から NAM への SNMP 要
求がブロックされます。
コミュニティ ストリングが削除されます。

ルータ コミュニティ ストリングのテスト
ルータが SNMP を使用して NAM に情報を送信する前に、NAM で設定されているルータ コミュニ
ティ ストリングは実際のルータで設定されているコミュニティ ストリングと一致する必要があります。
[Router Parameters] ダイアログボックスに、ルータ名、ハードウェア、スーパーバイザ エンジン ソフ
トウェアのバージョン、システム稼働時間、ロケーション、連絡先情報が表示されます。
ローカル ルータ IP アドレスおよび SNMP コミュニティ ストリングは、NAM がローカル ルータと通
信できるように設定する必要があります。
コミュニティ ストリングをルータに設定するには、ルータ CLI を使用します。CLI の使用方法につい
ては、デバイスに付属しているマニュアルを参照してください。

注意

入力するルータ コミュニティ ストリングは、ルータの読み取り / 書き込みコミュニティ ストリング
と一致する必要があります。一致しない場合、ルータと通信できません。
ルータ コミュニティ ストリングをテストするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Setup] > [Managed Device] > [Device Information] を選択します。
[Device Information] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

デバイスのコミュニティ ストリングを入力します。

ステップ 3

[Test Connectivity] をクリックします。

ステップ 4

NAM がデバイスと通信できるようになるまでしばらく待ちます。OK と表示されたら、[Submit] をク
リックします。

システム時刻の同期
Prime NAM ソフトウェア アプリケーションの Linux システム時刻がパケットのタイムスタンプ、およ
び NAM プラットフォームの外側の標準時刻源と同期していることを確認します。パケット タイミン
グ分析は、アプリケーション応答時間の測定、音声とビデオの品質メトリック、パケットのデコード
データ、レポート、およびその他の多くのネットワーク統計をサポートするために使用します。
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NAM は、NAM プラットフォームのタイプに応じて複数のソースから UTC（GMT）を取得します。
すべての NAM は、外部 NTP サーバから時刻を取得するように設定できます。他の NAM プラット
フォームは、高い確度と精度のために IEEE 1588 高精度時間プロトコル（PTP）ベースのマスターも
使用できます。

注意

クライアント コンピュータおよび NAM サーバ両方で、それぞれ該当のタイム ゾーンの時間が正確
に設定されている必要があります。クライアントまたはサーバ時間に誤りがあれば、GUI に表示さ
れるデータに誤りが生じます。
「ff fe」、MAC アドレ
クロック ID は、以下の例に示すように、MAC アドレスの最初の 3 オクテット、
スの最後の 3 オクテットで構成されています。
root@nam.localdomain# sho time ptp parent
PTP PARENT PROPERTIES
Parent Clock:
Parent Clock Identity: 0xec:44:76:ff:fe:5d:12:0
Parent Port Number: 6

NAM が時間を取得したら、[NAM System Time] 設定ウィンドウを使用してローカル タイム ゾーンを
設定できます。
特定のハードウェア プラットフォームに対して NAM システム時刻を設定する方法の詳細については、
「特定のプラットフォームに対する NAM システム時刻の同期」（P.6-7）を参照してください。

特定のプラットフォームに対する NAM システム時刻の同期
NAM システム時刻が正しく設定されていることを確認します。システム時刻に誤りがあれば、時間範
囲のために NAM データ プレゼンテーションが不正確になるので、NAM データの解釈が正しくなくな
る可能性があります。
一部のプラットフォームは自動的に同期されますが、データが正確になるためには、NAM およびルー
タまたはスイッチに加えてクライアント ブラウザが同期する必要があります。プラットフォームの時
刻の同期を実行することを推奨します。
次のいずれかの方法を使用して NAM システム時刻を設定できます。

• 「NAM システム時刻とスイッチまたはルータとの同期」（P.6-8）
このオプションは NAM-1X、NAM-2X、NAM-3、NME-NAM、SM-SRE、および NAM-NX1 に
のみ有効です。

• 「NAM システム時刻のローカルな同期」（P.6-8）
このオプションは Cisco NAM アプライアンス、Nexus 1000 VSB、vNAM にのみ有効です。

• 「NTP サーバによる NAM システム時刻の設定」（P.6-8）
これはすべてのプラットフォームに有効で、推奨オプションです。

• 「高精度時間プロトコル（IEEE 1588）を使用した NAM システム時刻の設定」（P.6-9）
このオプションは、NAM-NX1 および NAM-3 に有効です。
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NAM システム時刻とスイッチまたはルータとの同期

（注）

この項は、NAM-1X、NAM-2X、NAM-3 、NME-NAM、SM-SRE、および NAM-NX1 にのみ有効で
す。追加のプラットフォーム オプションについては、「特定のプラットフォームに対する NAM システ
ム時刻の同期」（P.6-7）を参照してください。
スイッチまたはルータから NAM システム時刻を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Administration] > [System] > [System Time] を選択します。

ステップ 2

[Switch] または [NTP Server] オプション ボタンを選択します。

ステップ 3

地域とローカル タイム ゾーンをリストから選択します。

ステップ 4

次のどちらかを実行します。

• 変更を保存するには、[Submit] をクリックします。
• 設定を変更しない場合は、[Reset] をクリックします。

NAM システム時刻のローカルな同期

（注）

この項は、Cisco NAM アプライアンス、Nexus 1000V 、vNAM に有効です。追加のプラットフォーム
オプションについては、
「特定のプラットフォームに対する NAM システム時刻の同期」
（P.6-7）を参照
してください。

NAM システム時刻をローカルに設定するには、NAM コマンドラインを使用します。
ステップ 1

NAM のコマンドライン インターフェイスにログインします。

ステップ 2

CLI clock set コマンドを使用してクロックを設定します。
clock set <hh:mm:ss:> <mm/dd/yyyy>

ステップ 3

Prime NAM GUI で、[Administration] > [System] > [System Time] を選択します。

ステップ 4

[Local] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 5

地域とローカル タイム ゾーンをリストから選択します。

ステップ 6

次のどちらかを実行します。

• 変更を保存するには、[Submit] をクリックします。
• 設定を変更しない場合は、[Reset] を選択します。

NTP サーバによる NAM システム時刻の設定
NTP サーバを使用して NAM のシステム時刻を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

NAM アプライアンス GUI で、[Administration] > [System] > [System Time] を選択します。

ステップ 2

[NTP Server] オプション ボタンを選択します。
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ステップ 3

1 つまたは 2 つの NTP サーバ名または IP アドレスを、[NTP sever name] テキスト ボックスまたは [IP
Address] テキスト ボックスに入力します。

ステップ 4

地域とローカル タイム ゾーンをリストから選択します。

ステップ 5

変更を保存するには、[Submit] をクリックします。

高精度時間プロトコル（IEEE 1588）を使用した NAM システム時刻の設定
高精度時間プロトコル（PTP）を使用するには、PTP 対応またはマルチキャスト対応のスイッチを
NAM-3 の前面にある SYN ポートに接続するだけでなく、PTP マスターをスイッチに接続する必要が
あります。

（注）

この項は、NAM-3 および NAM-NX1 に適用できます。この機能に関連しているハードウェア設定の
要件の詳細については、特定の NAM installation guide を参照してください。追加のプラットフォーム
オプションについては、
「特定のプラットフォームに対する NAM システム時刻の同期」
（P.6-7）を参照
してください。

PTP を使用して NAM システム時刻を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

NAM で、[Administration] > [System] > [System Time] を選択します。

ステップ 2

[PTP] オプション ボタンを選択します。

ステップ 3

[PTP Interface IP Address] フィールドに PTP インターフェイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 4

[PTP Interface Subnet Mask] フィールドにサブネット マスクを入力します。

ステップ 5

NAM ローカル タイム ゾーンに対して、ドロップダウン リストから地域とゾーンを選択します。

ステップ 6

変更を保存するには、[Submit] をクリックして、引き続き次の項「高精度時間プロトコルのステータ
ス表示」で PTP の詳細情報を表示します。

高精度時間プロトコルのステータス表示
ステップ 1

上記の手順「高精度時間プロトコル（IEEE 1588）を使用した NAM システム時刻の設定」を使用して
PTP を設定します（これはステータスが正常に表示される前に行う必要があります）。

ステップ 2

[Administration] > [System] > [System Time] を選択します。

ステップ 3

ドロップダウン メニューから選択し、[Show] ボタンをクリックします。表示されるポップアップ ウィ
ンドウに、選択した内容の詳細情報が表示されます。

• clock
• foreign-master-record
• parent
• time-property

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

6-9

第6章

ネットワークの管理

システム管理の実行

アラームの電子メール通知の設定
アラーム通知やレポートを電子メールで送信するように Prime NAM を設定できます。
電子メール通知を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[Administration] > [System] > [E-Mail Setting] を選択します。
[Enable Mail] チェックボックスをオンにし、必須情報またはオプション フィールド情報を入力しま
す。
表 6-3 に 「Mail Configuration オプション」を示します。

ステップ 3

オプションの [Advanced Settings] チェックボックスをオンにし、表示されたフィールドに詳細を入力
します。

ステップ 4

変更を保存するには、[Submit] をクリックします。または、ダイアログに入力した文字をクリアする、
または以前の設定に戻すには、[Reset] をクリックします。

表 6-3

Mail Configuration オプション

フィールド

説明

Enable Mail

レポートおよびアラーム通知の E メール送信をイネーブルにします。

External Mail Server

外部メール サーバの識別名。

Send Test Mail to

オプション 最大 3 つまで、E メール受信者の電子メール アドレスを一覧
表示します。

Mail Alarm to

この受信者はアラーム通知およびスケジュールされたエクスポートを受信
します。

Advanced Settings

電子メール アクセス サーバ ポートを指定できるほか、暗号化プロトコル
を選択できます。

Mail Server Port

オプション NAM の電子メール ポートを指定します。

Mail Server
Encryption

オプション 電子メール メッセージに対して暗号化されたセキュア ソケッ
ト レイヤ（SSL）またはトランスポート層セキュリティ（TLS）を選択
します。

Web データ パブリケーションの有効化による NAM データの共有
Web データ パブリケーションでは、一般の Web ユーザや Web サイトが、ログイン セッションを確立
することなく、選択された NAM のモニタ画面やレポート画面にアクセス（またはリンク）できます。
Web データ パブリケーションは、オープンにすることもできれば、アクセス コントロール リスト
（ACL）またはパブリケーション コード、もしくは両方を使用して制限することもできます。公開され
たデータにアクセス可能にするために、必要な場合は、パブリケーション コードを URL アドレスまた
はクッキーで提供する必要があります。
Web データ パブリッシングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [System] > [Web Data Publication] を選択します。

ステップ 2

[Enable Web Data Publication] チェックボックスをオンにします。
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ステップ 3

パブリケーション コードを入力します（オプション）。これは、開されたページにアクセスするため
に、URL のクッキーに必要なパスコード。たとえば、abc123 に設定されたパブリケーション コード
では、次の公開されたウィンドウにアクセスできます。

http://<nam-hostname>/application-analysis/index?publicationcode=abc123
ステップ 4

ACL Permit IP Address/Subnets を入力すると、それらの IP アドレスまたはサブネットだけに、Web パ
ブリケーションへのアクセスを許可します。何も入力しないと、対象を問わずオープンなアクセスを提
供します。

ステップ 5

（注）

Web パブリッシングをイネーブルにするには、[Submit] をクリックします。または、ダイアログに入
力した文字をクリアするには、[Reset] をクリックします。

新しい iSCSI ストレージ エントリを有効にするには、NAM システムをリブートする必要があります。

Syslog メッセージを受信するリモート サーバの設定
NAM syslogs は、アラームしきい値イベント、音声しきい値イベント、またはシステム アラートにつ
いて作成されます。syslog メッセージは、NAM 上でローカルにロギングされるようにするか、リモー
ト ホストでロギングされるようにするか、または両方でロギングされるようにするかを指定できます。

NAM を使用して、ローカルの NAM syslog を表示できます。
リモート ホストでロギングする場合、ほとんどの Unix 対応システムでは、着信 syslog メッセージを
処理する Syslog Collector は facility フィールドを使用して、メッセージに書き込むファイルを判断し
ます。local7 というファシリティが使用されます。local7 が正しく処理されるよう、Syslog Collector
の設定を確認します。

NAM syslog を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [System] > [Syslog Setting] を選択します。
[NAM Syslog Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Remote Server Names）] フィールドに、syslog メッセージのロギングを行う最大 5 つのリモート シス
テムの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。入力した各アドレスが、3 種類のアラームすべて（ア
ラームしきい値、音声シグナリングのしきい値、およびシステム）を受け取ります。

ステップ 3

[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルします。
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Prime NAM から SNMP トラップを受信するホストの設定
トラップは、イベントにまたがるしきい値によってトリガーされたアラームの保存に使用されます。ア
ラームがトリガーされたら、イベントをトラップして、別のホストに送信することができます。トラッ
プによる通知を使用すると、それほど重要ではない SNMP 要求を削減できるので、ネットワークと
エージェントのリソースを大幅に節約できます。

Prime NAM がトラップを送信するホストの宛先を設定、編集、または削除するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[Administration] > [System] > [SNMP Trap Setting] を選択します。
[SNMP Trap Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

[Create] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Community] フィールドに、[NAM Thresholds] に設定されたコミュニティ ストリングを入力します。

