


1. SYNESISの概要

SYNESISはイーサネット回線を流れるパケットのキャプチャ(取得)と、キャプチャしたパケットの解
析が⾏えます。
⾼速・⼤容量のトラフィックを取りこぼしなく連続してキャプチャすることが可能で、簡単な操作で
パケットの抽出や解析が⾏えます。
解析した結果はトレースファイルに保存したり、CSVファイルで保存したりすることができます。保
存したファイルをダウンロードすることも可能です。

主な機能は以下の通りです。

1) キャプチャの実⾏
イーサネット回線を流れるパケットをキャプチャ(取得)して、ストレージに保存します。
キャプチャの開始や停⽌は、画⾯上のボタンをクリックするだけで実⾏できます。
1-1-1. パケットキャプチャ機能をご参照ください。

2) 解析の実⾏
キャプチャしたパケットを解析して、問題個所や不具合原因などを探します。
利⽤可能な解析機能については1-3-2. メインメニューを参照してください。

3) トレースファイルの保存
時間やフィルタ条件を指定し、目的のパケットをトレースファイルとして保存します。

SYNESISの使⽤を開始する⼿順は1-2. SYNESISを使うにはをご参照ください。



1-1. SYNESISの機能

SYNESISにはキャプチャ機能や解析機能以外にも、パケットを再⽣してテスト環境に送信できるパ
ケットリプレイヤー機能や、レポート作成機能などが⽤意されています。

SYNESISの持つ機能は以下の通りです。

パケットキャプチャ機能 イーサネットを流れるパケットをキャプチャして、ディスク内
に保存します。

パケット解析機能
キャプチャしたパケットを、簡単な操作で解析・抽出すること
ができます。

トレースファイルへの
書き出し機能

時間やフィルタ条件を指定し、目的のパケットをトレースファ
イルとして保存します。

トラフィックの
異常検知機能

閾値を設定して異常が疑われるトラフィックを検知できます。
リアルタイムでの検知も可能です。

解析結果の出⼒機能 解析結果をまとめたレポートを作り、ダウンロードすることが
できます。

パケットの再⽣機能
キャプチャしたパケットを再⽣して、テスト環境に送信するこ
とが可能です。

リモート操作機能 Webブラウザを使って、離れた場所からSYNESISにアクセスす
ることが可能です。

利⽤可能なメニューや実際の操作⽅法など、詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。

1-1-1. パケットキャプチャ機能

イーサネットを流れるパケットをキャプチャして、ディス
ク内に保存します。
キャプチャ開始/終了ボタンはエージェント・メニューの概
要タブ上にあり、ボタンをクリックするだけで簡単にキャ
プチャを開始/終了することができます。
画⾯右上のツールバーのキャプチャ開始/終了ボタンからも
操作可能です。

詳細は3-3-1-1. キャプチャの開始・終了を参照してください。

キャプチャを開始する前に、キャプチャするパケットを指定できるキャプチャフィルタ機能 (※モデ
ルによっては機能が搭載されていません)や、指定した時間範囲のパケットの上書きを禁⽌する ロッ
ク設定機能などもご利⽤いただけます。
設定可能な項目や指定⽅法など、詳細は3-3-1-2. キャプチャオプションを参照してください。
また、キャプチャしたデータをユーザ側で取得したい場合は、別途トレースファイルへの書き出しを
⾏う必要があります。



1-1-2. パケット解析機能

キャプチャしたパケットを簡単な操作で解析することができ
ます。利⽤可能な解析メニューは以下の通りです。

MFA(マルチフロー解析)
APM/NPM解析
デコード

この他、1-1-4. トラフィックの異常検知機能で挙げるメ
ニューにも、検知した結果を解析する機能があります。
また、⼀部の解析はキャプチャを続けながら⾏うことができ、別のSYNESISで取得したデータを読み
込んで解析することもできます。

機能の詳細は、各メニューのリンク先を参照してください。

1-1-3. トレースファイルへの書き出し機能

キャプチャレコードから解析したい部分だけを抽出したト
レースファイルを作成することができます。
どの部分を切り出すかは時間範囲で指定することができま
す。特定のパケットだけを抽出するフィルタリングを⾏っ
て、その結果をトレースファイルとして保存することも可
能です。
作成したトレースファイルはダウンロード可能です。
詳細は3-4-2. トレースの保存を参照してください。

1-1-4. トラフィックの異常検知機能

応答遅延やマイクロバーストの発⽣など、異常が疑われるト
ラフィックを検知することが可能です。異常検知の判断基準
となる閾値を設定し、閾値を超えた結果を確認・解析するこ
とができます。
キャプチャ開始前に設定を⾏えば、キャプチャしながらのリ
アルタイムな検知も可能です。詳細は以下の各メニューを参
照してください。

アラート
マイクロバースト

1-1-5. 解析結果の出⼒機能

キャプチャしたパケットの解析結果からレポートを作成す
ることができます。作成したこれらのレポートはダウン
ロードすることができます。

レポートに記載する項目やグラフは⽤意されたオブジェク
トの中から選択して頂けます。レポートを定期的に⾃動作

成させることも可能です。



詳細は
5. レポートを確認してください

1-1-6. パケットの再⽣機能

キャプチャしたトラフィックを再⽣してテスト⽤の実環境な
どに出⼒することができます。
再⽣ファイルのデータ元としてキャプチャレコードやトレー
スファイルが指定できます。ファイル中のパケットは編集可
能で、 IPアドレスを変更したり、フィルタにかけて選択し
たりすることができます。再⽣スピードを変更することも可
能です。
詳細は9. パケットリプレイヤーを参照してください。

