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一貫したアプリケーション エクスペリエン
スの確保

Prime Infrastructure によって、複数のサイトでアプリケーション間の高品質な WAN エンドユー
ザ エクスペリエンスを実現できます。

• サービス ヘルスの評価

• パフォーマンス ベースラインの確立

• 適化候補の特定

• 適化 ROI の検証

• 適化されたフローのモニタリング

（注） この機能を使用するには、Cisco Prime Infrastructure の実装に保証ライセンスが含まれている必
要があります。

ネットワーク運用スタッフは共通のデータ リソースを共有する必要があります。これにより、次
のような 適化サイクルの各段階を通じてネットワークのパフォーマンス データをすべて把握
できます。

• アプリケーションの 適化が必須な場所をネットワーク設計者が計画できるようにするた
めの、 適化の候補となるサイトおよびアプリケーションの識別（「サービス ヘルスの評価」
を参照）。

• サイトおよびアプリケーション パフォーマンスのベースラインの確立（「パフォーマンス 
ベースラインの確立」を参照）。

Prime Infrastructure は、重要なパフォーマンス メトリックのベースライン化を実行し、ベー
スライン値の異常な逸脱を検出します。重要なパフォーマンス メトリックには次のものが
あります。

– サーバ応答時間

– クライアントのトランザクション時間

– ネットワーク ラウンドトリップ時間

– MOS スコア

– ジッター

– パケット損失

– 送受信バイト
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– インターフェイス使用率

– CPU 使用率

– メモリ使用率

Prime Infrastructure は、過去 30 日間のメトリックの平均値を取って、各メトリックのベース
ライン（平均）を決定します。平均値は、モニタ対象の各エンティティ（インターフェイス、ホ
スト、サイト、またはアプリケーションなど）で 1 時間ごとに個別に計算されます。たとえば、
本日 9 AM ～ 10 AM の特定サーバの HTTP 応答時間のベースラインは、昨日の 7 PM ～ 8 PM 
の同じサーバのベースラインとは異なります。

また、Prime Infrastructure は、過去 30 日のデータを使用してメトリックの標準偏差も計算し
ます。平均値と同様に、標準偏差は各モニタ対象エンティティで 1 時間ごとに個別に計算さ
れます。

• WAN のパフォーマンスとアプリケーションの安定性が実際に向上したかどうかの実装後の
検証（「 適化 ROI の検証」を参照）。

各メトリックの平均と標準の偏差は時間とともに変化するため、Prime Infrastructure はヘル
ス スコア（適応型しきい値）の計算に使用されるしきい値を継続的に再計算します。Prime 
Infrastructure は、1 時間ごとにベースラインとしきい値を計算し、5 分ごとにヘルス スコアを
評価します。各間隔ごとに、以下のようになります。

a. ヘルス スコアは、アプリケーションとサイトの組み合わせごとに計算されます。

b. これらのヘルス スコアが集約され、（すべてのサイト間の）各ビジネス クリティカル ア
プリケーションの全体的なヘルスと、（すべてのビジネス クリティカルなアプリケー
ションでの）各サイトの全体的なヘルスが算出されます。

サイトまたはアプリケーションにわたって集約する場合は、 も低いスコアが使用されま
す。たとえば、特定のサイトのビジネス クリティカルなアプリケーションが「赤色」と評価さ
れると、そのサイトもまたその間隔で「赤色」と評価されます。詳細については、ヘルス ルー
ルを参照してください。

• 適化されたフローの継続的なモニタリングおよびトラブルシューティング（「 適化され
たフローのモニタリング」を参照）。

Prime Infrastructure はベースラインの平均および標準偏差を使用して、ベースライン値から
キー メトリックの異常な偏差を検出することでアプリケーションおよびサービスのヘルス
の問題をモニタし、モニタリング間隔ごとに各アプリケーションおよびサイトにヘルス ス
コア（赤色、黄色、または緑色）を割り当てることができます。

– 赤色のスコアは、ベースラインからの非常に異常な偏差（0.1 % 未満の確率のベースライ
ンからの偏差）を示します。

– 黄色のスコアは、軽度の異常な偏差（1 % 未満の確率の偏差）を示します。

– 緑色のスコアは、メトリックが正常範囲内であることを示します。

– 灰色のスコアは、サイトまたはアプリケーションのデータが不十分であることを示し
ます。

Cisco Prime Infrastructure は、パフォーマンスの 適化におけるこれらの各段階で一貫したデー
タ リソースを提供します。
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  サービス ヘルスの評価
サービス ヘルスの評価
サイトおよびそのサイトのビジネス クリティカルなアプリケーションを表示するには、[サービ
ス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サービス 
ヘルス（Service Health）] の順に選択します。サイトの各アプリケーションには、システムで使用
できる KPI（重要性能評価指標）ごとにスコアが与えられます。