ステップ 4

[IP Address] フィールドに、アラームとトラップのコミュニティ ストリングが一致した場合のトラップ
の送信先とする IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[UDP Port] フィールドに、UDP ポート番号を入力します。

ステップ 6

[Submit] をクリックして変更内容を保存するか、または [Reset] をクリックしてキャンセルし、設定を
変更せずそのままにします。

システム設定のリセット
Prime NAM 表示やロギングの特性を変更するには、[Administration] > [System] > [Preferences] を選
択します。表 6-4 に、[Preferences] ウィンドウのフィールドを示します。
表 6-4

System ビューとロギング プリファレンス

フィールド

説明

Refresh Interval (60-3600 sec)

ダッシュボードの情報をリフレッシュする時間の間隔。

Top N Entries (1-10)

Top N グラフの色分けバーの数。

Perform IP Host Name Resolution

IP アドレスの代わりにホスト名を表示します。このオプ
ションは、DNS ルックアップを使用して変換を実行しま
す。

Data Displayed In

ビットまたはバイト単位で表示されるデータ。

International Notation

番号付けの表示オプション。

Audit Trail

記録された最近のイベントのリストを表示します。これ
には、CLI および GUI 設定イベントが含まれます。

Capture File Download Format

キャプチャされたファイルをローカル マシンにダウン
ロードする方法を変更するには、ENC（.enc）または
PCAP（.pcap）形式を選択します。
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診断ツールを使用したトラブルシューティング
[Administration] メニューの [Diagnostics] オプションには、トラブルシューティングを支援するツー
ルがあります。Cisco Technical Assistance Center（TAC）からのサポートが必要な問題が発生したと
きに、これらのツールを使用できます。次のオプションがあります。オプションは次のとおりです。
• 「システム アラート」（P.6-13）
• 「監査証跡」（P.6-13）
• 「テクニカル サポート」（P.6-14）

NAM のトラブルシューティングの詳細については、ネットワークおよび NAM の問題のトラブル
シューティングを参照してください。

システム アラート
通常の運用中に NAM が検出した障害または問題を表示できます。[System Alerts] を表示するには、
[Admin] > [Diagnostics] > [System Alerts] を選択します。
各アラートに、日付、アラートが発生した時刻、アラートを説明するメッセージが示されます。NAM
は最大で 1,000 個の最新アラートを表示します。1,000 個を超えるアラートが発生している場合、すべ
てのアラートを表示するには、NAM CLI コマンド show tech support を使用する必要があります。
アラートの発生状況に気付き、アラートの原因となっている状況をトラブルシューティングし解決しよ
うとする場合は、[Clear] をクリックしてアラートのリストを削除し、追加のアラートが発生するかど
うかを確認します。

監査証跡
Audit Trail オプションは、内部の syslog ログ ファイルに記録された最近の重要なアクティビティのリ
ストを表示します。また、syslog メッセージを外部のログに送信することもできます。
監査証跡には、次のユーザ アクティビティが記録されます。

• すべての CLI コマンド
• ユーザ ログイン（失敗した試行を含む）
• 不正アクセスの試行
• SPAN の変更
• NetFlow データ ソースの変更
• データ収集のイネーブル化およびディセーブル化
• キャプチャの開始および停止
• ユーザの追加および削除
各ログ エントリには、次の情報が含まれます。

• ユーザ ID
• Time stamp
• IP アドレス（リモート Web アクセスの場合）
• アクティビティの説明

[Audit Trail] ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

6-13

第6章

ネットワークの管理

ユーザ アクセスの制御

ステップ 1

[Administration] > [Diagnostics] > [Audit Trail] を選択します。
[Audit Trail] ウィンドウが表示されます。
[Audit Trail] ウィンドウでは、ユーザ アクセス ログを表示し、時刻、ユーザ、実行元（IP アドレス）、
またはアクティビティに基づいてエントリをフィルタできます。内部ログ ファイルは、一定のサイズ
制限に達すると、順次、別の新たなログ ファイルが作成され記録されます。

テクニカル サポート
NAM の syslog は NAM システム アラートを記録します。アラートには、イベントの内容、日付およ
びタイムスタンプが含まれ、予期しない、または潜在的に重大な状態が示されます。この機能によっ
て、潜在的で広範囲にわたるさまざまな内蔵システムのトラブルシューティング コマンドおよびシス
テム ログの結果が表示される可能性があります。監査証跡ウィンドウに記録されるユーザ アクティビ
ティのリストについては、「監査証跡」（P.6-13）を参照してください。
この情報は、普通のユーザにはあまり重要ではありません。これは、Cisco TAC がデバッグを目的と
して使用するためのものです。この情報を理解する必要はありませんが、情報を保存し、Cisco TAC
への電子メール メッセージに添付する必要があります。

[Tech-Support] ページを表示する前に、[Administration] > [Users] > [Local Database] ページで System
Config ユーザ特権をイネーブルにする必要があります。ユーザ特権の編集については、「TACACS+ 認
証および認可の確立」（P.6-17）を参照してください。
（注）

この情報は、NAM CLI で表示することもできます。NAM CLI の使用方法については、『Cisco
Network Analysis Module Command Reference』を参照してください。
テクニカル サポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[Administration] > [Diagnostics] > [Tech Support] を選択します。
数分後、大量の診断情報が生成され、[Diagnostics Tech Support] ウィンドウに表示されます。

ステップ 2

情報を保存するには、ブラウザ メニューで [File ] > [ Save As...] を選択するか、下部までスクロールし
[NAM-logs.tar.bz2] をクリックして、ローカル PC に保存します。

コア ファイルのダウンロード
[Tech-Support] ページからコア ファイルをダウンロードするには、[Core Files] セクションまで下にス
クロールして、ファイル名をクリックし、指示に従います。

ユーザ アクセスの制御
[Administration] オプションを使用して、ユーザのアクセスを制御できます。
• 「ローカル データベース」（P.6-15）
• 「TACACS+ 認証および認可の確立」（P.6-17）
• 「NAM 認証と認可をサポートする TACACS+ サーバの設定」（P.6-18）
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• 「Current User Sessions」（P.6-22）

ローカル データベース
NAM をインストールするとき、NAM コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して HTTP
サーバをイネーブルにし、NAM に最初にアクセスするユーザ名とパスワードを確立します。
最初のユーザ アカウントの設定後は、追加のアカウントを作成し、さまざまなアクセス レベルをユー
ザごとに個別にイネーブルまたはディセーブルにできます。
表 6-6 に、「ユーザの権限」と各特権の説明を示します。
ユーザの作成と編集の詳細については、「新しいユーザの作成」（P.6-15）および「TACACS+ 認証およ
び認可の確立」（P.6-17）を参照してください。

リセット : パスワード
NAM パスワードをリセットする最も簡単な方法は、CLI clear system-passwords コマンドを使用する
ことです。このコマンドは、ルートとゲスト ユーザ パスワードの両方を工場出荷時のデフォルト状態
にリセットします。パスワードをリセットするには、適切な権限が必要です。
スイッチまたはルータで CLI コマンドを使用して、パスワードを回復することもできます。NAM パス
ワードのリセットの詳細については、Cisco.com のプラットフォームのインストレーション ガイドを
参照してください。

NAM 管理者パスワードを忘れた場合、次のいずれかの方法でパスワードを回復できます。
• 別のユーザがアカウント管理権限を持っている場合は、パスワードを忘れたユーザを削除してか
ら、[Admin] > [Users] > [Local Database] を選択して、別のユーザとしてログインし、新しいユー
ザを作成します。

• パスワードを忘れたユーザ以外に他のローカル ユーザが設定されていない場合は、NAM の
rmwebusers CLI コマンドを使用します。次に、http または https をイネーブルにして、NAM
ユーザ作成を要求します。

スイッチまたはルータに定義されている NAM ユーザ アカウントの変更
事前定義された root および guest NAM ユーザ アカウント（スイッチまたはルータの session コマンド
または NAM CLI への Telnet ログインでアクセス可能）は、静的で NAM から独立しています。これ
らの静的アカウントは変更できません。また、他の CLI ベースのユーザを NAM に追加することもで
きません。

新しいユーザの作成
新しいユーザを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [Users] > [Local Database] を選択します。
GUI にローカル データベースのユーザが表示されます。チェックマークは、一覧で示された機能に対
して各ユーザが特権を持っていることを示しています。

ステップ 2

[ 作成（Create）] をクリックします。
GUI に、[New User] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 3

新しいユーザの作成に必要な情報を入力し、ユーザに付与する特権を選択します。ユーザの特権の説明
「[New User] ダイアログボックス」のフィールド
については、表 6-6 を参照してください。表 6-5 に、
を示します。
表 6-5

フィールド

説明

使用方法

Name

アカウント名

ユーザのアカウント名を入力します。

Password
Verify Password

アカウント パスワード

ユーザのサイト セキュリティ ポリシー
に準拠するパスワードを入力します。

Privileges

このアカウントに関連付ける特権

ユーザに付与する特権をすべて選択し
ます。

（注）

ステップ 4

[New User] ダイアログボックス

ユーザのログイン中にユーザ アカウントを削除した場合、そのユーザはログインしたままで、
その特権も保持されます。セッションは、そのユーザがログアウトするまで有効です。セッ
ション中にアカウントを削除、または権限を変更した場合、影響があるのはその後のセッショ
ンだけです。ログインしているユーザを強制的にログアウトするには、NAM を再起動します。

1 つまたは複数のチェックボックスをオンにして、ユーザの権限を設定します。表 6-6 では、各特権に
ついて説明します。
表 6-6

ユーザの権限

特権

アクセス レベル

AccountMgmt

ユーザによるユーザ アカウントの作成、削除、編集が可能です。

SystemConfig

ユーザによる、IP アドレス、ゲートウェイ、HTTP ポートなどの基本的な
NAM システム パラメータの編集が可能です。

Capture

ユーザはパケット キャプチャを実行し、キャプチャ セッションを管理でき
るようになります

NAM プロトコル デコードを使用します。
AlarmConfig

ユーザによる、スイッチまたはルータおよび NAM のアラームの作成、削
除、編集が可能です。

MonitorConfig

ユーザによる次の作成、削除、編集が可能です。

• 収集とレポート
• プロトコル ディレクトリ エントリ
• プロトコル グループ
• URL-Based アプリケーション
MonitorView

ステップ 5

ユーザによる、モニタリング データとレポートの表示（すべてのユーザに権
限あり）が可能です。

ユーザを作成するには、[Submit] をクリックします。または、ダイアログに入力した文字をクリアす
るには、[Reset] をクリックします。
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無効なユーザ名およびパスワード文字
ユーザ名に、次を使用しないでください。

• 感嘆符 !
• アットマーク @
• ポンド記号 #
• ドル記号 $
• 比率（%）
• キャロット ^
• アンパサンド &
• アスタリスク *
• 左または右のカッコ ( )
• より大きい <
• より小さい >
• カンマ ,
• ピリオド .
• 二重引用符 "
• 一重引用符 '

Web ユーザ パスワードの場合、次を使用しないでください。
• 二重引用符 "
• 一重引用符 '
• より大きい <
• より小さい >
ルートまたはゲスト ユーザ パスワードの場合、一重引用符のみ使用できません。

TACACS+ 認証および認可の確立
Terminal Access Controller Access Control System（TACACS）は、リモートアクセス認証、許可およ
びイベント ロギングなどの関連サービスを提供する認証プロトコルです。TACACS では、ユーザ パス
ワードおよび特権は個々のスイッチやルータではなく中央データベースで管理されるため、スケーラビ
リティが得られます。

TACACS+ は、認証および認可に追加サポートを提供するシスコの拡張です。
ユーザが NAM にログインすると、TACACS+ はユーザ名とパスワードが有効かどうかと、付与されて
いるアクセス権限を確認します。

TACACS+ 認証および認可を確立するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[Administration] > [Users] > [TACACS+] を選択します。[TACACS+ Authentication and
Authorization] ダイアログボックスが表示されます。
「[TACACS+ Authentication and Authorization] ダイアログボックス」（表 6-7）に示されている適切な
情報を入力または選択します。
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表 6-7

[TACACS+ Authentication and Authorization] ダイアログボックス

フィールド

使用方法

Enable TACACS+ Authentication
and Authorization

TACACS+ 認証および認可をイネーブルにするか
どうかを決定します。
• イネーブルにするには、チェックボックスを
オンにします。

• ディセーブルにするには、チェックボックス
をオフにします。
Primary TACACS+ Server

プライマリ サーバの IP アドレスを入力します。

Backup TACACS+ Server

バックアップ サーバの IP アドレスを入力します
（任意）。
（注）

ステップ 3

プライマリ サーバが 30 秒以内に応答しな
い場合は、バックアップ サーバに接続さ
れます。

Secret Key

TACACS+ 秘密キーを入力します。

Verify Secret Key

TACACS+ 秘密キーを再入力します。

次のどちらかを実行します。

• 変更を保存するには、[Submit] をクリックします。
• 取り消すには、[Reset] をクリックします。

ヒント

TACACS+ が設定された NAM にログインできない場合は、入力した TACACS+ サーバ名と秘密キー
が正しいことを確認してください。

NAM 認証と認可をサポートする TACACS+ サーバの設定
[TACACS+] オプションをイネーブルにするだけでなく、NAM ユーザの認証および許可ができるよう
に TACACS+ サーバを設定する必要があります。NAM は、ACS バージョン 5.2、5.1（パッチ 1 を含
む）、および 4.2 をサポートします。
（注）