なお、ご利⽤には「パケットリプレイヤーオプション」が必要になります。詳細は東陽テクニカまで
お問い合わせください。

1-1-7. リモート操作機能

webブラウザを使って、離れた場所からでもSYNESISにア
クセスすることが可能です。リモート操作でもローカル操
作と同様の操作が⾏えます。
Windowsのリモートデスクトップ機能を利⽤してOSにロ
グイン、SYNESISをリモート制御することも可能です。
詳細はリモートからのアクセスと リモートデスクトップを
参照してください。



1-2. SYNESISを使うには

SYNESISはソフトウェアおよびライセンスがすべてインストールされた状態で出荷されています。
設置後、SYNESISの電源を投⼊するだけでご利⽤いただけます。

SYNESISの電源を投⼊してOSにログイン後、Webブラウザを起動してください。
WebブラウザからSYNESISの操作が⾏えます。
詳細は1-2-1. SYNESISの起動を参照してください。

リモートPCからWebブラウザを⽤いてSYNESISを操作することも可能です。
詳細は1-2-3. リモートからのアクセスを参照してください。

また、Windowsのリモートデスクトップ機能を利⽤してSYNESISのOSにログインすることが可能で
す。
詳細は1-2-4. リモートデスクトップを参照してください。

1-2-1. SYNESISの起動

SYNESISを起動するには、SYNESIS本体の電源ボタンを押して電源を投⼊します。
なお、ラックマウントタイプで拡張ストレージ・ユニットがセットになっている場合は、電源投⼊の
⼿順が異なります。
拡張ストレージ・ユニットがある場合の電源投⼊⼿順を参照してください。

電源を投⼊しSYNESISが起動すると、以下のシステム・ログイン画⾯が表⽰されます。

ユーザ名とパスワード(初期設定ではsynesis/admin)を⼊⼒して、「Enter」キーを押下してくださ
い。以下のデスクトップ画⾯が表⽰されます。



SYNESISの操作はWebブラウザから⾏います。画⾯左上の をクリックし、 Webブラウザ(Firefox)
を起動してください。
以下のサインイン画⾯が表⽰されます。(アドレス"https://localhost/"を指定して表⽰させることも
可能です。)

ユーザ名とパスワード(初期設定ではadmin/synesis1)を⼊⼒して、「サインイン」ボタンをクリッ
クしてください。SYNESISの操作を開始できます。

リモートPCからWebブラウザを⽤いてSYNESISを操作することも可能です。
詳細は1-2-3. リモートからのアクセスを参照してください。

サインイン後、無操作のまま30分経過すると⾃動的にサインアウトし、以下のように画⾯の上部に影
が下りた状態になります。
サインアウトしてしまった場合は "click here" の部分をクリックしてください。



SYNESISのサインイン画⾯が表⽰されますので、再度ログインしてください。

なお、SYNESISはモデルによってケーブルの接続先やチャネルの位置が変わります。
ご使⽤モデルの接続図は構成メニューのSYNESISについてからご確認いただけます。



・拡張ストレージユニットがある場合の電源投⼊⼿順

メイン・ユニットより先に拡張ストレージ・ユニットの電源をONにしてから、メイン・ユニットの
電源をONにします。
拡張ストレージ・ユニットの電源をONにすると、ディスクドライブのフロントパネル上にある緑⾊
LEDの点滅が始まります。点滅が終わる（点灯状態になる）まで待ち、その後、メイン・ユニットの
電源ボタンを押してください。

メイン・ユニットの電源投⼊後の操作は同じです。

1-2-2. SYNESISの終了

SYNESISを終了する場合は、システム操作画⾯からOSをシャットダウンしてください。
SSHからの操作でもシャットダウンが可能です。

なお、ラックマウントタイプで拡張ストレージ・ユニットがセットになっている場合は、終了の⼿順
が異なります。
以下の⼿順に従ってSYNESISを終了してください。



・拡張ストレージユニットがある場合の終了⼿順

まずOSをシャットダウンします。この操作によりメイン・ユニットの電源が落ちます。
本体の電源ボタンが消えたのを確認してから、拡張ストレージ・ユニット正⾯の電源ボタンを押して
拡張ストレージ・ユニットの電源を落としてください。

1-2-3. リモートからのアクセス

リモートPCからWebブラウザを⽤いてSYNESISをリモート操作することが可能です。
リモートPCの推奨環境は下記の通りです。

  推奨OS     ：Windows7, Windows10
  推奨ブラウザ  ：Firefox

リモートからのアクセスにはSYNESISのIPアドレスが必要です。
SYNESISのIPアドレスの確認⽅法はSYNESISのIPアドレスの確認⽅法を参照してください。
SYNESISのIPアドレスを確認した上で、リモートPCでWebブラウザを起動し、アドレスバー
に"https://[IP Address]※/"と⼊⼒してください。

以下のサインイン画⾯が表⽰されます。

ユーザ名とパスワード(初期設定ではadmin/synesis1)を⼊⼒して、「サインイン」ボタンをクリッ
クしてください。SYNESISの操作を開始できます。

※[IP Address] の部分にはSYNESISのIPアドレスを⼊⼒してください。



・SYNESISのIPアドレスの確認⽅法

リモートPCからのアクセスにはSYNESISのIPアドレスが必要です。
IPアドレスが不明な場合は、以下の⼿順に従ってSYNESISのIPアドレスを確認してください。