• トラフィック（メガビット/秒）

• クライアント エクスペリエンス（アプリケーション タイプに基づいて異なります。HTTP な
どのトランザクション ベース アプリケーションの場合は平均トランザクション時間、RTP 
などのリアルタイム アプリケーションの場合は MOS コードです。）

• ネットワーク パフォーマンス（HTTP の場合は平均ネットワーク時間、RTP の場合はジッタ
およびパケット損失）

• アプリケーション応答（HTTP などのトランザクション ベースのアプリケーションにのみ適
用可能）

KPI スコアは複数のデータ ソースから取得できます。すべての KPI スコアは、すべてのデータ 
ソースを対象として計算されます。メイン ダッシュボードの全体スコアはこれらのスコアの合計
です。スコアには、[ヘルス ルール（Health rules）] ページで割り当てられた警告と重大しきい値に
基づいて、赤色、黄色、または緑色が割り当てられます。このページに移動するには、[サービス

（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サービス ヘ
ルス（Service Health）] ページの [ヘルス ルールの起動（Launch Health Rules）] をクリックします。こ
のオプションを使用して、必要性に応じて、ネットワークのヘルス ルール設定を変更できます。

[サービス ヘルス（Service Health）] にデータが表示されるまでには、少なくとも 1 時間が必要で
す。 初の 1 時間の経過後に、直前の 1 時間分のデータが、次の 1 時間の履歴データとしてデータ 
ラインでオーバーレイされます。2 日目以降は、前日の時間単位のデータに基づいて標準偏差と
平均が算出されます。

これらのスコアは 7 日間保存されます。前日のデータを表示する場合、 大の移動時間間隔は 
6 時間です（ 大 6 時間分のデータを同時に確認できます）。

カスタム アプリケーションの作成

カスタム アプリケーションおよびサービスを作成および管理するには、[サービス（Services）] > 
[アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [アプリケーションと
サービス（Applications and Services）] の順に選択します。サービス は、アプリケーションのグ
ループです。Prime Infrastructure によって、Cisco NBAR 標準規格に準拠したアプリケーション
およびサービスのデフォルト セットが提供されます。（詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6616/products_ios_protocol_group_home.html を参照して
ください。） 

必要な定義を含み、（デバイスまたは Prime Infrastructure から）使用できないカスタム アプリケー
ションを作成できます。アプリケーションの作成後は、サポートされているデバイスにそのアプ
リケーションを展開できます。デバイスにアプリケーション定義を展開すると、NetFlow でエク
スポートされたデータが Prime Infrastructure および他の管理ツールに一致します。

デバイスにカスタム アプリケーションを展開し、後でそのアプリケーションを削除する場合は、
[アプリケーションとサービス（Applications and Services）] オプションを使用してアプリケー
ションを展開解除する必要があります。カスタム アプリケーションを Prime Infrastructure だけか
ら削除すると、そのカスタム アプリケーションはデバイスでアクティブのままになります。

定義のないアプリケーションは「不明（Unknown）」として表示されます。
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  サービス ヘルスの評価
カスタム アプリケーションはサービスの下にまとめられます。サービスは、Cisco NBAR 標準規
格に準拠するためにカテゴリおよびサブカテゴリで編成されます。NBAR の詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6616/products_ios_protocol_group_home.html を参照してく
ださい。

カスタム アプリケー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 [サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [ア
プリケーションとサービス（Applications and Services）] の順に選択します。

ステップ 2 一部のアプリケーションは、「ビジネス クリティカル（Business Critical）」としてすでに設定され
ています。現在定義されているビジネス クリティカルなアプリケーションを表示するには、ウィ
ンドウの左上隅の [ビジネス クリティカルなアプリケーションの設定（Configure Business 
Critical Applications）] をクリックします。

ステップ 3 必要なその他のフィールドに入力し、[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 4 NAM または ASR/ISR に新しいアプリケーションをプッシュします。

a. [表示（Show）] ドロップダウンリストから [ユーザ定義アプリケーション（User Defined 
Applications）] を選択し、新しいアプリケーションのチェックボックスを選択して、[展開