設定方法は、使用する TACACS+ サーバの種類によって異なります。
引き続き、次の特定のバージョン固有の項に進みます。

• Cisco ACS サーバ、バージョン 4.2 の設定
• Cisco ACS サーバ、バージョン 5.x の設定
• 汎用 TACACS+ サーバの設定

Cisco ACS サーバ、バージョン 4.2 の設定
バージョン 4.2 の Cisco ACS サーバを設定するには、2 つの作業を実行する必要があります。
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• NAM のホスト名と IP アドレスを ACS サーバで設定します。「バージョン 4.2 向け Windows NT
および 2000 システムの ACS への NAM の設定」（P.6-19）を参照してください。
• NAM ユーザまたはユーザ グループを追加するには、次の手順を実行します。「バージョン 4.2 向
け NAM ユーザまたはユーザ グループの追加」（P.6-19）を参照してください。
バージョン 4.2 向け Windows NT および 2000 システムの ACS への NAM の設定

Cisco ACS TACACS+ サーバ（バージョン 4.2）を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ACS サーバにログインします。

ステップ 2

[Network Configuration] をクリックします。

ステップ 3

[Add Entry] をクリックします。

ステップ 4

[Network Access Server] に、NAM ホスト名および IP アドレスを入力します。

ステップ 5

秘密キーを入力します。

（注）

秘密キーは、NAM で設定したものと同じにする必要があります。

ステップ 6

[Authenticate Using] フィールドで [TACACS+] を選択します。

ステップ 7

[Submit+Apply] をクリックします。

ステップ 8

引き続きバージョン 4.2 向け NAM ユーザまたはユーザ グループの追加に進み、次の設定作業を行いま
す。

バージョン 4.2 向け NAM ユーザまたはユーザ グループの追加

NAM ユーザまたはユーザ グループを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[User Setup] をクリックします。

ステップ 2

ユーザのログイン名を入力します。

ステップ 3

[Add/Edit] をクリックします。

ステップ 4

ユーザのデータを入力します。

ステップ 5

ユーザのパスワードを入力します。

ステップ 6

必要に応じて、ユーザ グループを割り当てます。

ステップ 7

[TACACS+ settings] で次を実行します。
a. [Shell] を選択します。
b. [IOS Command] を選択します。
c. [Permit] を選択します。
d. [Command] を選択します。
e. web と入力します。
f. [Arguments] フィールドに、次のように入力します。
permit capture
permit system
permit collection
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permit account
permit alarm
permit view

ステップ 8

[Unlisted Arguments] で [Deny] を選択します。

ステップ 9

[Submit] をクリックします。`

Cisco ACS サーバ、バージョン 5.x の設定
バージョン 5.1（パッチ 1）または 5.2 Cisco ACS サーバを設定するには、次の作業を行う必要があり
ます。ユーザまたはグループのポリシー ルールの設定をイネーブルにする追加の設定作業があります。

• NAM のホスト名と IP アドレスを ACS サーバで設定します。「バージョン 5.x 向け Windows NT
および 2000 システムの ACS への NAM の設定」（P.6-20）を参照してください。
• NAM ユーザまたはユーザ グループを追加するには、次の手順を実行します。「バージョン 5.x 向
け NAM ユーザまたはユーザ グループの追加」（P.6-20）を参照してください。
• ポリシー規則を設定します。「バージョン 5.x 向け ACS および NAM のアクセス ポリシーの設定」
（P.6-21）を参照してください。
バージョン 5.x 向け Windows NT および 2000 システムの ACS への NAM の設定

Cisco ACS TACACS+ サーバ（バージョン 5.1(P1) または 5.2）を設定するには、次の手順を実行しま
す。
ステップ 1

ACS サーバにログインします。

ステップ 2

NAM の任意のデバイス タイプを設定するには、[Network Resources] > [Network Device Groups] >
[Device Type] をクリックし、デバイス タイプを作成します。たとえば、NAM_Module というデバイ
ス タイムの名前を指定できます。

ステップ 3

[Network Resources] > [Network Devices and AAA Clients] をクリックし、NAM デバイスを追加しま
す。

ステップ 4

[Network Access Server] に、NAM ホスト名および IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[Authentication Options] フィールドで、[TACACS+] を選択します。

ステップ 6

秘密キーを入力します。

（注）

秘密キーは、NAM で設定したものと同じにする必要があります。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。`

ステップ 8

引き続き「バージョン 5.x 向け NAM ユーザまたはユーザ グループの追加」（P.6-20）に進み、次の設
定作業を行います。

バージョン 5.x 向け NAM ユーザまたはユーザ グループの追加

NAM ユーザまたはユーザ グループを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Users and Identity Stores] > [Internal Identity Stores] > [Users] をクリックします。
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ステップ 2

[ 作成（Create）] をクリックします。

ステップ 3

ユーザのログイン名を入力します。

ステップ 4

ユーザのデータを入力します。

ステップ 5

必要に応じて、ユーザ グループを割り当てます。

ステップ 6

パスワード情報を入力します。

ステップ 7

[Submit] をクリックします。

バージョン 5.x 向け ACS および NAM のアクセス ポリシーの設定
バージョン 5.1（P1）、5.2、および 5.3 では、ACS および NAM の設定を行うにはアクセス ポリシーを
設定する必要があります。
ステップ 1

ACS サーバで、[Policy Elements] > [Authorization and Permissions] > [Device Administration] >
[Command Sets] をクリックし、[Create] をクリックして、Nam コマンド セットを作成します。
たとえば、NAM へフル アクセスする場合、NAMfullAccess というコマンド セットを作成し、チェッ
クボックス [Permit any command that is not in the table below] をオンにします。

ステップ 2

NAM コマンド セットの入力を完了したら、[Submit] をクリックします。次のコマンドがすべて含ま
れていることを確認します。
permit
permit
permit
permit
permit
permit

capture
system
collection
account
alarm
view

ステップ 3

[Access Policies] > [Access Services] > [Create] をクリックして新しいサービス（たとえば、name =
namAdmin; Service Type = Device Administration ）を作成します。

ステップ 4

[Access Policies] > [Access Services] > [namAdmin] > [Authorization] > [Customize] に移動して、後の
手順で必要なカスタマイズ条件を設定します。たとえば、次のように選択できます。NDG：デバイス
タイプ、デバイスの IP アドレスなど）。namAdmin をこの手順で作成したサービスと置き換えます。

ステップ 5

[Access Policies] > [Access Services] > [namAdmin] > [Authorization] > [Customize] に移動して、すべ
てのログイン要求を許可する条件を設定します。NAM デバイスはこれらの条件を使用し、コマンド
セット（ステップ 1 で作成）に従います。たとえば、条件は次のようになる場合があります。==
NDG：Device Type は All Device Types：ステップ 2 で設定した NAM デバイス。

ステップ 6

[Access Policies] > [Service Selection] [Rules] をクリックして、サービスを選択します（たとえば、ス
テップ 3 で作成したサービス）。

ステップ 7

NAM にログインし、[NAM] > [Administration] > [Users] > [TACACS+] をクリックして ACS サーバ
の IP および秘密キーを設定します。

汎用 TACACS+ サーバの設定
汎用 TACACS+ サーバを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

リモート アクセス サーバとして NAM IP アドレスを指定します。
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ステップ 2

NAM と通信する TACACS+ サーバの秘密キーを設定します。
（注）

ステップ 3

秘密キーは、NAM で設定したものと同じにする必要があります。

NAM へのアクセスを許可するユーザまたはグループごとに、次の TACACS+ パラメータを設定しま
す。
パラメータ

入力

service

shell

cmd

web

cmd-arg

次のうちの 1 つまたは複数を入
力します。
accountmgmt
system
capture
alarm
collection
view

password
authentication
method：Password
Authentication
Protocol（PAP）

pap

Current User Sessions
Current User Sessions テーブルは、アプリケーションにログインしているユーザのレコードです。ユー
ザ セッションは非アクティブになってから 30 分後にタイムアウトします。ユーザ セッションがタイム
アウトすると、その行はテーブルから削除されます。

Current User Sessions テーブルを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Administration] > [Users] > [Current Users] を選択します。
「Current User Sessions テーブル」（表 6-8）が表示されます。
表 6-8

Current User Sessions テーブル

フィールド

説明

User ID

NAM へのログインに使用されたユーザ ID

From

ユーザがログインした接続元のマシン名

Login Time

ユーザがログインした時刻

Last Activity

最後のユーザ アクティビティのタイム スタンプ
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NAM の導入
ここでは、ネットワークに NAM を導入する方法に関する使用例について説明します。Cisco Prime
ネットワーク解析モジュール ソフトウェア の使用シナリオのほか、ネットワークのパフォーマンス管
理についても詳しく説明します。
サポートされる NAM プラットフォーム上で実行されるリリース バージョンを確認するには、『NAM
Compatibility Matrix』を参照してください。
使用例は、対処すべき特定のニーズや解決すべき問題に焦点を当てています。いずれのシナリオにおい
ても、「Cisco Prime NAM の導入」で説明した導入に関する考慮事項を踏まえたうえで、NAM のさま
ざまな機能を通じて目的の実現または問題の解決がなされています。こうした使用例を示す目的は、実
際的な事例を紹介することにあります。これらの例は、ベスト プラクティスおよび効果的な NAM 展
開の方法について説明し、いくつかのカテゴリにグループ化されます。
この章は、次の項で構成されています。

• 「データセンターへの導入」
• 「キャンパス環境への導入」
• 「ブランチへの導入」
• 「一般的な使用シナリオ」
• 「モニタリング アプリケーションおよびレポート アプリケーションと NAM の統合」

（注）

この項で表示されるグラフィックの一部は画面に表示されるものとは異なる場合があります。これらの
図は、例用です。

データセンターへの導入
• 「Nexus 1000V スイッチ環境のモニタリング」（P.21）
• 「トラフィックのリアルタイム モニタリングとリアルタイム分析」（P.12）
• 「TCP インタラクティブ アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでの
パフォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「UDP リアルタイム アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでのパ
フォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「NAM を使用した QoS/DiffServ（DSCP）のモニタリング」（P.14）
• 「Cisco WAAS のモニタリングとその影響の測定」（P.8）
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キャンパス環境への導入
• 「トラフィックのリアルタイム モニタリングとリアルタイム分析」（P.12）
• 「TCP インタラクティブ アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでの
パフォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「UDP リアルタイム アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでのパ
フォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「NAM を使用した QoS/DiffServ（DSCP）のモニタリング」（P.14）
• 「NAM を使用した VoIP 品質のモニタリング」（P.3）

ブランチへの導入
• 「ブランチでの可視化」（P.7）
• 「トラフィックのリアルタイム モニタリングとリアルタイム分析」（P.12）
• 「TCP インタラクティブ アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでの
パフォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「UDP リアルタイム アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでのパ
フォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「NAM を使用した QoS/DiffServ（DSCP）のモニタリング」（P.14）
• 「Cisco WAAS のモニタリングとその影響の測定」（P.8）
• 「NAM を使用した VoIP 品質のモニタリング」（P.3）

一般的な使用シナリオ
次の使用例は、ネットワークのいずれの構成要素にも適用可能です。

• 「サイトによる所在地または組織に合わせた導入」（P.5）
• 「NAM による履歴傾向分析（[Interactive Report] から実行）」（P.18）
• 「NAM による問題の特定」（P.25）
• 「カスタム アプリケーションの作成」（P.5）
• 「NAM の自動検出機能」（P.5）
• 「NAM によるスマート グリッドの可視化」（P.25）

モニタリング アプリケーションおよびレポート アプリケーションと NAM
の統合
• 「NAM と LMS の統合」（P.7）
• 「NAM とサードパーティ レポート ツールの統合」（P.6）
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配置例
• 「NAM を使用した VoIP 品質のモニタリング」（P.3）
• 「NAM の自動検出機能」（P.5）
• 「カスタム アプリケーションの作成」（P.5）
• 「サイトによる所在地または組織に合わせた導入」（P.5）
• 「NAM とサードパーティ レポート ツールの統合」（P.6）
• 「NAM と LMS の統合」（P.7）
• 「ブランチでの可視化」（P.7）
• 「Cisco WAAS のモニタリングとその影響の測定」（P.8）

NAM を使用した VoIP 品質のモニタリング
Cisco NAM では、音声品質分析の機能が大幅に向上しました。現在このソフトウェアでは、業界標準
の MOS アルゴリズムを使用することで、音声品質の正確な測定が可能になっています。コール品質の
測定値は 1 分ごとに計算され、グラフィカル ユーザ インターフェイスを介して確認することができま
す。ただし、NAM GUI に表示される音声関連の画面は旧リリースから大幅に変更されています。具体
的には、有用な情報が迅速かつ自動的に表示されるようになり、詳細情報を表示するためのナビケー
ション操作も簡単になりました。
導入：音声品質の分析用に導入する NAM は、発信側の電話から着信側の電話へ伝送される VoIP パ
ケットをモニタできる必要があります。ネットワーク内のブランチ エッジでは、ブランチを出入りす
るすべてのコールを可視化することができます。同様にキャンパス エッジでは、キャンパスの境界を
通過するコールをモニタすることができます。特にモニタリングの対象が特定の電話やネットワークの
特定領域である場合、このような目的に使用する NAM は通常、ディストリビューション レイヤに導
入するのが適しています。たとえば、新しいマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）リンク
をパイロットに設定し、X 社の本社の建物のうち 3 つがそのパイロットに含まれるとします。この場
合、その建物内のユーザが使用するディストリビューション Catalyst 6500 に NAM を導入すれば、こ
れら 3 つの建物について音声品質をモニタすることができます。