1) SYNESISのデスクトップの左上に位置する検索アイコン をクリックします。

2) 検索ウィンドウに「Terminal」と⼊⼒し、検索結果で表⽰されるターミナル(端末)アイコンをク
リックして、ターミナル・ウィンドウを開きます。

3) 下記コマンドを実⾏し、接続されている管理ポートのIPアドレスを確認してください。

$ ifconfig

1-2-4. リモートデスクトップ

Windowsのリモートデスクトップ機能でSYNESISのOSにログインすることができます。
なお、リモートデスクトップでの操作にはSYNESISのIPアドレスが必要です。
SYNESISのIPアドレスの確認⽅法はSYNESISのIPアドレスの確認⽅法を参照してください。

1) Windows7のスタートボタン をクリックし、「すべてのプログラム」をクリック、「アクセサ
リ」をクリックしてメニューを展開してください。
Windows10の場合はスタートボタン をクリックし、「リモートデスクトップ」と⼊⼒してくだ
さい。

2) 表⽰されたメニューの中から「リモートデスクトップ接続」をクリックしてください。
以下の「リモートデスクトップ接続」が表⽰されます。



3) コンピュータ(C) の欄(上図①)にSYNESISのIPアドレスを⼊⼒し、「接続」ボタン(上図②)をク
リックしてください。接続に成功すると、下記のログイン画⾯が表⽰されます。

4) OSのユーザ名とパスワード(デフォルトではsynesis/admin)を⼊⼒し、「OK」ボタンをクリック
してください。ログインに成功すると、OSのデスクトップ画⾯が表⽰されます



ログインしても上図のデスクトップ画⾯が表⽰されない場合は、⼀旦接続を解除し、 リモート接
続のオプションの設定をお試しください。

5) ログアウトする場合は、メニューバーから「システム 」―「[ユーザ名]のログアウト･･･」を選択
してください。

リモートデスクトップからシャットダウンや再起動は出来ません。
SYNESIS本体の画⾯で操作するか、ターミナルのshutdownコマンドで⾏なってください。



リモート接続のオプションの設定

リモート接続のオプションの設定を⾏う場合は、リモートデスクトップ接続画⾯の「オプションの表
⽰」をクリックしてください。オプションメニューが表⽰されます。
エクスペリエンス タブ(下図③)を選択してください。

「接続品質の⾃動検出」をクリックすると選択項目が表⽰されます。
"LAN (10 Mbps 以上)"以外(上図④)を選択した上で、「接続」ボタンをクリックしてください。



1-3. SYNESISの画⾯構成

SYNESISにログインすると以下のような画⾯が表⽰されます。

画⾯の中央はワークスペースです。実際に操作を⾏ったり、解析が表⽰されたりする部分になりま
す。詳細は1-3-1. ワークスペースを参照してください。

画⾯の左端に表⽰されているアイコン(上図①)はSYNESISのメインメニューです。
ここからキャプチャの操作や、各種解析を⾏えるそれぞれの操作画⾯にアクセスできます。

画⾯の上部のツールバーに表⽰されているアイコン(上図②)はツールバーメニューです。
上段には使⽤頻度の⾼い操作⽤のアイコンが置かれており、下段には各チャネルの接続状況が表⽰さ
れています。

それぞれのメニューの種類と概要は1-3-2. メインメニューと 1-3-3. ツールバーメニューを参照して
ください。

1-3-1. ワークスペース

画⾯の中央は各メニューのワークスペースとなり、実際に操作や解析が⾏える部分になります。

ワークスペースはメインメニューやツールバーメニューの選択によって表⽰が変わります。メニュー
によってはワークスペース画⾯の左側に別枠のウィンドウ(下図⾚枠)が表⽰されます。このウィンド
ウはペインと呼ばれ、ワークスペースで操作するデータやファイルを選択するための画⾯となりま
す。



このペインを非表⽰にし、ワークスペースを拡⼤表⽰させることも可能です。詳細はエージェント・
ペインの表⽰/非表⽰の切替えを参照してください。

また、項目によっては操作中に⼊⼒や確認を求めるダイアログ(ダイアログボックス)が表⽰されるこ
とがあります。

ダイアログが表⽰されましたら各項目に適⽤させたい値を⼊⼒し、「保存」ボタンや「適⽤」ボタン
をクリックしてください。⼊⼒した内容が保存され、ダイアログが閉じられます。
「キャンセル」ボタンをクリックすると、内容は保存されずにダイアログが閉じられます。



エージェント・ペインの表⽰/非表⽰の切替え

画⾯左側に表⽰されるエージェント・ペインを非表⽰にし、ワークスペースを拡⼤表⽰させることが
可能です。

エージェント・ペインを非表⽰にする場合は、エージェント・ペインとワークスペースの境界にカー
ソルを合わせると hideボタン (左下図①)が表⽰されますので、このボタンをクリックしてくださ
い。
エージェント・ペインが非表⽰となり、ワークスペースが拡⼤表⽰されます。

拡⼤表⽰を解除したい場合はワークスペースの左端にカーソルを合わせてください。
showボタン (右下図②)が表⽰されますので、このボタンをクリックしてください。再度エージェ
ント・ペインを表⽰させることができます。

エージェント・ペインの表⽰/非表⽰は各メニュー画⾯で個別に設定できます。
アラートの検索ペインやマルチフロー解析やパケットリプレイヤーのプロファイル・ペインも同様に
非表⽰にできます。
なお、APM/NPM解析の検索ウィンドウは表⽰幅の変更のみで、非表⽰にはできません。