（Deploy）] をクリックします。

b. [デバイスの選択（Device Selection）] ダイアログボックスで、このアプリケーションが展開さ
れる NAM デバイスまたは ISR/ASR を選択し、[送信（Submit）] をクリックします。

c. [ジョブの表示（View Jobs）] をクリックし、展開ジョブのステータスを表示します。

（注） ISR G2 のカスタム アプリケーション サポートは、Cisco IOS リリース 15.3 以降のみ対象
です。
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  サービス ヘルスの評価
[サービス ヘルス（Service Health）] ウィンドウ

[サービス ヘルス（Service Health）] ウィンドウでは、図 38-1 に示す情報を確認できます。

図 38-1 [サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [
サービス ヘルス（Service Health）] ウィンドウ

ヘルス タイムラインの表示

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > 
[サービス ヘルス（Service Health）] の順に選択し、[ヘルスの概要（Health Summary）] をクリッ
クします。Prime Infrastructure により、タイムラインでのヘルス情報の表示に切り替わります。

表 38-1 [サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サービス ヘルス
（Service Health）] ウィンドウの説明

1 選択したフィルタのロケーション グループがリストされます。

2 クリックして [ヘルスの概要（Health Summary）] と [ヘルス タイムライン（Health Timeline）] を切り替えます。

3 次の項目へのクイック リンクが表示されます。

• [ヘルス ルール（Health Rules）] ページ。このページでは、必要に応じて、ネットワークのヘルス ルール設定
を変更できます。

• 現在定義されているビジネス クリティカルなアプリケーションを表示および変更します。

4 現在表示しているフィルタが示されます。任意のフィルタをクリックして削除し、ウィンドウを更新できます。

5 ビジネス クリティカルなアプリケーションがリストされます。

6 色付きの記号は、[ヘルス ルール（Health Rules）] ページで指定したヘルス ルールの設定に基づく、良好、警告、お
よびクリティカルの各しきい値を示します。

7 スライダを動かして、サービス ヘルス情報を表示する時間範囲を指定します。

1 2

4

5

67

3

40
32

09
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  サービス ヘルスの評価
ヘルス ルール

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サー
ビス ヘルス（Service Health）] に表示されるデータは、ヘルス ルールを使用して算出されます。ヘル
ス ルールをカスタマイズするには、目的の行をクリックし、[クリティカル（Critical）] 値と [警告

（Warning）] 値を編集します。

• [クリティカル（Critical）]：データ値が指定されたクリティカル値を超えると赤色に変わり
ます。

• [警告（Warning）]：データ値が警告値を超えると黄色に変わります。

ヘルス ルールが指定したクリティカル値または警告値を超えない場合は、緑色です。

たとえば、トラフィック レートの場合、T1 を指定して、特定のサイト、アプリケーション、および
データソースに対しベースライン値 100 Mbps を指定し、標準偏差値を 20 Mbps に指定したとし
ます。

トラフィック レートが 161.8 Mbps（100+(3.09 X 20)）を超えた場合、クリティカルな警告を示す
赤色のバーが表示されます。

色付きのバーをクリックすると詳細情報を取得できます。

ベースライン化の有効化

標準偏差値および平均値は、[サービス ヘルス（Service Health）] でスコアを計算するために使用
されます。ベースライン化は、デフォルトでは有効になっていません。ベースライン化が有効な
場合は次のようになります。

• 青色のボックスは標準偏差を示します。

• 青色の線は、その時間の平均値を示します。
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  サービス ヘルスの評価
図 38-2 サンプルのベースライン値

ベースライン化を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [アプリケーション（Application）] 
の順に選択します。

ベースライン化は次のダッシュレットでサポートされています。

• [アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）]：サイト/企業の 1 つ
のアプリケーション、サービス、またはアプリケーションのセットの集約帯域幅率/量を示
します。

• [アプリケーション ART 分析（Application ART Analysis）]：トランザクションの応答時間を示
します。

ステップ 2 アプリケーション トラフィックの分析のベースライン化を有効にするには、次の手順を実行し
ます。

a. [アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）] ダッシュレットを開
き、カーソルをダッシュレット アイコンの上に置いて、[ダッシュレット オプション（Dashlet 
Options）] をクリックします。

b. [ベースライン（Baseline）] チェックボックスを選択して変更を保存します。
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  パフォーマンス ベースラインの確立
ステップ 3 アプリケーション応答時間分析のベースライン化を有効にするには、次の手順を実行します。

a. [アプリケーション ART 分析（Application ART Analysis）] ダッシュレットを開き、カーソルを
ダッシュレット アイコンの上に置いて、[ダッシュレット オプション（Dashlet Options）] をク
リックします。