（注）

データセンターは、コールの通過頻度が低いため、通常 RTP ストリーム分析を行う場所には適してい
ません。ただし、電話と Cisco Unified Communications Manager との間のシグナリング メッセージを
モニタする場所としてはデータセンターが適しています。NAM ではシグナリング メッセージのデコー
ドを行うことにより、コール履歴、発信者名、電話番号などコールに関するさまざまな詳細情報の追跡
が行われます。
次の手順に従ってネットワークをモニタすることにより、高いコール品質を維持することができます。
品質に関する問題が生じた場合は、即座にその問題点を特定し、トラブルシューティングを行ってくだ
さい。

ステップ 1

メニューから [Analyze] > [Media] を選択し [RTP Streams] を表示します。このチャートは、モニタし
ているすべての RTP ストリームの現在の音声品質を表したものです。MOS 値の範囲は 1 ～ 5 で、1 は
低品質、5 は高品質を表します（[Poor]、[Fair]、[Good]、[Excellent] というカテゴリ分類については、
凡例を参照）。次の図では、上位 N の RTP 送信元エンドポイントおよび RTP 宛先エンドポイントが表
示されています。コールの中には、品質が非常に低いものも含まれているのがわかります。
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ステップ 2

MOS が低いコールを特定するため、[Top N RTP Streams] をスクロール ダウンし、チャートをクリッ
クして RTP ストリームの詳細をドリルダウンします。図 7-1 を見ると、リストの最上位に表示されて
いる MOS は 2.88 という低い値であることがわかります。さらに、同じ行（たとえば、行 1）に表示さ
れている別のメトリックを確認すると、ジッタが 3.49 でパケット損失率が 11 であり、MOS 値が低く
なっていることに注意してください。こうした情報から、コール品質が低い根本的な原因がジッターに
あること、あるいはネットワーク内のいずれかの場所で発生したパケット損失にあることがわかりま
す。
図 7-1

ステップ 3

MOS に基づく 上位 N の RTP ストリーム

エンドポイントの IP アドレスがわかれば、ネットワーク トポロジを見ることで、サブネット
50.5.10.38 がネットワーク内のどの場所に存在するかを特定できます。この使用例において、このサブ
ネットがメイン キャンパスの建物 3 にあるとすると、建物 3 のディストリビューション スイッチに
NAM が配置されていることになります。
その NAM に移動し、メニューから [Analyze] > [Managed Device] > [Interface] を選択します。この
ページには、すべてのインターフェイスと、各インターフェイスにおけるエラーまたは廃棄数がリスト
表示されます。建物 3 からコアに接続するリンクを探します。そのインターフェイスがパケット損失の
原因である可能性があります。そのインターフェイスに不具合があるかどうかを確認し、必要があれば
それに対処します。

「トラフィックの分析」、「RTP Streams」（P.37）、および「音声シグナリングのしきい値の設定」（P.51）
を参照してください。
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NAM の自動検出機能
既存の NAM 4.x または NAM 6 を使用している場合は、SPAN セッションを設定する必要はありませ
ん。SPAN セッションは（デバイス上ではなく）NAM 上で自動的に作成されます。新しい NAM 5.x
を使用している場合は、SPAN または NetFlow を設定する必要があります。
データ ソースが自動的に作成されるようにするためには、NAM にトラフィックを転送するデバイス上
「Prime NAM データ ソースの設
であらかじめ SPAN または NetFlow を設定しておく必要があります。
定」（P.10）を参照してください。

カスタム アプリケーションの作成
NAM では、TCP/UDP ポート番号に基づいてアプリケーション / プロトコルが識別されます。そのた
め、カスタム ポートを使用するアプリケーションがある場合は、それらのアプリケーションがポート
ではなく名前で識別されるように NAM を設定することができます。
「アプリケーション トラフィックへのより深い可視性の作成」（P.68）を参照してください。

サイトによる所在地または組織に合わせた導入
Cisco Prime NAM は、サイトを定義するための機能を備えています。このサイトを利用すると、パ
フォーマンスに関する統計情報を集約しまとめることができます。サイトとはホスト（ネットワーク
エンドポイント）の集合で、トラフィックのモニタリングや問題に関するトラブルシューティングが容
易になるよういくつかのビューに分割されています。各サイトは、アドレス プレフィックスおよびア
ドレス マスクにより指定されたサブネットを複数まとめたものとして定義できるほか、リモート デバ
イスのデータ ソース（たとえばリモート WAE デバイスとセグメント情報）などその他の基準に基づい
て定義することもできます。ネットワーク分析データのビューを特定の都市、建物、または建物の階に
制限するには、サイト機能を使用できます。
図 7-2 は、ネットワーク内のさまざまな場所にある複数のデータ ソースを分析する集中型 NAM の導
入形態を図示したものです。
図 7-2

サイト レベルでの集約
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このような導入形態の場合には、SanJose-Campus、SanJose-Datacenter、NewYork-NetFlow-Bldg1、
NewYork-WAAS-Bldg2 など複数のサイトを作成できます。サイトの設定に合致しないデータは、
Default サイトに表示されます。これにより、モニタリングおよびトラブルシューティングに関する
ビューや情報が区分けされるため、目的の特定領域にドリルダウンできます。
また、サイトを定義する際には複数タイプのデータ ソースを指定することも可能です。その場合には、
すべてのネットワーク トラフィックを集約して表示できます。
事前に定義されている「Unassigned Site」を使用すると、ユーザ定義サイトを設定しなくても容易に
NAM を稼働できます。いずれのユーザ定義サイトにも属さないホストは、自動的に Unassigned Site
の所属となります。
インタラクティブ ダッシュボードは、San Jose または New York サイトにドリル ダウンして上位のア
プリケーション、ホスト、VLAN、DSCP、アプリケーション応答時間を調べるために使用できます。
ダッシュボードの各チャートからコンテキスト メニューにアクセスすれば、さらにドリルダウンして、
アプリケーション、ホスト、カンバセーション、VLAN トラフィックに関する詳細など、さまざまな
データを分析できます。
図 7-3 は、上位 N のアプリケーションに関するチャートおよび上位 N のホストに関するチャートから、
コンテキスト メニューを使ってドリルダウンする場面を表したものです。
図 7-3

アプリケーションおよびホストのドリルダウン

NAM とサードパーティ レポート ツールの統合
CA NetQoS SuperAgent には、アプリケーションの応答時間を集約する目的で、Prime NAM が統合さ
れています。また Prime NAM は、ホスト、カンバセーション、RTP、および応答時間を集約できるよ
う、CompuWare Vantage および InfoVista 5View にも統合されています。
API（アプリケーション プログラミング インタフェース）とも呼ばれる NAM ノースバウンド イン
ターフェイスの詳細を確認するには、『NAM API Programmer's Guide』についてシスコの営業担当者
にお問い合わせください。API を使用すると、Prime NAM をプロビジョニングしたり、パフォーマンス
データを抽出したりできます。
Prime NAM ノースバウンド API を使用して独自のスクリプトを作成することができますが、GUI の設
定が必要です。

「[Response Time Summary] の使用方法」を参照してください。
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NAM と LMS の統合
NAM GUI は、LMS（LAN 管理スイート）4.0 のダッシュボード上に配置することが可能で、LMS の
グラフィカル ユーザ インターフェイスからアクセスできます。LMS については、
http://www.cisco.com にある技術マニュアルを参照してください。
現在、この機能には次のような特長があります。

• LMS により構成されたネットワーク トポロジの一部として NAM を検出できる
• LMS に特化した NAM アラームを使用できる
• 複数の NAM に対しソフトウェアを LMS 経由で容易にアップデートできる
• ポータル レベルでの統合により、NAM GUI を LMS 内に組み込むことができる
また、LMS でサポートされているデバイスを確認することにより、FCAPS のどの機能がどのタイプの
NAM で使用できるのかを判断することができます。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11200/products_device_support_tables_list.html

ブランチでの可視化
ブランチで可視化する方法には次の 3 つの選択肢があります。

1. Cisco Integrated Service Router Generation 1 で稼働する専用の NME-NAM-120S を使用する。
2. Cisco Integrated Service Router Generation 2 環境の SM SRE 7xx または SM SRE 9xx で稼働して
いる、アプリケーションとしての NAM。
3. ISR G2 で使用可能な Cisco IOS 機能の 1 つであり、アプリケーションの応答やトラフィックにつ
いての統計情報をカプセル化するパフォーマンス エージェント（PA）を使用する。基盤となる
Netflow v9 は、データセンター（DC）またはキャンパスの中央の NAM にエクスポートできま
す。PA は WAAS Express（同じく IOS 機能の 1 つ）を補完する役割があり、これらを併用するこ
とで WAN 最適化の前後におけるエンドツーエンドの可視化が実現します。従来の方法でブランチ
に WAAS を導入していた場合は、トラフィックの送信元を 2 つ（NetFlow と WAAS フロー エー
ジェント）使用していたのに対して、ここで使用するトラフィックの送信元は 1 つだけです。シナ
リオ「Cisco WAAS のモニタリングとその影響の測定」（P.8）を参照してください。
これらの選択肢のうち最初の 2 つには大きな違いはありません。いずれを選択した場合でも、ローカル
ブランチの可視化およびブランチ間の可視化を実現できるほか、ブランチを出入りするすべてのトラ
フィックをキャプチャできます。
これらのブランチ NAM モジュールは、リモート サイトの数が少ない環境に導入するか、または強化
された 1 つのブランチに導入するのが適切です。3 番めの選択肢を選んだ場合、実現されるのはローカ
ル ブランチの可視化のみですが、複数のリモート サイト（たとえば 100 箇所 /1000 箇所規模のリモー
ト サイト）に NAM モジュールを導入した場合よりもスケーラブルです。ネットワークのモニタリン
グおよびトラブルシューティングに関する要件によっては、強化されたブランチには NAM モジュール
および PA を導入し小規模のブランチには PA を導入するなど、異なる選択肢を併用するという方法も
考えられます。このモデルでは、DC にある中央 NAM により、DC からブランチへのエンドツーエン
ドの可視化が実現されているほか、スーパー ブランチ（強化されたブランチ）においてブランチ間の
トラフィックをキャプチャすることができるようになっています。

NME-NAM-120S または SM-SRE に NAM を設置する詳しい方法については、Cisco.com にあるイン
ストレーション ガイドを参照してください。PA を設定する詳しい方法については、第 3 章「Cisco
Prime NAM のセットアップ」を参照してください。リリースの詳細については、www.cisco.com にあ
る『Cisco Prime Release Notes』を参照してください。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド
OL-27540-01-J

7-7

第7章

NAM の導入

配置例

Cisco WAAS のモニタリングとその影響の測定
Cisco Wide Area Application Services（WAAS）は包括的な WAN 最適化ソリューションで、WAN 経
由でのアプリケーションの高速化、ブランチ オフィスへのビデオ配信、およびブランチ オフィスにお
ける IT サービスのローカル ホスティングを行うことができます。IT 部門では、Cisco WAAS を使用す
ることにより、LAN と同様のアプリケーション パフォーマンスを維持しながらアプリケーションやス
トレージをデータセンターに一元化することができるほか、ブランチ オフィスにおけるデバイスの設
置面積を減らしつつローカルにホストされた IT サービスを提供することができます。
WAAS を導入する IT 担当者にとって、WAN の最適化がもたらすメリットを数値的に測定しそれをレ
ポートすることは、課せられた使命の 1 つです。もし正確な測定が可能であればその効果は大きく、投
資回収率を示すことや、ソリューションに元々期待されていた改善の成果が実際に達成されているかど
うかを評価することなどが可能となり、結果的に導入を拡大する際には、情報のモニタリング、トラブ
ルシューティング、およびプランニング用として引き続き WAAS を使用できるようにもなります。

NAM では、データ ソースとして WAE デバイスまたはパフォーマンス エージェント（PA）を使用す
ることにより、WAAS 用に最適化されたフローをモニタできます。この機能を使用すれば、NAM で
は、WAAS によって作成されるブランチ、WAN、データセンターという 3 つの異なるセグメントにつ
いて最適化関連のメトリックを可視化できます。

WAAS を導入するに際しては、Cisco NAM アプライアンスまたは NAM-2X ブレードをデータセン
ターのエッジに配置することが推奨されます。NAM では、ネットワーク内のこの場所から、SPAN テ
クノロジーを使用してローカル メトリックを測定することができます。リモート ブランチ セグメント
に関する情報については、フロー エージェントによりリモート WAE デバイスからエクスポートされた
データ、または ISR G2 ブランチ ルータの PA および WAAS Express に基づいて測定されます。
NME-NAM が使用できる場合は、リモート ブランチ サイトに NME-NAM を導入すると非常に有効で
す。この NME-NAM により、サイトにおける WAAS が有効になる前のユーザ エクスペリエンスを実
現することが可能で、WAAS が有効になった後のユーザ エクスペリエンスとそれを比較できます。
図 7-4 を参照してください。