1-3-2. メインメニュー

SYNESIS画⾯左端に表⽰されるメインメニューのアイコンから、各種操作、解析メニューにアクセス
できます。メインメニューの種類と機能は以下の通りです。

メインメニューの種類と機能



ダッシュボード
トラフィックの状態がリアルタイムで確認できます。
詳細は2. ダッシュボードを参照してください。

エージェント
キャプチャの開始・終了やデータの保存・管理など、解析
以外の操作が実⾏可能です。
詳細は3. エージェントを参照してください。

アラート

キャプチャ時に検知された、異常が起きたと疑われる時刻
を検索・閲覧できます。
アラート機能を利⽤するためには、キャプチャを開始する
前に検知基準となる閾値を設定してください。
詳細は4. アラートを参照してください。

レポート
統計情報や解析結果から定型のレポートを作成することが
できます。
詳細は5. レポートを参照してください。

MFA
複数のネットワークセグメントでキャプチャされたデータ
を関連付けて解析することができます。
詳細は6. MFA(マルチフロー解析)を参照してください。

APM/NPM解析

APM解析では各通信の応答時間を詳細に確認でき、遅延や
異常が発⽣している箇所を特定することができます。
NPM解析では通信のデータ量が送信側と受信側で個別に確
認することができます。
詳細は7. APM/NPM解析を参照してください。

マイクロバースト
瞬間的にトラフィックが集中するマイクロバースト(バース
トトラフィック)の発⽣状況を確認できます。
詳細は8. マイクロバーストを参照してください。

パケット
リプレイヤー

キャプチャしたパケットのトラフィックを再⽣して、テス
ト環境などの実環境に出⼒することができます。
ご使⽤になる場合は「パケットリプレイヤー・オプショ
ン」が必要になります。
詳細は9. パケットリプレイヤーを参照してください。

AA解析
データセンタ内のサーバの相互関係を図で⽰します。
プレビュー版でのご提供となります。
詳細は10. AA解析を参照してください。

1-3-3. ツールバーメニュー

SYNESIS画⾯上部のツールバーには使⽤頻度の⾼い操作⽤のアイコンが表⽰されています。
それらのメニュー・アイコン下にはチャンネルごとのリンク状態が表⽰されており、常にリンクを確
認しながら操作が⾏えます。

ツールバーメニューの種類と機能



リプレイ

パケットの
再⽣開始

パケットの再⽣を開始します。
前回再⽣されたパケット(プロファイル)が⾃動的に選択さ
れ、再⽣が実⾏されます。

パケットの
再⽣終了

実⾏中のパケットの再⽣を終了します。

パケット再⽣の
⼀時停⽌

実⾏中のパケットの再⽣を⼀時停⽌します。
再⽣開始ボタンがクリックされて再⽣が再開された際に
は、中⽌していたところから再⽣が開始されます。

キャプ
チャ

キャプチャの
開始

パケットキャプチャを開始します。
メインメニューのエージェント画⾯からキャプチャを開始
する場合と⼿順は同じです。

キャプチャの
終了

パケットキャプチャを終了します。

アクティブユー
ザプロファイル

サインインユーザ(⾃分⾃⾝)の登録情報が変更できます。
表⽰名やパスワードの変更がこちらから⾏えます。

構成

解析メニューで適⽤される設定項目を集めた「構成」メ
ニュー画⾯にアクセスできます。
ユーザ管理やシステムバックアップのメニューなどもこち
らからアクセスできます。
詳細は11. 構成を参照してください。

ヘルプ 本取扱説明書が表⽰されます。

サインアウト サインアウトし、ログイン画⾯に戻ります。

アイコンの
表⽰/非表⽰

ツールバーに表⽰するアイコンを選択できます。
このボタンをクリックすると、この表で説明されているア
イコンがリストで表⽰されます。
表⽰したいアイコンの左端のチェックボックスにチェック
をいれてください。そのアイコンがツールバー上に表⽰さ
れます。非表⽰にしたい場合はチェックボックスから
チェックを外してください。

チャネル
(チャネル
グループ)

● リンクアップ そのチャンネルはリンクアップしています。

● リンクダウン そのチャネルはリンクダウンしています。

● unknow 未対応のモデルです。



2. ダッシュボード

ダッシュボード画⾯ではリアルタイムなトラフィックデータやその統計情報が確認できます。

表⽰されるデータは現在の時刻から⼀定時間遡ったデータで、どのくらい遡ったデータを表⽰させる
かはユーザが選択できます。（遡る範囲の指定⽅法は時間範囲の選択を参照してください。）

ダッシュボードはユーザごとに複数設定可能で、画⾯上部のタブ(上図①)をクリックすることで表⽰
を切り替えることができます。ダッシュボードの追加や削除を⾏っても他のユーザのダッシュボード
には影響しません。
また、ダッシュボードごとに異なったグラフや表を配置することができ、グラフや表を追加しても、
他のダッシュボードには影響しません。

なお、１ページのダッシュボードに追加可能なグラフの数には上限があり、モデルごとに推奨値が提
⽰されています。詳細は配置可能なグラフ数を参照してください。

その他、ダッシュボード上のグラフの拡⼤表⽰や、グラフ上のデータの表⽰/非表⽰の切替の操作が可
能です。それぞれの操作⽅法はリンク先を参照してください。

本章の項目は以下の通りです。

2-1. ダッシュボードの編集
ダッシュボードの追加・削除の⼿順を解説します。
また、ダッシュボードにグラフの追加・削除やダッシュボード名を変更する「編集モード」
があります。
編集モードで可能になる機能と、その操作⽅法についても解説します。