b. [メトリック タイプ（Metric Type）] ドロップダウンリストからメトリックを選択します。

[サーバ応答時間（Server Response Time）] メトリックを選択すると、個々のアプリケーション 
サーバを選択して、そのサーバの応答時間が過去にどうであったかを確認できます。

c. [ベースライン（Baseline）] チェックボックスを選択して変更を保存します。

パフォーマンス ベースラインの確立
WAN の 適化を実行する前に、次の手順を実行して、対象のアプリケーションとサイトの標準
パフォーマンス特性を確立します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [アプリケーション
（Application）] の順に選択します。

ステップ 2 このページに次のダッシュレットを追加します（「ダッシュレットの追加」を参照）。

• [ART メトリックがワースト N のクライアント（Worst N Clients by ART Metrics）]

• [ART メトリックがワースト N のサイト（Worst N Sites by ART Metrics）]

• [アプリケーション サーバのパフォーマンス（Application Server Performance）]

• [アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）]

ステップ 3 これらのダッシュレットを使用して、現在設定されているように 適化候補のパフォーマンス
特性を確立します。

• [ART メトリックがワースト N のクライアント（Worst N Clients by ART Metrics）]：パフォー
マンスが も低いクライアントとアプリケーション： 大および平均トランザクション時
間、24 時間パフォーマンス トレンド。

• [ART メトリックがワースト N のサイト（Worst N Sites by ART Metrics）]：パフォーマンスが
も低いサイトおよびアプリケーションに関する同じ情報。

• [アプリケーション サーバのパフォーマンス（Application Server Performance）]：すべてのアプ
リケーション サーバ： 大および平均サーバ応答時間、24 時間パフォーマンス トレンド。

• [アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）]：24 時間のアプリケー
ション トラフィック メトリック（バイト/秒）と 1 秒当たりのパケット数が提供されます。期
間中の統計情報の平均値、 小値、 大値、中央時および第 1 および第 2 標準偏差が計算され
ます。
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  適化候補の特定
任意のダッシュレットの列ヘッダーをクリックすることで列ごとにソートできます。また、ダッ
シュレットのデータは、タイム フレーム、サイト、およびアプリケーションごとにフィルタリン
グできます。

ステップ 4 [サイト（Site）] タブをクリックし、ステップ 3 と同様に、[トップ N のアプリケーション（Top N 
Applications）]、[アラーム数がトップ N のデバイス（Top N Devices with Most Alarms）]、[トップ N 
のクライアント（Top N Clients）] および [ART メトリックがワースト N のクライアント（Worst N 
Clients by ART Metrics）] を使用します。

適化候補の特定
次の手順に従い、ネットワークでパフォーマンスが も低いアプリケーション、クライアント、
サーバ、およびネットワーク リンクを特定します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [WAN 適化（WAN 
Optimization）] の順に選択します。

ステップ 2 このダッシュボードに次のダッシュレットを追加します（「ダッシュレットの追加」を参照）。

• [アプリケーション トラフィック（Application Traffic）]

• [サーバのトラフィック（Server Traffic）]

• [クライアント トラフィック（Client Traffic）]

• [ネットワーク リンク（Network Links）]

ステップ 3 これらのダッシュレットを使用して、 適化の候補を特定します。

• すべてのダッシュレットには、アプリケーション、クライアント、サーバ、またはネットワー
ク リンクごとに現在のトラフィック レート（バイト/秒）、同時接続の平均数、および平均ト
ランザクション時間（ミリ秒）が表示されます。

• [ネットワーク リンク（Network Links）] には、各リンクのクライアントおよびサーバのエン
ドポイントのサイト、およびリンクが存在する時間の長さの平均が表示されます。

• [サーバのトラフィック（Server Traffic）] には、サーバの IP アドレスとそのサーバにより処理
されるアプリケーションの両方が表示されます。

ステップ 4 必要に応じてパフォーマンス データをソートおよびフィルタリングします。

• 任意のダッシュレットの任意の列のソートするには、列ヘッダーをクリックします。

• [タイム フレーム（Time Frame）]、[サイト（Site）]、または [アプリケーション（Application）] ご
とにすべてのダッシュレットに表示されるデータをフィルタリングするには、[フィルタ

（Filters）] 行で使用するフィルタ基準を入力または選択し、[移動（Go）] をクリックします。

• ダッシュレット内でフィルタリングするには、その [フィルタ（Filter）] アイコンをクリック
して、クイック フィルタまたは高度なフィルタを指定するか、またはプリセット フィルタを
使用します。