Cisco Nexus 7000 シリーズ ネットワーク解析モジュール（NAM-NX1）ユーザ ガイド

7-8

OL-27540-01-J

第7章

NAM の導入
配置例

図 7-4

複数のデータ ソースに基づいた Cisco NAM による分析

このソリューションを導入する手順は次のとおりです。
ステップ 1

データセンターに導入された NAM 2x20 から、[Analyze] > [WAN Optimization] > [Top Talker Detail]
を選択して、WAAS が有効になる前のアプリケーションの応答時間を測定します。トップ トーカー表
示には、最適化のための可能な候補である上位のアプリケーション、ネットワーク リンク、クライア
ント、およびサーバの使用率、同時接続および平均トランザクション時間などのデータが含まれます。

ステップ 2

DC およびブランチの WAE からの WAAS フローについて、WAAS クライアント サイドおよび WAAS
サーバ サイドを定義します。

ステップ 3

NAM のインタラクティブ ダッシュボードを使用して、分析されたデータを表示します。図 7-5 に表示
されているのは、[Client Transaction Time]、[Traffic Volume and Compression Ratio] 、[Number of
Concurrent Connections (Optimized vs.Passthru)]、[Multi-Segment Network Time (Client LAN - WAN
- Server LAN)] の各画面です。最初のグラフからわかるように、最適化されていないトラフィックはす
べて、[Passthru] として表示されます。
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図 7-5

アプリケーションのパフォーマンス分析（最適化後）

上記のスクリーン ショットからは、WAAS が有効になるとブランチにおけるユーザ エクスペリエンス
が大幅に改善される様子がわかります。こうしたレポートは、WAN の最適化テクノロジーへの投資が
妥当であることを示し、従業員の生産性向上やリモート サイトからのユーザ エクスペリエンスの改善
という観点で見た場合の投資回収率を明示するうえで非常に有効です。
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図 7-6

ステップ 4

（注）

データセンターに配置された NAM から見た場合、応答時間の測定に対する情報のソースは 2 つありま
す。SPAN からはデータセンターでの測定値およびブランチからのエクスポート データを取得できま
す。一方、WAAS フローまたは PA からはブランチでの測定値を取得できます。データセンターの
NAM では、これら 2 つの情報ソースを使用することにより、各ブランチについての現在の応答時間を
継続的にモニタすることが可能であり、これを利用すれば IT 担当者はユーザ エクスペリエンスを適切
な範囲に維持することができます。正常とは異なる応答時間が検出された場合は、問題のトラブル
シューティングに関する情報を伝えるためのアラートが適切な担当者に送信されるよう NAM を設定す
ることができます。

上記のシナリオにおいて、NAM 2x20 を WAVE-574 および WAE-674 上の NAM 仮想ブレードに置き
換えても、同じタイプのレポートを取得できます。

モニタリング
• 「トラフィックのリアルタイム モニタリングとリアルタイム分析」（P.12）
• 「NAM を使用した QoS/DiffServ（DSCP）のモニタリング」（P.14）
• 「NAM による履歴傾向分析（[Interactive Report] から実行）」（P.18）
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• 「TCP インタラクティブ アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでの
パフォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「UDP リアルタイム アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケーションレベルでのパ
フォーマンス モニタリングの評価」（P.21）
• 「Nexus 1000V スイッチ環境のモニタリング」（P.21）

トラフィックのリアルタイム モニタリングとリアルタイム分析
ネットワーク オペレーション センター（NOC）には、キャンパス ネットワークおよび 2 つのブランチ
オフィスをモニタし、それらのネットワーク内で検出された異常を追跡するという役割があります。
次に説明するのは、キャンパス エッジの Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチに配置された NAM-2
ブレードを管理する手順です。ローカル SPAN およびリモート NetFlow トラフィックが、この NAM
によってモニタリングされています。ここでは、これらのデータ ソースに基づいて複数のサイトがす
でに定義されているとします。
ステップ 1

図 7-7

[Traffic Summary] ダッシュボード（[Monitor] > [Overview] > [Traffic Summary]）で、画面の左側に
ある [Interactive Report] および [Filter] ボタンを使用して、特定サイトに関するデータのみをダッシュ
ボード上に表示します。これにより、そのサイトに関する上位のアプリケーション、ホスト、VLAN、
および DSCP を確認できます。ここでは、帯域幅を決定する最上位のホストに注目します（図 7-7 を
参照）。

上位のアプリケーションおよびホスト

ステップ 2

上位のアプリケーションに関するグラフをクリックし、GRE アプリケーションを使用するすべてのホ
ストが表示されるようにドリルダウンします。このアプリケーションのトラフィックは、3 つのホスト
によって生成されているのがわかります（図 7-8 を参照）。
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図 7-8

アプリケーションのトラフィックに関する統計情報（ホスト別）

ステップ 3

[Top N Hosts In and Out] に戻り（[Traffic Summary] > [Top N Hosts In and Out]）、ホストをクリック
します（図 7-8 の例では「192.168.152.10」）。

ステップ 4

[Analyze] > [Traffic] > [Host] を選択し、このホストおよびアプリケーションによってこのトラフィッ
クが生成されてきた期間を確認します。[Time Range] の値は、左側の [Interactive Report] および
[Filter] ボタンを使用して変更することができます。パターンや傾向を把握するためには、期間を短縮
または拡大することが必要な場合もあります。
図 7-9

ステップ 5

アプリケーションのトラフィックに関する統計情報（ホスト別）

電子メールによるアラート、トラップ、および syslog に対しては、これらのパターンを基にしてしき
い値を設定することができます。アラートは、パケット キャプチャを開始する際にも使用できます。
必要に応じて、コンテキスト メニュー（色が付いたバーをクリックすると表示される）からパケット
キャプチャを開始するためのオプションを選択することもできます（図 7-10 を参照）。
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図 7-10

ワンクリックによるパケット キャプチャ

NAM はキャンパス エッジに導入されていますが、その他コア、ディストリビューション（NAM-2X
またはアプライアンス）、ブランチ オフィス（NME-NAM）などの場所に導入した場合でも、同様の
情報が得られます。
この使用例からは、リアルタイム分析が持ついくつかの長所を知ることができます。アプリケーション
およびカンバセーションをリアルタイムに分析できるだけでなく、目的のストリームをキャプチャする
こともできます。

NAM を使用した QoS/DiffServ（DSCP）のモニタリング
DiffServ では、QoS によってトラフィックがどのように分類されているかを確認できるほか、マーキ
ングが正しくないトラフィックや不正トラフィックを検出することもできます。NAM では、タイプ オ
ブ サービス（ToS）のビット設定に基づいて、アプリケーション / プロトコルが識別されます。管理者
は、DSCP グループを設定することも、用意されている DSCP グループを使用することもできます
（図 7-11 を参照）。音声テンプレートを使用すると、音声トラフィックが正しくマーキングされている
かどうかをモニタすることができます。図 7-13 には、すべての DSCP 値に対する DiffServ アプリケー
ションの統計情報が表示されています。これを見ると、リスト内に RTP および Session Initiation
Protocol（SIP）が表示されているのがわかります。これは、この 2 つがそれぞれのパス全体を通じて
正しくマーキングされていないことを示しています。
以下のシナリオでは、QoS が導入されています。これにより、VoIP トラフィックが優先されるため、
ネットワーク全体の音声品質が向上します。NAM は、データセンターおよびブランチに導入されてお
り、DSCP をモニタし QoS ポリシーを検証するのに利用されています。
ステップ 1

[Setup] > [Media] > [DSCP Groups] を選択して、デフォルトのグループを表示します。
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図 7-11

ステップ 2

デフォルトの DSCP グループ

[Analyze] > [Traffic] > [DSCP] を選択して、分類に誤りがあるトラフィックを検索します。図 7-12 で
は、RTP プロトコルが ToS0 に分類されているのがわかります。
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図 7-12

ステップ 3

DSCP グループ：ToS0

[All DSCP] ボタンをクリックして、すべての DSCP およびアプリケーションを表示します。
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ステップ 4

図 7-13 では、RTP と SIP が枠で囲まれています。これらのプロトコルは DSCP 0 に分類されています
が、音声トラフィックに関する標準的な分類は DSCP 46 および DSCP 24 であるため、DSCP 0 という
分類は正しくありません。これは、音声トラフィックが一部、ネットワーク上で誤って分類されている
ことを示しています。またブランチ NAM を表示することで、音声トラフィックの分類が誤っていない
かどうかを検証することもできます。
図 7-13

ステップ 5

全 DSCP テーブル

RTP のグラフをクリックし、[Application Traffic by Host] を選択して、これらのプロトコルを使用す
るクライアントを表示します。これにより、これらのクライアントからの RTP トラフィックまたは
SIP トラフィックが正しくマーキングされていない原因について、トラブルシューティングを行うこと
ができます。図 7-14 に示したように、NAM にはこれらのプロトコルを使用する電話の IP アドレスが
表示されます。これにより、クライアント間のルータおよびスイッチに実装されている QoS ポリシー
を確認することができます。
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図 7-14

RTP ホスト テーブル

NAM による履歴傾向分析（[Interactive Report] から実行）
履歴傾向分析は、ネットワークのパフォーマンス管理における重要な要素です。リアルタイム分析では
イベントに関する情報を把握できますが、履歴傾向分析ではイベントが時系列で可視化されます。この
時系列により、ネットワーク トラフィックの挙動の変化、異常な動作、ピーク時および閑散時におけ
るネットワークの使用率など、ネットワークのさまざまな側面について有益な情報を把握することがで
きます。また、将来におけるネットワークのアップグレード、アプリケーションの導入、ハードウェア
の増設などを計画する場合にも有用です。NAM の履歴傾向分析機能については、注意すべき点がいく
つかあります。

• [Interactive Report] > [Filter] ボタン（NAM ウィンドウの左側にある）をクリックし、[Time
Range] の値を変更することにより、短期の傾向を見ることも長期の傾向を見ることもできます。
インタラクティブ レポートはエクスポートすることができるほか、この先必要なとき即座に参照
できるようにフィルタ設定を保存することもできます。エクスポートされたデータは、電子メール
を介して CSV 形式または PDF 形式で送信することができます。
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• 図 7-15 には、ここ 1 日のホスト トラフィックが表示されています。中央のグラフから 10:00 ～
16:00 の時間帯に相当する部分を拡大することで、このホストで使用されているその他のアプリ
ケーションを確認することができます。
図 7-15

ここ 1 日のホスト トラフィック

以下の導入シナリオでは、6 ヵ月以内に増設される新しいブランチに必要な容量を予測するため、規模
がほぼ同じ既存のブランチ オフィスの使用率を分析します。既存のブランチにあるブランチ ルータ
（ISR）に NME-NAM を導入する手順は次のとおりです。
ステップ 1

ブランチとデータセンターの間におけるトラフィック レートのキャプチャを開始します。[Interactive
Report] > [Filter] > [Time Range] > [Custom] を選択（月を指定するための日付を入力）して、前月の
トラフィックを表示します。
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ステップ 2

今日のカンバセーション レポートを開き、緩やかな増加傾向にはあるもののその増加率を確認するこ
とができないようなストリームを見つけます（図 7-16 を参照）。
図 7-16

ステップ 3

緩やかな増加傾向にあるストリーム

[Interactive Report] で [Time Range] の値を動的に変更し、1 ヵ月という粒度での傾向を分析します。
このパターンからは周期的な増加が認められますが、極大値はいずれも 4.5 KBps と 5.x KBps との間
に留まっています（図 7-17 を参照）。このことから、新しいサイトで必要となる ISP リンクは従来と
ほぼ同じものであり、標準の T1 回線であれば新しいリモート オフィスに必要なレベルを十分満たして
いると結論付けることができます。
図 7-17

1 ヵ月という粒度で表示された傾向

履歴傾向分析は、ネットワークの計画やベースライン化を進めるうえで有効な予備作業です。たとえ
ば、ビジネスに不可欠なアプリケーションやサーバをモニタしその傾向を分析すれば、これらの傾向か
らは、日常的に行われるさまざま意思決定にとって有用な情報を得ることができます。
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TCP インタラクティブ アプリケーションを対象とした NAM によるアプリ
ケーションレベルでのパフォーマンス モニタリングの評価
アプリケーション パフォーマンスの応答時間分析には、最大で 45 個のメトリックが使用されます。こ
れらのうち多数のメトリックを基にしてしきい値を設定することが可能で、それらのしきい値を超過し
た場合はアラートが送信されるようにすることもできます。重要なアプリケーションやサーバに対して
は、[Average Server Response Time]、[Average Transaction Time]、または [Average Network Time]
と [Average Server Network Time] を使用して、しきい値を設定することが推奨されます。これらのし
きい値を使用すると、アプリケーション パフォーマンスに関する問題点の所在を特定できるほか、そ
の問題点がサーバにあるのかネットワークにあるのかを明確にすることができます。アラームに従って
NAM にアクセスすると、サーバへアクセスしているアプリケーションおよびクライアントを表示でき
るほか、デバイスおよびインターフェイスの使用率をモニタしているトラフィック パスのデバイスを
確認することもできます。
「アプリケーション応答時間」（P.22）を参照してください。
「しきい値の定義」（P.44）を参照してください。