2-2. 新規グラフの追加と設定
編集モードでダッシュボード上にグラフや表を追加する⼿順を解説します。
選択可能なグラフや表の種類や、データの種類についても確認いただけます。

2-3. グラフの設定変更
ダッシュボードで閲覧中のグラフや表の表⽰内容を変更することが可能です。
グラフや表の種類や表⽰するデータ(インデックス)は変更できません。
変更可能な項目と、その変更⼿順について解説します。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。

時間範囲の選択

ダッシュボード画⾯ではリアルタイムなトラフィックを確認できるように、現在の時刻から⼀定時間
遡ったトラフィックデータやその統計情報が表⽰されます。
画⾯左上の「開始時刻」、もしくは「終了時刻」の部分をクリックしてください。
下図の期間ダイアログが表⽰されます。

希望の表⽰期間を選択して、クリックしてください。
選択可能な表⽰期間は5分、30分、1時間、8時間、24時間です。

グラフの拡⼤表⽰

ダッシュボード上に表⽰されている各グラフの右上には「 新しいウィンドウで開く」 アイコンと、
グラフや表の設定が変更できる「プロファイルの設定」 アイコンが配置されています。

アイコンをクリックすると、下図のようにグラフが別ウィンドウで拡⼤表⽰されます。



拡⼤表⽰中のウィンドウはグラフ右上の×ボタンをクリックすると閉じることができます。

アイコンをクリックするとグラフの設定画⾯が表⽰され、設定が変更できるようになります。
詳細は2-3. グラフの設定変更を参照してください。

各チャネルデータの表⽰/非表⽰の切替

グラフ下部に表⽰されたチャネル名（下図②）をクリックすることで、グラフ上のチャネルデータの
表⽰/非表⽰を切り替えることができます。

拡⼤表⽰中も、また、チャネル以外でも、データの表⽰/非表⽰の切替は可能です。



例えば、上図のようにTop Nのデータが表⽰されている場合は、データごとに表⽰/非表⽰の切り替え
が可能です。

配置可能なグラフ数

１ページのダッシュボード上に⼤量のグラフを追加すると、動作が極端に遅くなるなどの問題を引き
起こす可能性があります。
その問題を回避するため、モデルごとに配置可能なグラフの数として、推奨値が提⽰されています。
推奨値を超えるグラフを作成したい場合はダッシュボードを追加し、そのダッシュボード上にグラフ
を追加してください。
ご使⽤モデルでのグラフ数の推奨値はAppendeix-H. モデルによる違いを参照してください。



2-1. ダッシュボードの編集

ユーザごとに複数のダッシュボードを設定し、ダッシュボードごとに別のグラフを設置することが可
能です。

ダッシュボードを追加したい場合は、タブリスト右端にある ボタンをクリックしてください。
詳細は2-1-1. ダッシュボードの追加と削除を参照してください。

ダッシュボード上のグラフの追加・削除や並べ替えを⾏いたい場合は、変更したいダッシュボードの
タブを選んで開き、画⾯右上の「編集」ボタンをクリックしてください。
ダッシュボードが編集モードとなり、グラフの追加・削除や並べ替えが⾏えるようになります。

ダッシュボードにグラフを追加するには、グラフタイプ・メニュー(上図①)でデータの解析⽅法(カテ
ゴリ)とグラフタイプを選択してください。グラフ設定ダイアログが表⽰されます。
詳細は2-2. 新規グラフの追加と設定を参照してください。

グラフを並べ替えたい場合は、移動させたいグラフの アイコン(上図②)をクリックし、移動したい
位置までドラッグ＆ドロップしてください。⾃動的にグラフの順序が並べ替えて表⽰されます。

追加済みのグラフの設定を変更したい場合は、設定を変更したいグラフの アイコン(上図③)をク
リックしてください。
詳細は2-3. グラフの設定変更を参照してください。

グラフを削除したい場合は、削除したいグラフの アイコン(上図④)をクリックしてください。
グラフの削除を実⾏する際には、確認メッセージが表⽰されないのでご注意ください。

編集後、「保存」ボタンをクリックすると、元のダッシュボード画⾯に戻ります。

「保存」ボタンの左にある「リネーム」ボタンをクリックすると、ダッシュボードの名前が変更でき



ます。
詳細は2-1-2. ダッシュボードの名称変更を参照してください。

2-1-1. ダッシュボードの追加と削除

ダッシュボードの追加・削除は、編集モードでない場合も実⾏できます。
ダッシュボードを追加したい場合は、タブリスト右端にある ボタンをクリックしてください。

下図の「新規ダッシュボード」ダイアログが表⽰されます。

「ダッシュボード名」欄に追加するダッシュボードの名前を⼊⼒し、「適⽤」ボタンをクリックして
ください。新しくダッシュボードが追加され、ダッシュボード・タブの右端に指定した名前のタブが
追加されます。
「ダッシュボードテンプレート」欄では、「DLC」と「Top Site」の2種類のテンプレートを選択で
きます。初期状態で表⽰されるグラフはそれぞれ以下の通りです。

DLC DLC折れ線グラフ/データソース：DefaultAgent/パケット

Top site

NPM：Top Site棒グラフ/データソース：DefaultAgent
/サイト：Top10/総パケット

APM：Top Site円グラフ/データソース：DefaultAgent
/サイト：Top10/パケット

ダッシュボードの追加後にグラフの追加と設定を⾏ってください。
グラフ追加の⼿順の詳細は2-2. 新規グラフの追加と設定を参照してください。

不要になったダッシュボードを削除する場合は、削除したいダッシュボード・タブの×ボタンをク
リックしてください。 ×ボタンをボタンのない概要タブはデフォルトのタブで削除できません。