ステップ 5 同じデータのクイック レポートの場合：

a. [レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選択します。

b. レポートに対してフィルタとその他の基準を指定し、[実行（Run）] をクリックします。
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適化 ROI の検証
候補サイトで変更を展開した後、次の手順を実行して、 適化の投資効果を検証します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [WAN 適化（WAN 
Optimization）] の順に選択します。

このページのダッシュレットには、次の情報が表示されます。

• [トランザクション時間（クライアント エクスペリエンス）（Transaction Time (Client 
Experience)）]：過去 24 時間の平均クライアント トランザクション時間（ミリ秒単位）がグラ
フ表示されます。 適化されたトラフィックとパススルー トラフィック（ 適化がオフ）で
行が分かれています。 適化が有効になっている場合は、パススルー時間と比較して、 適化
されたトラフィック時間の方が短くなっているはずです。

• [平均同時接続数（ 適化済み対パススルー）（Average Concurrent Connections (Optimized vs 
Passthru)）]：指定された期間の同時クライアントおよびパススルー接続数の平均がグラフ表
示されます。

• [トラフィック量と圧縮率（Traffic Volume and Compression Ratio）]：圧縮前のバイト数と圧縮
後のバイト数の帯域幅減少率がグラフ表示されます。

• [マルチセグメント ネットワーク時間（クライアント LAN - WAN - サーバ LAN）
（Multi-Segment Network Time(Client LAN-WAN - Server LAN)）]：複数のセグメント間のネッ
トワーク時間がグラフ表示されます。

ステップ 2 ダッシュレットのデータは、[タイム フレーム（Time Frame）]、[クライアント サイト（Client Site）]、
[サーバ サイト（Server Site）]、[アプリケーション（Application）] でフィルタリングできます。

ステップ 3 レポートを作成する手順は次のとおりです。

a. [ツール（Tools）] > [レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選
択し、[パフォーマンス（Performance）] > [WAN アプリケーションのパフォーマンス分析の概
要（WAN Application Performance Analysis Summary）] の順に選択します。

b. レポートに対してフィルタとその他の設定を指定し、[実行（Run）] をクリックします。

適化されたフローのモニタリング
適化された WAN トラフィックをモニタするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [WAN 適化（WAN 
Optimization）] の順に選択します。

ステップ 2 [マルチセグメント分析（Multi-Segment Analysis）] ダッシュレットで、[マルチセグメント分析の
表示（View Multi-Segment Analysis）] をクリックします。

ステップ 3 個々のクライアント/サーバ セッションを表示するには [カンバセーション（Conversations）] タ
ブをクリックし、集約されたサイト トラフィックを表示するには [サイト間（Site to Site）] をク
リックします。各クライアント（またはクライアント サイト）とサーバ（またはサーバ サイト）の
ペアおよび使用中のアプリケーションについて、これらのページには次の情報が表示されます。
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• 平均および 大トランザクション時間：クライアント要求が行われてから、サーバから 後
の応答パケットを受け取るまでの時間。トランザクション時間は、クライアントの使用とア
プリケーション タイプ、およびネットワーク遅延に応じて異なります。トランザクション時
間は、クライアント エクスペリエンスをモニタし、アプリケーション パフォーマンスの問題
を検出する際の主要なインジケータです。

• 平均クライアント ネットワーク時間：クライアントとローカル スイッチまたはルータとの
間のネットワーク時間。Wide Area Application Services（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。

• 平均 WAN ネットワーク時間：WAN セグメント全体の時間（クライアントの場所とサーバの
場所のエッジ ルータ間）。

• 平均サーバ 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。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。

• 平均サーバ応答時間：アプリケーション サーバが要求に応答するのに要する平均時間。これ
は、クライアント要求がサーバに到達してから、サーバによって 初の応答パケットが返さ
れるまでの時間です。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 サーバ リソースに問題があることを示します。

• トラフィック量：クライアント、WAN、およびサーバの各セグメントにおけるバイト数/秒。

ステップ 4 必要に応じてパフォーマンス データをソートおよびフィルタリングします。

• 任意の列をソートするには、列ヘッダーをクリックします。

• [タイム フレーム（Time Frame）] に表示されるデータをフィルタリングしたり、[フィルタ
（Filter）] アイコンをクリックして、クイック フィルタまたは高度なフィルタを指定するか、
またはプリセット フィルタを使用できます。
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