UDP リアルタイム アプリケーションを対象とした NAM によるアプリケー
ションレベルでのパフォーマンス モニタリングの評価
NAM では RTP ストリームがモニタされます。電話コールが終了すると、エンドポイントではその情
報の計算が行われた後、コール マネージャに送信されます。そのパス上に NAM があれば、送信され
た情報はその NAM によって傍受されます。
NAM では、RTP ストリームのほか、エンドポイントから送信されたボイスコール統計情報のモニタリ
ングおよび分析が行われます。エンドポイントから送信されたボイスコール統計情報と RTP ストリー
ムとに基づいて、電話番号とエンドポイントの IP アドレスとが関連付けられます。MOS、ジッター、
およびパケット損失については、RTP ストリームの分析に基づいてアラートが送信されます。
「音声 Signaling/RTP ストリーム モニタリング」（P.5）を参照してください。
「トラフィックの分析」（P.7）、「RTP Streams」（P.37）を参照してください。
表 3-40、「[Voice Monitor Setup] ウィンドウ」を参照してください。

Nexus 1000V スイッチ環境のモニタリング
ネットワークやアプリケーションが仮想化環境へ移行すると、その環境内部の詳しい情報を取得するた
めの手段を確保することが課題となります。NAM VSB は、Cisco Nexus 1010 仮想化アプライアンス
と統合することにより、そうした手段として使用することできます。NAM VSB を使用すると、仮想
スイッチング レイヤの動作を可視化できるほか、仮想マシン（VM）を監視して VM についての統計
情報を取得することができます。図 7-18 を参照してください。

Nexus 1000V スイッチを、Prime NAM ソフトウェアが実行されている他の NAM プラットフォームに
よりモニタすることもできます。
このシナリオでは、次の 2 つの選択肢があります。

• アプリケーションを仮想化環境に配置し、Nexus 1000V スイッチによりネットワーク接続を実現
する。この環境のモニタリングには、Nexus 1010 仮想サービス アプライアンス上にインストール
した NAM VSB を使用する。
• NAM-2 をデータセンターに導入し、仮想化環境用として Nexus 1000V スイッチを使用して、仮想
スイッチ トラフィックをモニタする。
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（注）

Nexus 1000V スイッチおよび NAM がすでにネットワーク内に導入されている場合は、そのいずれか
の NAM により ERSPAN データ ソースまたは NetFlow データ ソースを指定することができます。
1000V スイッチと NAM は、同一の物理スイッチに直接接続する必要があります。
図 7-18

Cisco Nexus 1000V NAM 仮想サービス ブレードの導入

Nexus 1000V 環境をモニタする手順は次のとおりです。
ステップ 1

Nexus 1010 仮想サービス アプライアンス上に NAM VSB をインストールして設定するか、または
NAM-2 に対し Nexus スイッチをインストールして設定します。Cisco.com にある NAM の設置および
設定に関するガイドを参照してください。URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps5401/prod_installation_guides_list.html

ステップ 2

NAM VSB の場合：
1. NAM にデータを提供する Cisco 1000V スイッチ仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）上
で ERSPAN または NetFlow が設定されていることを確認します。
2. NAM に応じて、ERSPAN データ ソースまたは NetFlow データ ソースを設定します。
3. ERSPAN および NetFlow に対し、NAM で適用可能なすべてのモニタリング パラメータを有
効にします。図 7-19 は、アプリケーション、ホスト、プロトコル、サーバの応答時間などに
ついて上位 N の情報が表示される [Traffic Summary] ウィンドウです。ナビゲーション操作に
より、リストに表示されているカテゴリごとに詳細情報を表示することができます。
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4. ウィンドウの左側にある [Interactive Report] を使用して、アプリケーションの応答時間、ホス
ト、およびカンバセーション トラフィック パターンの傾向分析に関するレポートを設定しま
す。
図 7-19

NAM モニタ（全体）

5. 物理インターフェイスおよび仮想インターフェイスについてのテーブルには、VM 間のトラ
フィックに関する使用率が表示されます（図 7-20）。各仮想インターフェイスが接続する VM
はただ 1 つであるため、このデータを見れば、いずれの VM がスイッチ リソースを使用して
いるのかを知ることができます。さらに、ホストおよびカンバセーションについてのテーブル
では、リソースが使用されている要因を特定することができます。
図 7-20

（注）

NAM モニタ（管理対象デバイスのインターフェイス）

NAM VSB により、機能はほぼ同様に補完されます。ただし、NAM VSB では、ERSPAN
データ ソースと NetFlow データ ソース以外のデータ ソースはサポートされておらず、音声モ
ニタリングおよびパケット キャプチャは実行されません。

ステップ 3

他の NAM プラットフォーム（NAM-2X）の場合：

1. NAM-2X に対して ERSPAN または NetFlow が指定されるように Nexus 1000V スイッチを設
定します。
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2. [Setup] > [Traffic] > [NAM Data Sources] を選択して、NAM にデータを提供する Cisco
1000V スイッチ仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）上で ERSPAN または NetFlow が設
定されていることを確認します。

3. [Setup] > [Network] > [Sites] を選択して、このデータ ソースのサイトを作成します
（図 7-21）。
図 7-21

NAM サイト

4. [Monitor] > [Overview] > [Traffic Summary]（図 7-22）、および [Monitor] > [Overview] >
[Response Time Summary] を選択します。
図 7-22

Nexus 1000V トラフィックの概要

トラブルシューティング
• 「NAM による問題の特定」（P.25）
• 「NAM によるスマート グリッドの可視化」（P.25）
• 「トラフィックのリアルタイム モニタリングとリアルタイム分析」（P.12）
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NAM による問題の特定
アラームの詳細情報（Cisco Prime ネットワーク解析モジュール ソフトウェア から [Monitor] >
[Overview] > [Alarm Summary] を選択すると表示される）を使用すると、違反のあったしきい値に
ついてドリルダウンすることができます。またこのアラームを電子メールで受信することもできます
（[Setup] > [Alarms] > [E-mail]）。次に示すのはアラームの具体例です。
2010 SEPT 28 9:17:0:Application:Exceeded rising value(1000);packets;60653;Site(San Jose),
Application(http)

このアラームを受信した場合は、NAM GUI にアクセスして、San Jose サイトのアプリケーションを表
示し、しきい値を超えるような値の上昇が発生した原因を特定します。まず [Analyze] > [Traffic] >
[Application] をクリックします。左側にある [Interactive Report] ウィンドウで、[Site] の値を「San
Jose」、[Application] の値を「HTTP」、[Time Range] の値を、アラートを受信したときの期間にそれ
ぞれ変更します。これにより、このプロトコルを使用しているすべてのホストが表示されます。上位の
ホストを表示し、このアプリケーションにアクセスしている不正なホストがないかどうかを確認しま
す。[Analyze] > [Traffic] > [Host] を選択すると、やり取りの多いカンバセーション（したがってこの
アプリケーションに対するトラフィックが増加する原因となるカンバセーション）を表示することがで
きます。
アラームがアプリケーションの応答時間に関するものである場合は、[Monitor] > [Response Time
Summary] または [Analyze] > [Response Time] > [Application] を選択すれば、このアプリケーション
にアクセスしているホストについてドリルダウンすることができます。アプリケーション サーバを特
定し、ホストされているその他のアプリケーションおよびそのサーバにアクセスしているすべてのクラ
イアントを表示します。

[Monitor] 下の「[Response Time Summary] の使用方法」（P.3）を参照してください。
[Analyze] 下の「応答時間の測定」（P.18）を参照してください。

NAM によるスマート グリッドの可視化
NAM は、IEC 60870 プロトコル（電力会社で使用される主要プロトコルの 1 つ）をそのまま認識する
ことはできません。NAM は 1 つの専用ポートとして使用されるため、カスタムのプロトコルを追加す
る必要があります。[Setup] > [Classification] > [Application Configuration] を選択すると、そのアプリ
ケーションを使用しているすべてのホストが表示されます。NAM は Telnet アプリケーションと見なさ
れます。
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ネットワークおよび NAM の問題のトラブル
シューティング
この付録では、Cisco Prime ネットワーク解析モジュール の使用中に発生する可能性がある一般的な問
題、および NAM を使用してネットワークの問題をトラブルシューティングする方法について検討しま
す。
この付録の内容は、次のとおりです。

• 「一般的な NAM の問題の解決」（P.A-1）
• 「ログインの問題のトラブルシューティング」（P.A-2）
• 「一般的なエラー メッセージの理解」（P.A-2）
• 「NAM の動作の理解」（P.A-3）
• 「WAAS データの問題のトラブルシューティング」（P.A-12）
• 「CLI を使用した問題のトラブルシューティング」（P.A-13）

一般的な NAM の問題の解決
Q. NAM が応答しない場合、どのような情報を収集する必要がありますか、また、ほかにどのような
作業を行う必要がありますか。

A. 次の事項について確認し、情報を収集します。また、次の操作を実行します。
• スイッチまたはルータの CLI からのセッションは機能するか。
• EOBC（127 サブネット）を介した ping は成功するか。
• 管理 IP アドレスへの ping は成功するか。
• NAM およびスイッチまたはルータから show tech-support コマンドの出力を収集する。
• コア ファイルを収集する。
• NAM ハードウェアがシャーシに正しく取り付けられているかどうかを確認する。
問題をトラブルシューティングするには、次のタスクの実行します。

• NAM をリセットする。
• メンテナンス イメージまたはメンテナンス ヘルパーにリセットする。
• 設定をクリアする。
• アプリケーション イメージを再インストールする（--reformat オプションを使用）。
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ログインの問題のトラブルシューティング
NAM 管理者が提供したユーザ名とパスワードを使用して NAM にログインし、[Login] ボタンをク
リックします。ログイン時に問題が発生した場合：
• 現在 NAM との使用がサポートされているブラウザを使用していることを確認します。
英語版 Firefox 3.6+ または Microsoft Internet Explorer 8+（Microsoft Internet Explorer 7 はサポー
トされていません）

• 現在 NAM との使用がサポートされているプラットフォームを使用していることを確認します。
Microsoft Windows XP または Microsoft Windows 7。Macintosh プラットフォームは、このリ
リースではサポートされていません。

• JavaScript がイネーブルになっていることを確認します。
• Adobe Flash の最新版をダウンロードしていることを確認します。
• ブラウザのキャッシュを消去し、ブラウザを再起動します（NAM を初めてインストールする場合
はその必要ありません）。

• ブラウザで cookie が有効になっていることを確認します。
• 次のメッセージが表示されたら、処理が完了するまで待つ必要があります。「Initializing database.
Please wait until initialization process finishes」
• ライセンス契約書に同意し（WAAS VB、Nexus 1010、および SRE ユーザのみ）、ライセンスが期
限切れになっていないことを確認します。

Cisco NAM ソフトウェアの完全なマニュアルのセット（ユーザ ガイドおよびリリース ノートを含む）
を参照するには、Cisco.com の NAM ソフトウェアのテクニカル ドキュメントのエリアに移動します。
• http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps5401/
tsd_products_support_series_home.html

一般的なエラー メッセージの理解
Q. ダッシュボードにグラフィック データが読み込まれるのを待機していた際、「Request Error -Please Try Again 」という赤字のエラーが表示されました。どのような意味でしょうか。
A. 内部エラーが発生したことを表しています。ただし、ログイン セッションがタイムアウトした可
能性もあります。
「Query resulted in no
Q. ダッシュボードにグラフィック データが読み込まれるのを待機していた際、
data」という赤字のエラーが表示されました。どのような意味でしょうか。

A. 指定されたタイム フレームおよびフィルタに対応するデータが NAM に存在しないことを表して
います。[Interactive Report]（ウィンドウの左側にあるペイン）に移動し、[Filter] ボタンをクリッ
クして、フィルタ設定およびデータ ソースを確認し、NAM によってデータが取得されるようにし
ます。また、トラフィックが NAM に到達していることを確認するために、[Overview] ページを
チェックできます。トラフィックが表示されない場合は、データ ソースおよび SPAN セッション
の設定をチェックします。

Q. 「Client or NAM time is incorrect」というメッセージが表示されました。どのような意味でしょう
か。

A. このエラーを回避するためには、ブラウザまたはクライアントの時間と NAM の時間を同期させる
必要があります。
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NAM の動作の理解
ここでは、NAM がユーザ インターフェイスで制御要素をナビゲートおよび使用する方法、および
Prime NAM が各プラットフォームで使用できるトラフィック ソースを使用する方法に関する詳細を説
明します。

Prime NAM の動作を理解するには、次のセクションを参照してください。
• 「共通のナビゲーション要素と制御要素の理解」（P.A-3）
• 「Prime NAM トラフィック ソースが動作する方法の理解」（P.A-7）
• 「Prime NAM の動作に関するよく寄せられる質問（FAQ）」（P.A-11）

共通のナビゲーション要素と制御要素の理解
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「メニュー バーの理解」（P.A-3）
• 「詳細ビューの表示」（P.A-4）
• 「コンテキスト メニューへのアクセス」（P.A-4）
• 「クイック キャプチャの実行」（P.A-5）
• 「インタラクティブ レポートを使用したデータのフィルタリング」（P.A-5）
• 「チャート ビューまたはテーブル ビューを使用した図形式の切替え」（P.A-6）
• 「詳細を得るためのマウスオーバーを使用した他のタスクへのアクセス」（P.A-6）
• 「ズーム / パン チャート使用した時間間隔の変更」（P.A-6）
• 「ソート順序を変更するためのソート グリッドの使用方法」（P.A-7）
• 「チャートでのビット数またはバイト数、またはパケット数の表示」（P.A-7）
• 「統計情報」（P.A-7）
• 「状況依存のオンライン ヘルプ」（P.A-7）
• 「Prime NAM のクロックの同期」（P.A-8）