2-1-2. ダッシュボードの名称変更



ダッシュボードの名前を変更したい場合は、編集モードで表⽰される「リネーム」ボタンをクリック
してください。下図の「ダッシュボードのリネーム」ダイアログが表⽰されます。

「名前」欄に新しい名前を⼊⼒し、「適⽤」ボタンをクリックしてください。タブに表⽰されている
ダッシュボードの名前が変更されます。

「保存」ボタンをクリックすると、元のダッシュボード画⾯に戻ります。



2-2. 新規グラフの追加と設定

編集モードで画⾯左上に表⽰されるグラフタイプ・メニューからグラフタイプを選び、新規グラフ設
定⽤のダイアログでグラフに表⽰する KPIなど、必要項目を指定してください。
ダイアログ上の「保存」ボタンをクリックすると、ダッシュボード上にグラフが追加されます。

新規グラフ追加の⼿順は以下の通りです。

1) 編集モードへの切替
ダッシュボード画⾯右上の「編集」ボタンをクリックし、編集モードにします。

2) 解析⽅法(アドオン)の選択
画⾯左上のグラフタイプ・メニューでデータの解析⽅法(アドオン)を選択してください。
グラフタイプのサブリスト(下図)が表⽰されます。

3) グラフタイプの選択
表⽰されたサブリストの中からグラフタイプを選択してください。新規グラフ設定⽤ダイアロ
グが表⽰されます。
選択可能なグラフタイプについては2-2-1. 選択可能なグラフの種類を参照してください。

4) 表⽰データの指定
新規グラフ追加⽤ダイアログの各項目を⼊⼒・選択します。

「タイプ」と「範囲」でデータの抽出条件を、「インディックス」でどのデータ (KPI)をグラフに描



画させるかを指定してください。
なお、選択されたグラフタイプによって設定項目は変わり、表⽰されるダイアログも異なります。各
設定項目の詳細は2-2-2. 新規グラフの設定項目を参照してください。

項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックすると、ダッシュボード上にグラフが追加されます

追加したグラフの設定を変更したい場合は、グラフの右上の アイコンをクリックしてください。詳
細は2-3. グラフの設定変更を参照してください。

削除したい場合は、編集モードでグラフの右上の アイコンをクリックしてください。

2-2-1. 選択可能なグラフの種類

選択可能なグラフタイプは以下の通りです。

DLC
― 折れ線グラフ

イーサタイプ 表

Net IPプロトコル 表

APM/NPM

Top N

棒グラフ
円グラフ
⽐較表
表

トレンド

折れ線グラフ
⾯グラフ
縦棒グラフ
トップトレンド折れ線グラフ

グラフタイプ選択後は、解析⽅法(アドオン)やグラフタイプを変更できません。

2-2-2. 新規グラフの設定項目

グラフの種類によって項目は異なりますが、主な設定項目は以下の通りです。

タイトル グラフのタイトルです。

説明 グラフの説明です。データソースなどの情報と共にグラフ上に表⽰されます。

アドオン グラフデータの解析⽅法です。グラフタイプ選択時に指定します。

タイプ

ドロップダウンリストから、データの抽出⽅法を指定します。
選択可能な項目はサイト,サーバ,サーバグループ, アプリケーション,アプリ
ケーショングループの５種類です。
詳細は次表データの抽出条件を参照してください。

範囲
「タイプ」で指定した条件によって抽出されたデータを、「範囲」で指定した
項目でさらにフィルタリングします。
「タイプ」でアプリケーションを選択した時はサイトに、 サイトを選択した場



合にはアプリケーションに固定されます。
その他の「タイプ」を指定した場合には表⽰されません。
詳細は次表データの抽出条件を参照してください。

インデックス

グラフに表⽰するデータを選択します。グラフや表の種類によっては複数選択
することも可能です。
左側のリストはグラフの系列として利⽤可能なデータで、右側にあるデータが
実際にグラフに表⽰されます。
左側のリストで１つ以上のデータを選択し、 アイコンをクリックしてくださ
い。選択したデータが右側のリストに移動します。
右側のリストから削除する場合は、削除したいデータを選択して アイコンを
クリックしてください。データが右側のリストから消え、左側のリストに戻り
ます。

上限を固定する
時系列での変化を表すトレンドグラフでは、プロットされた KPIの上限を定義
することができます。実際のプロット指標値が上限値を超えた場合、プロット
値がユーザ定義の上限値になります。

KPIの上限

「上限を固定する」が有効の場合に表⽰されます。
テキストボックス右側のドロップダウンリストで、桁数の表⽰(K、M、G、u、
mなど)を変更できます。グラフの単位ラベルも変更されます。
⼊⼒できる最⼤値は1,000,000,000（総サイズ)までです。
なお、インデックスに応答時間のKPI([NRT(ms)]など)を指定し、単位を
「sec」にした場合、上限は 100,000 になります。

2-2-3. データの抽出条件

データの抽出条件を指定する「タイプ」や「範囲」として選択可能な項目は以下の通りです。

サイト

登録されたネットワーク拠点を元にデータを抽出し、得られたそのデータで
グラフを作成します。
モニタの対象が複数の拠点にまたがる場合、拠点ごとのサブネットを登録し
ておくことで、拠点ごとのデータ量が確認できます。
登録は構成メニューのサイトから⾏えます。

サーバ IPアドレスを元にデータを抽出し、得られたそのデータでグラフを作成しま
す。

サーバグループ

登録されたサーバ(グループ)のIPアドレスを元にデータを抽出し、得られた
そのデータでグラフを作成します。
特定の役割を担うサーバグループを登録しておくことで、サーバグループ全
体でのデータ量が確認できます。
登録は構成メニューのサーバグループから⾏えます。

アプリケーション
登録されたアプリケーションプロトコルを元にデータを抽出し、得られたそ
のデータでグラフを作成します。
登録は構成メニューのプロトコルから⾏えます。



アプリケーション
グループ

登録されたL4ポート番号・グループを元にデータを抽出し、得られたその
データでグラフを作成します。
登録は構成メニューのアプリケーショングループから⾏えます。

登録⽅法の詳細は、それぞれのリンク先を参照してください。



2-3. グラフの設定変更

グラフは追加した後でも、データソースや集計間隔を変更することが可能です。

データソースや集計間隔を変更したい場合は、グラフの右上の アイコンをクリックしてください。
下図の「セットアップ構成」ダイアログが表⽰されます。

グラフの種類によって設定項目は変わり、表⽰されるダイアログも変わります。
各項目を変更した上で「適⽤」ボタンをクリックしてください。変更内容が適⽤され、グラフの設定
が変更されます。

なお、グラフの種類や表⽰するデータの種類(インディックス)は変更できません。
グラフやデータの種類を変更したい場合は、グラフを削除して新しく作り直してください。

グラフを新規追加するための⼿順は2-2. 新規グラフの追加と設定を参照してください。

グラフ追加後でも変更可能な項目は以下の通りです。

タイトル グラフのタイトルです。変更できません。

データソース

どのSYNESISでキャプチャされたデータをグラフに表⽰させるかを指定します。
リモート・エージェントやチャネルグループが設定されていない場合は「Default
Agent」に固定になります。
詳細はAppendix D. データソースを参照してください。

集計間隔
トレンド(時系列)グラフの集計間隔を設定します。次の中から1つ選択します。
 DLC: ⾃動、5秒、1分、15分、1時間
 APM/NPM: ⾃動、1分、15分、1時間

アダプタ

どのアダプタ(キャプチャカード)でキャプチャされたデータをグラフに表⽰させ
るかを指定します。
「データソース」で選択したSYNESISに組み込まれているアダプタが選択可能な
項目として表⽰されます。
「データソース」でチャネルグループを選択した場合は、この項目は表⽰されま
せん。



チャネル

どのチャネルでキャプチャされたデータをグラフに表⽰させるかを指定します。
「アダプタ」で選択したアダプタ内で有効なチャネルが選択可能な項目として表
⽰されます。任意のチャネル、または全てのチャネルが選択できます。
チャネルグループが設定されている場合は、チャネルグループのIN、OUT、全て
の中から選択することができます。



3. エージェント

エージェント・メニューからはキャプチャの開始・終了やキャプチャデータの管理など、SYNESISの
基本的な操作が⾏えます。

エージェント画⾯は利⽤可能なエージェントがツリー形式で表⽰されるエージェント・ペイン(上図
①)と、実際の操作画⾯となるワークスペース(上図②)で構成されています。

エージェント・ペインと各ワークスペースの機能は以下の通りです。

3-1. エージェント・ペイン
利⽤可能なエージェントとそのエージェントが持つキャプチャレコードがツリー形式で表⽰
されます(上図①)。
ここで選択される箇所によって、表⽰されるワークスペースが変わります。

3-2. 全てのエージェント・ワークスペース
利⽤可能なエージェントと、それらのエージェントにインストールされた各種ソフトウェア
のバージョンが確認できます。

3-3. エージェント・ワークスペース
キャプチャの開始・終了や設定、キャプチャデータの保存に関する設定など、解析以外の基
本的な操作がこちらのページから⾏えます。

3-4. キャプチャレコード・ワークスペース
キャプチャレコードのデータを確認してトレースファイルを保存したり、統計値のCSVファ
イルをダウンロードしたりすることができます。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。



3-1. エージェント・ペイン

エージェント･ペインには利⽤可能なエージェントがツリー形式で表⽰されます。 アイコンをクリッ
クするとツリーを展開し、▼をクリックすると展開したツリーを折り畳みます。

ルート階層の「全て」ノード(上図①)をクリックすると、右側に全てのエージェント・ワークスペー
スが表⽰され、利⽤可能なエージェントの情報が表⽰されます。

エージェントノード(上図②)をクリックすると、エージェント・ワークスペースが表⽰されます。ト
ラフィックの確認とキャプチャの開始、終了の操作が⾏えます。

各レコードのノード(上図③)をクリックすると、キャプチャレコード・ワークスペースが表⽰されま
す。個々のキャプチャレコードの確認と、トレースファイル保存の操作などが⾏えます。

各ワークスペースの機能と操作⽅法は、それぞれのリンク先を参照してください。

3-2. 全てのエージェント・ワークスペース

全てのエージェント・ワークスペースでは、利⽤可能なエージェントとその情報が⼀覧で表⽰され、
エージェントの再起動を⾏うことができます。

エージェントの再起動を⾏う場合は、再起動したいエージェントの左側のチェックボックスにチェッ
クを⼊れ、「プロセスのリスタート」ボタン(上図①)をクリックしてください。全てのエージェント
を再起動したい場合は、先頭⾏のチェックボックス(上図②)にチェックを⼊れ、「プロセスのリス
タート」ボタンをクリックします。