メニュー バーの理解
Prime NAM の共通タスクの説明については、表 A-1 を参照してください。
表 A-1

メニュー タスクの概要

メニュー名

説明

Home

[Traffic Summary] ダッシュボード（[Monitor] >
[Overview] > [Traffic Summary]）が表示されます。

Monitor

ネットワーク トラフィック、アプリケーション パ
フォーマンス、サイト パフォーマンス、およびアラーム
情報がひと目でわかるサマリー ダッシュボードを表示し
ます。

Analyze

一定期間でのトラフィック、WAN 最適化、応答時間、
管理対象デバイス、およびメディア機能のさまざまな
ビューを表示します。
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表 A-1

メニュー タスクの概要 （続き）

メニュー名

説明

Capture

パケット データのキャプチャ、フィルタリング、復号化
に向けた複数セッションの設定、ファイル制御システム
のデータの管理、およびパケットの内容の表示を行いま
す。

Setup

Prime NAM 機能にアクセスするために必要なセット
アップ オプションを実行します。

Administration

ダッシュボード プリファレンスの設定、ユーザとシステ
ムの管理作業の実行、およびテクニカル サポートを受け
るための診断情報の生成を行います。

詳細ビューの表示
ダッシュボードおよび、[Monitor] および [Analyze] のメガメニューから追加の詳細にアクセスすると、
1 秒あたりのパケット数またはビット数のデータを表示できるほか、ホスト、アプリケーション、
DCSP、および他のカテゴリを識別できます。[Details] または [Detailed Views] というメニューを探し
ます。メニュー選択の右側に小さな矢印が表示される場合、それをクリックしてサブメニューと使用で
きる機能を表示します。アプリケーション サブメニューの例については、図 A-1（P.A-4）を参照して
ください。

コンテキスト メニューへのアクセス
ダッシュボードに表示されるほとんどのチャートでは、データの色分けバーをクリックしてコンテキス
ト メニューを表示します。このメニューではその項目の詳細情報を表示できます。図 A-1（P.A-4）を
参照してください。

図 A-1

アプリケーションのサブメニューを表示するコンテキスト メニュー

上記の例は、トラフィック サマリー ダッシュボードの [Top N Applications] チャートです。メニュー
の [Selected Application] の右側にある説明は、どの項目をクリックしていたかを示します（この場合
は、[ftp-data] です）。
区切り線の上にあるメニュー項目は、Top N チャートの選択された要素に特有のものです。区切り線の
下にある項目は、選択された要素に特有のものではありませんが、Top N チャートに適用されます。
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クイック キャプチャの実行
アプリケーション、ホスト、または VLAN を表示する多数の棒グラフのコンテキスト メニューから、
キャプチャを開始できます。たとえば、バー チャートのアプリケーションをクリックし（図 A-1
（P.A-4）を参照）、[Capture] を選択すると、次の操作が自動的に行われます。

• メモリベースのキャプチャ セッションが作成される
• そのアプリケーションを使用してソフトウェア フィルタが作成される
• キャプチャ セッションが開始される
• 復号化ウィンドウが開き、キャプチャされているパケットをすぐに表示する。

（注）

クイック キャプチャは、サイト定義 / フィルタは使用しません。
ダッシュボードの左上にある両方のセレクタから、また棒グラフでユーザがクリックする項目から、次
がキャプチャ セッションのコンテキストに伝送されます。

• Application
• VLAN
• ホスト
• データ ソース（データ ポートの場合）
関連するキャプチャ セッションおよび関連するソフトウェア フィルタを開くと、上記の設定が表示さ
れます。

サイトを使用してデータを表示する方法の決定
サイトは、ホストまたはネットワーク エンドポイントの集合であり、トラフィックをモニタして問題
をトラブルシューティングできるよう、ビューに分割されています（詳細については、「サイトの設定」
（P.3-60）を参照）。
サイトを設定してあると、特定のサイトを選択して [Interactive Report] に表示し、そのサイトだけに
関連するデータを表示できます。場合によっては、クライアント サイトとサーバ サイトの両方を選択
して、さまざまなサイトにあるホスト間の相互作用に関連するデータを表示できます。

インタラクティブ レポートを使用したデータのフィルタリング
ほとんどの [Monitor] および [Analyze] ウィンドウで [Interactive Report] を使用して、ダッシュボード
に表示される情報のパラメータをフィルタリングできます。[Filter] ボタンをクリックして、チャート
に表示される情報のパラメータを変更します。
表示されるデータの時間範囲など、さまざまなパラメータを選択できます。アスタリスクは必須フィー
ルドを表しています。
報告時間間隔の選択項目は、表示しているダッシュボードおよび使用している NAM プラットフォーム
に応じて変化します。Prime NAM は、最大 5 つの保存されたインタラクティブ レポートをサポートし
ます。保存されたレポートは、インタラクティブ レポート パネルの下に表示されます。

[From] および [To] フィールドは、[Time Range] が [Custom] に設定されている場合のみ有効になりま
す。
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チャート ビューまたはテーブル ビューを使用した図形式の切替え
チャート ビューを使用すると、統合的にデータの概要を表示でき、トレンド情報を表示できます。グ
ラフィック表示でデータの正確な値を取得するには、データ点の上にマウスのカーソルを合わせて、
ツールチップを表示します。2 つのビュー間を切り替えるには、パネルの下部にある [Chart] アイコン
と [Table] アイコンを使用します。

詳細を得るためのマウスオーバーを使用した他のタスクへのアクセス
チャート ビューでは、チャートをマウスでポイントし、特定の時間に発生した内容の詳細情報を取得
できます。

Prime NAM の折れ線グラフの多くは「二重軸」です。つまり、チャートの左軸にはメトリックが 1
つ、チャートの右側にはもう 1 つのメトリックがあることを意味します。
たとえば、DCSP グループのトラフィック チャートでは、メガビット / 秒は左軸に示され、1 秒あたり
のパケット数は右軸に表示されます。

ズーム / パン チャート使用した時間間隔の変更
多くのチャートでは、以下に示すようにチャートの開始または終了をドラッグして時間間隔を変更でき
ます。

ズーム / パン チャート上で時間間隔が変更されると、ウィンドウの下部のチャートに表示されている
データに影響がおよびます。ズーム / パンの時間間隔は、ドリルダウンのナビゲーションにも影響をお
よぼします。ズーム / パンの時間間隔が変更されると、そのダッシュボードからのコンテキスト メ
ニューのドリルダウンにズーム / パンの時間間隔が使用されます。

（注）

ズーム / パンできるバー チャートでは、各ブロックは前の間隔の間に収集されたデータを表します（各
ブロックの下に表示されるタイムスタンプは時間範囲の終了です）。したがって、目的のデータをウィ
ンドウの下のチャートに入力するには、予想よりもさらに 1 ブロック、ズーム / パンをドラッグする必
要がある場合があります。
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ソート順序を変更するためのソート グリッドの使用方法
グリッド ビューの情報を確認する場合、任意の列の見出しをクリックして情報を並べ替えることがで
きます。逆の順序で並べ替えるには、見出しを再度クリックします。

チャートでのビット数またはバイト数、またはパケット数の表示
ほとんどのモニタおよび分析チャートでビットからバイトに表示を切り替えるには、[Bits] および
[Bytes] オプション ボタンを使用して、チャートに表示する情報を指定できます。バイトを表示するよ
うにこのプリファレンスを変更するには、[Administration] > [System] > [Preferences] を使用します。
モニタ チャートおよび分析チャートのほとんどでは、上部にある [Bits] チェックボックスと [Packets]
チェックボックスを使用して、チャートに表示する情報を指定できます。バイトを表示するようにこの
プリファレンスを変更するには、[Administration] > [System] > [Preferences] を使用します。

統計情報
統計情報の凡例では、データの最小、最大、平均の統計情報を示します。これにはセレクタに取得され
た初期データが表示されます。

状況依存のオンライン ヘルプ
Prime NAM インターフェイスの右上隅にある [Help] リンクにより、GUI のその特定のウィンドウの
ヘルプ ページに移動します。
使用可能な場合は、各ページの右上隅にヘルプのリンクが表示されます。一部のページには、その特定
のサブジェクトのヘルプを表示する青色の "i" も含まれます。

Prime NAM トラフィック ソースが動作する方法の理解
次の項では、Prime NAM でサポート対象のデータ ソースを使用する方法について説明します。

• 「Prime NAM で SPAN を使用する方法について」（P.A-8）
• 「Prime NAM で VACLs を使用する方法について」（P.A-8）
• 「Prime NAM で NetFlow を使用する方法について」（P.A-10）
• 「Prime NAM で WAAS を使用する方法について」（P.A-10）
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• 「Prime NAM で PA を使用する方法について」（P.A-11）

Prime NAM で SPAN を使用する方法について
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッションは、モニタリング対象のネットワーク トラフィッ
クを指定するパラメータで設定された、宛先ポートと一連の送信元ポートとの関連付けです。Catalyst
6500 シャーシでは、SPAN セッションを 2 つまで設定できます。Newer Cisco IOS イメージは、3 つ以
上の SPAN セッションをサポートできます。スイッチまたはルータ単位でサポートされている SPAN
セッションの数については、Cisco IOS マニュアルをご覧ください。

NAM-1 プラットフォームには、SPAN セッションのための 1 つの宛先ポートが用意されています。
NAM-2 および NAM-3 プラットフォームには、SPAN および VLAN アクセス コントロール リスト
（VACL）セッションのための 2 つの可能な宛先ポートが用意されています。Prime NAM への複数の
SPAN セッションがサポートされますが、これらのセッションは異なるポートを宛先にする必要があり
ます。SPAN のグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）で使用される Prime NAM 宛先ポート
には、デフォルトで DATA PORT 1 および DATA PORT 2 という名前が付けられます。CLI では、
SPAN ポートには表 A-2 に示す名前が付けられます。
表 A-2

SPAN のポート名

モジュール

Cisco IOS ソフトウェア

NAM-1

データポート

NAM-2 または NAM-3

データポート 1 およびデータポート 2

SPAN およびさまざまな Cisco NAM プラットフォーム上での設定方法の詳細については、Cisco.com
を参照してください。

（注）

ソースからの ERSPAN トラフィックが非常に大容量になる潜在性があるので、Cisco NAM 管理ポート
の ERSPAN セッションを終了しないことを推奨します。そうではなく、スイッチの ERSPAN を終了
し、スイッチの SPAN 機能を使用してトラフィックを Cisco NAM データポートに SPAN してくださ
い。

Prime NAM のクロックの同期
通常、Prime NAM では、時間は 24 時間形式で表示されます。たとえば、午後 3:00 は 15:00 として表
示されます。

Prime NAM で VACLs を使用する方法について
VLAN アクセス コントロール リストは、WAN インターフェイスまたは VLAN からのトラフィックを
NAM 上のデータポートに転送できます。VACL では、SPAN の使用に代わる方法が提供されます。
VACL は、IP および IPX プロトコルのレイヤ 3 アドレスに基づくアクセス コントロールを提供できま
す。サポートされないプロトコルのアクセス コントロールは、MAC アドレス経由で実行されます。
MAC VACL は、IP または IPX アドレスのアクセス コントロールには使用できません。
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VACL には、次の 2 つのタイプがあります。1 つは、すべてのブリッジまたはルーティングされた
VLAN パケットをキャプチャします。もう 1 つは、すべてのブリッジまたはルーティングされた
VLAN パケットの選択されたサブセットをキャプチャします。Catalyst オペレーティング システムの
VACL は、最初はスイッチの VLAN にルーティングまたはブリッジされているため VLAN パケットの
キャプチャにのみ使用できます。

VACL は、VLAN 内でブリッジされるか、あるいは VLAN または（12.1(13)E 以降のリリースの場合
は）WAN インターフェイスとの間でルーティングされたすべてのパケットに対するアクセス コント
ロールを提供できます。ルータ インターフェイス上でのみ設定され、ルーティングされたパケットに
のみ適用される通常の Cisco IOS 標準または拡張 ACL とは異なり、VACL はすべてのパケットに適用
できるため、任意の VLAN または WAN インターフェイスに適用できます。VACL はハードウェアで
処理されます。
VACL は、Cisco IOS アクセス コントロール リスト（ACL）を使用します。VACL は、ハードウェア
でサポートされていない Cisco IOS ACL フィールドをすべて無視します。パケットの分類には、標準
および拡張 Cisco IOS ACL が使用されます。分類されたパケットには、アクセス コントロール（セ
キュリティ）、暗号化、ポリシーベース ルーティングなどのさまざまな機能を適用できます。標準およ
び拡張 Cisco IOS ACL は、ルータ インターフェイス上でのみ設定され、ルーティングされたパケット
に適用されます。

VLAN 上で VACL を設定すると、その VLAN に着信した（ルーティングまたはブリッジングされた）
すべてのパケットが VACL と照合されます。パケットは、スイッチ ポート経由で、またはルーティン
グされた後はルータ ポート経由で VLAN に入ることができます。Cisco IOS ACL とは異なり、VACL
は方向（入力または出力）では定義されません。
VACL には、アクセス コントロール エントリ（ACE）の順序リストがあります。各 ACE には、パ
ケットの内容に対応する多数のフィールドがあります。各フィールドに、関連するビットを示す関連
ビット マスクを指定します。各 ACE は、一致が発生した場合に、システムがそのパケットをどのよう
に処理するかが記述されたアクションに関連付けられています。この動作は、機能によって異なりま
す。Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータは、IP、IPX、および MAC レ
イヤ トラフィックの 3 つのタイプの ACE をハードウェアでサポートしています。WAN インターフェ
イスに適用される VACL は、IP トラフィックのみをサポートしています。
VACL を設定して VLAN に適用すると、VLAN に着信するすべてのパケットが、この VACL と照合さ
れます。VACL を VLAN に適用し、ACL を VLAN 内のルーティング対象インターフェイスに適用す
ると、VLAN に着信するパケットは最初に VACL と照合されます。そこで許可されると、次に入力
ACL と照合され、それからルーティング対象インターフェイスで処理されます。別の VLAN にルー
ティングされるパケットは、最初に、ルーティング対象インターフェイスに適用される出力 ACL と照
合されます。そこで許可されると、宛先 VLAN 用に設定された VACL が適用されます。VACL がある
パケット タイプ用に設定されていて、VACL と該当タイプのパケットとが一致しない場合、デフォル
ト動作ではパケットが拒否されます。
VACL を設定する場合は、次の点に注意してください。
• VACL とコンテキストベース アクセス コントロール（CBAC）を同じインターフェイス上に設定
することはできません。

• TCP インターセプトおよび再帰 ACL は、同じインターフェイス上の VACL アクションより優先さ
れます。

• インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）パケットは VACL に対して確認されません。

（注）

Prime NAM インターフェイスを使用して VACL を設定することはできません。
Cisco IOS ソフトウェアによる VACL の設定方法の詳細については、Cisco.com を参照してください。
WAN インターフェイスおよび LAN VLAN での VACL の設定方法の詳細については、「VACL」
（P.3-19）を参照してください。
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Prime NAM で NetFlow を使用する方法について
Prime NAM は、NAM 内のデータ属性が設定された一連の記述子またはクエリーに基づき、集約され
たデータの継続的なストリーミングのためのフォーマットとして NetFlow を使用します。NetFlow
データ エクスポート（NetFlow）は、NAM 上のポート トラフィックをモニタリングできるようにする
ためのリモート デバイスです。Prime NAM は、トラフィック分析のために、ローカルまたはリモート
のスイッチやルータから NetFlow を収集できます。
Prime NAM の NetFlow データ ソースを使用するには、このリモート デバイスを、NetFlow パケット
にエクスポートするように設定する必要があります。デフォルトの UDP ポートは 3000 ですが、次の
ように Prime NAM CLI からポートを設定できます。
root@nam2x-61.cisco.com# netflow input port ?
<port>
- input NetFlow port number

IETF 標準の基盤である NetFlow v9 フォーマットの特徴は、それがテンプレートをベースにしている
点にあります。テンプレートは、レコード フォーマットの設計を拡張可能なものにします。NetFlow
サービスが将来拡張されても、基本フロー レコード フォーマットを変更し続ける必要がありません。
Prime NAM および NetFlow の詳細については、「NetFlow」（P.3-20）を参照してください。
NetFlow クエリーの作成および管理の詳細については、『Cisco Network Analysis Module API
Programmer's Guide』を参照してください（このドキュメントについては、シスコ代理店へお問い合
わせください）。

Prime NAM で WAAS を使用する方法について
Cisco Wide Area Application Services（WAAS）ソフトウェアは、ワイドエリア ネットワーク
（WAN）環境で稼働する TCP ベースのアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、ブランチのセ
キュリティを維持および強化します。WAAS ソリューションは、協調して動作してネットワークを介
した WAN トラフィックを最適化する、Wide Area Application Engines（WAE）と呼ばれる一連のデ
バイスで構成されます。
クライアント アプリケーションとサーバ アプリケーションが相互に通信しようとしたとき、ネット
ワーク デバイスが、クライアント アプリケーションや送信先サーバに代わって動作するために、その
トラフィックを傍受し、WAE へとリダイレクトします。

WAE は、WAAS WAE の LAN インターフェイスと WAN インターフェイス両方を通過するパケット
ストリームに関する情報を提供します。対象となるトラフィックには、特定のサーバやエクスポートさ
れるトランザクションのタイプが含まれます。Prime NAM は WAAS からエクスポートされたデータ
を処理し、アプリケーションの応答時間および他のメトリック計算を実行し、データを設定したレポー
トに登録します。

WAE は、トラフィックを検証し、組み込みのアプリケーション ポリシーを使用して、トラフィックを
最適化するか、それとも最適化せずにネットワークを通過させるかを決定します。
自分のネットワークでの WAE とアプリケーション ポリシーの設定とモニタリングは、WAAS Central
Manager GUI を使用して一元的に行えます。WAAS Central Manager GUI では、新しいアプリケー
ション ポリシーを作成して、WAAS システムがカスタム アプリケーションやあまり一般的でないアプ
リケーションを最適化するようにすることも可能です。Prime NAM は Central Manager のインター
フェイス内からアクセスできます。Cisco Prime NAM を WAAS Central Manager と統合することで、
WAAS 最適化環境および最適化されていない環境の両方で、WAN を通してアプリケーション応答時間
の測定に直接関連付けられている Prime NAM レポートをより簡単に表示できます。「WAAS Central
Manager」（P.3-33）を参照してください。

WAAS データ ソースおよび WAAS デバイスの管理の詳細については、「WAAS について」（P.3-29）
を参照してください。
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Prime NAM で PA を使用する方法について
パフォーマンス エージェント（PA）は、インターフェイスのトラフィックをモニタし、今後の処理を
考えて、Cisco NAM にとり重要なパフォーマンス分析情報を収集、分析、集約、およびエクスポート
できます。PA を Prime NAM と統合することで、ブランチで、アプリケーション応答時間をより低価
格で可視化する方法を実現できるようになります。また Prime NAM を PA と統合することで、ブラン
チ内の個別の Prime NAM 製品を管理するのに必要な複雑度が軽減されます。

Cisco PA を使用して、アプリケーション応答時間およびトラフィック統計情報をリモート ブランチで
可視化できます。Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.1(4)T を備えた ISR 880、ISR 890、および ISR
G2 の各プラットフォームでサポートされています。WAAS Express で導入されたこの機能は、WAN
最適化ネットワークにエンドツーエンド ビューを可能にし、コスト効率の高いスケーラブル ソリュー
ションを実現します。
PA には、情報をエクスポートする前に統合して、フィルタする機能があり、すべてのデータではなく、
コンテキスト上必要なデータだけをエクスポートして消費します。例として NetFlow Export は、応答
時間およびトラフィック分析など多数の機能をサポートしています。複数の異なるフローをエクスポー
トするのではなく、PA は特定のユーザのニーズに対応するフロー データを統合、フィルタ、およびエ
クスポートするインテリジェンスを備えています。情報の統合およびフィルタの他に、PA のメディ
エーション機能にも主要な Cisco IOS 組み込み機能（Embedded Event Manager、または Class-Based
QoS など）使用する機能が組み込まれており、PA の機能とルータの両方の価値を高めます。
「ISR PA デバイスの管理」
（P.3-38）を参照してくださ
PA データ ソースの設定方法の詳細については、
い。

Prime NAM の動作に関するよく寄せられる質問（FAQ）
Q. NAM は、ネットワーク遅延をどのように計算しますか。
A. ネットワーク遅延を計算するために、NAM は各パケットを確認し、トランザクションにそれを関
連付けます。たとえば、NAM はこれらの計算を実行するために SYN および SYN-ACK を確認
し、それらのパケットにタイムスタンプを付けます。

Q. Nexus 1000V で SPAN または ERSPAN を使用するときに、どのように vNAM を 1 つのテナント
のトラフィックに制限できますか。

A. 各 NAM が独自のポータルを持つように、テナントごとに VirtualNAM を導入できます。NAM
は、複数のテナントの VxLAN、LISP、FabricPath、および OTV を処理します。
Q. NAM の動作に不審な点が見られます。原因は何でしょうか。理由もなくデータが表示され、期待
どおりのデータが表示されません。

A. ブラウザ キャッシュをクリアしてブラウザをいったん閉じた後、新たにセッションを開始して、
再度処理を実行してください。また、サポートされているブラウザを使用していることを確認して
ください（『Cisco Prime Network Analysis Module Release Notes』を参照）。
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Q. NAM のパフォーマンスが期待していたほど高くありません。原因は何でしょうか。
A. ディスク キャプチャの影響で NAM のパフォーマンスはかなり低下します。原因はディスクの入
出力速度にあります。ウィンドウの右上に警告が表示されます。

Q. システムは、なぜキャプチャ セッションのストレージ オプションをディスクからメモリに変更し、
その後ディスクに戻さないのですか。

A. キャプチャ セッションをディスクに設定し、後に同じパケット セッションをメモリに保存するよ
うに変更した場合、ディスクは使用中の状態なので、Prime NAM はストレージ選択をディスクに
戻すことはできません。キャプチャ セッションを削除してキャプチャ用にディスクをリリースす
ることはできません。回避策は、NAM を再起動することです。これは、シスコのソフトウェア ダ
ウンロード Web ページの最新のパッチ（パッチ 5）で修正されています。

Q. Prime NAM は、どのような MIB をサポートしていますか。
表 A-3 は、Prime NAM でサポートされている MIB オブジェクトをリストにまとめたものです。
表 A-3

サポート対象 MIB

ソース
（Source）

説明

MIB-II：エクステリア ゲートウェイ プロトコ RFC 1213
ル（EGP）グループおよび伝送グループを除
くすべてのグループ

RMON-MIB：アラーム グループおよびイベ
ント グループのみ

RFC 2819

RMON2：trapDestTable のみ

RFC 2021

CDP-MIB：Cisco Discovery Protocol
EntityMIB

1

RFC 2737

1. CDP は NAM 管理ポートだけで受信されます。NAM は、CDP
パケットを送信しません。

WAAS データの問題のトラブルシューティング
Q. Prime NAM は、なぜ WAAS デバイスのステータスを保留中と表示しますか。
A. Prime NAM は、WAAS モニタリング対象サーバが設定されるまでは、WAAS トラフィックをモ
ニタリングできません。保留中のステータスを変更するには、WAAS モニタリング対象サーバを
設定する必要があります。詳細については、ご使用の製品のマニュアルを参照してください。

Q. モニタ ウィンドウに WAAS データが表示されません。原因は何でしょうか。
A. 次の操作を行ってください。
• NAM GUI を使用して、[Monitored Servers] リストにサーバの IP アドレスが正しく設定されてい
るかどうか確認する。

• NAM GUI を使用して、WAAS データ ソースで該当するセグメントに対してデータ収集が有効に
なっているかどうか確認する。

• WAAS の CLI から show statistics flow filters を実行して、最適化およびモニタリングの対象とな
るアクティブなトラフィック フローがサーバに存在するかどうか確認する。
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• WAAS の CLI から show statistics flow mon tcpstat を実行して、WAAS フロー エージェントに
よりフロー データが適切な NAM IP アドレスにエクスポートされているかどうか確認する。
Q. WAAS から NAM へデータが送信されず、レポートにも値が表示されません。
A. WAAS からデータが送信されるには、NAM でフィルタリングが有効になっている必要がありま
す。[Setup] > [Data Sources] > [WAAS] > [Monitored Servers] でフィルタリングを有効にし、
[Filter Response Time for all Data Sources by Monitored Servers] チェックボックスをオンにしま
す。

CLI を使用した問題のトラブルシューティング
• 「パケット ドロップの検出」（P.A-13）
• 「応答しない NAM の処理」（P.A-13）
• 「応答しない NAM の処理」（P.A-13）

パケット ドロップの検出
Q. CLI を使用してパケットがドロップされているかどうかを確認するにはどうすればよいでしょう
か。

A. 次の CLI コマンドを実行すると、NAM システムのさまざまなレイヤにおける 24 時間前以降のパ
ケット ドロップの様子が 5 分間隔で表示されます。
root@NAM1x-18.cisco.com# show pkt-drop-counters Hour-0
Start time of the hour: 2010-11-05 13:00 PDT
Time
hardware pkts dropped
FM pkts dropped
13:05
3548
0
13:10
3354
0
13:15
2843
0
13:20
2629
0
13:25
3592
0
13:30
3298
0
13:35
1823
0
13:40
2549
0
00:00
0
0
00:00
0
0
00:00
0
0
00:00
0
0

ART pkts dropped
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

応答しない NAM の処理
Q. NAM ブレードが応答しません。原因は何でしょうか。
A. 次の手順を実行します。
• NAM の IP 設定を確認する（CLI コマンド show ip を使用）
• スーパーバイザで次のような管理ポートの VLAN 設定を確認する
analysis module <slot> management-port access-vlan <#>

• スイッチまたはルータからのセッションは機能するか確認する
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• NAM mgmt の IP アドレスに対する ping は機能するか確認する
• スーパーバイザ / ルータのモジュール ステータスを確認する
show modules CLI

CLI を使用したパフォーマンス エージェント（PA）のトラブルシューティ
ング
Q. NAM が PA からのデータを受信しません。原因は何でしょうか。
A. まず Flexible Netflow （FNF）のトラブルシューティングを行います。show flow exporter
statistics を使用して、FNF から NAM へデータが送信されたかどうかを確認します。

FNF からデータが送信されなかった場合は、show mace metrics summary を使用してパフォーマ
ンス エージェントを確認します。フローがエクスポートされているかどうかを確認します。

PA によりフローがエクスポートされていない場合は、debug mace cp を使用して PA のデバッグ
を行い、エラーを特定します。
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