複数のエージェントの中から目的のエージェントの情報のみを表⽰させたい場合は、画⾯左上の検索
テキストボックスに検索したい⽂字列を⼊⼒してください。エージェントの名前の⼀部が⼊⼒された
⽂字列と⼀致するエージェントのみが表⽰されます。



確認できるエージェントの情報は以下の通りです。

名前 エージェントの名前です。

説明 エージェントの説明です。

ホスト エージェントのホスト名です。

キャプチャ
ステータス

キャプチャ中は「キャプチャ」、終了すると「停⽌」と表⽰されます。
キャプチャを開始・終了する⼿順は3-3-1-1. キャプチャの開始・終了を参照し
てください。

パッチバージョン SYNESISインストール後に当てられたパッチのージョンです。
当てられたパッチがない場合は「none」と表⽰されます。

WebService

バージョン

インストールされているSYNESISの各ソフトウェアのバージョンです。

MVP

バージョン

DecodeEngine

バージョン

NetKeeper

バージョン



3-3. エージェント・ワークスペース

エージェント・ワークスペース画⾯からは、キャプチャの開始・終了やキャプチャの設定、キャプ
チャデータの保存・管理など解析以外の基本的な操作が⾏えます。

エージェント画⾯は概要タブ、レコード・タブ、 ロック・タブ、トレースファイル・タブの４つのタ
ブで構成されています。その他にも選択したレコードのデコードを実施した場合に表⽰されるデコー
ドタブと リアルタイムデコード・タブがあります。

各タブの機能は以下の通りです。

3-3-1. 概要タブ
キャプチャ中のトラフィックの状態を確認しながら、キャプチャの操作が⾏えます。
キャプチャフィルタやロック設定、⾃動解析機能などキャプチャ時に適⽤される キャプチャ
オプションの設定もこちらから⾏えます。

3-3-2. レコード・タブ
エージェントが保有するキャプチャレコードが⼀覧で表⽰されます。
レコードにロックを掛ける、レコードをトレースファイルに保存する、統計情報をCSVファ
イルに書き出す、などの操作が可能です。
作成したファイルはダウンロード可能です。

3-3-3. ロック・タブ
ロックされて、消去されないよう保護されているキャプチャレコードが⼀覧で表⽰されま
す。こちらの画⾯から新しくロックを掛けたり、掛けられたロックを外したりすることも可
能です。



3-3-4. トレースファイル・タブ
SYNESIS内に保存されているトレースファイルの管理が⾏えます。
外部からのトレースファイルの読み込みも可能です。

3-3-5. リアルタイムデコード・タブ
キャプチャしたパケットをリアルタイムにデコードして表⽰します。
リアルタイムデコードを有効にしてキャプチャを実⾏した場合にのみ表⽰されます。

3-3-6. デコード
キャプチャしたパケットをデコードした結果が表⽰されます。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。



3-3-1. 概要タブ

キャプチャ中のトラフィックの状態を確認しながら、キャプチャの開始・終了の操作が⾏えます。

画⾯上部のテーブルでは実⾏中のキャプチャに関する情報が、中央のテーブルには統計情報が表⽰さ
れます。テーブルの下には、チャネルごとのトレンドグラフが表⽰されます。
表⽰するグラフは使⽤率、ビットレート、パケットレートなどの中から選択できます。

キャプチャの開始・終了の⼿順は3-3-1-1. キャプチャの開始・終了を、キャプチャに適⽤するキャ
プチャフィルタや スライスなどのキャプチャオプションについては 3-3-1-2. キャプチャオプション
を参照してください。



実⾏中のキャプチャの情報

画⾯上部のテーブルには実⾏中のキャプチャに関する情報が表⽰されます。

表⽰される情報は以下の通りです。

名前 エージェントの名前です。

ホスト エージェントのホスト名です。

開始時刻 キャプチャの開始時刻です。

最終アップデート 統計情報を最後にアップデートした⽇時です。

持続時間 実⾏中のキャプチャを開始してからの経過時間です。

ステータス
キャプチャ実⾏中の場合は「キャプチャ」、終了すると「停⽌」になりま
す。

キャプチャフィルタ キャプチャに適⽤されているキャプチャフィルタの有無を表⽰します。

スライス キャプチャに適⽤されているスライス設定の有無を表⽰します。

ディスクフル時の動
作

ディスクフル時に停⽌するかどうかの設定を表⽰します。
詳細は3-3-1-2-1. 共通タブの「デスクフル時の動作」を参照してくださ
い。

⾃動保存

⾃動保存のステータスです。表⽰されるステータスは以下の通りです。
● 無効：⾃動保存が⾏われない設定になっています。
● プライマリ：プライマリに指定したフォルダに保存しています。
● セカンダリ：セカンダリに指定したフォルダに保存しています。
● 失敗：⾃動保存に失敗しています。

⾃動解析

⾃動解析のステータスです。表⽰されるステータスは以下の通りです。
● 有効：「キャプチャオプション」で選択した項目について⾃動解析が実
⾏されます。
● 無効：⾃動解析が無効になっています。



キャプチャの統計情報

中央のテーブルにはチャネルごとのキャプチャの統計情報が表⽰されます。

表⽰される情報は以下の通りです。

チャネル

キャプチャを⾏っているチャネルです。
チャネルグループが設定されている場合は  "[チャネルグループ名]+
[IN]" または "[チャネルグループ名]+[OUT]" で表⽰されます。(例：チャ
ネルグループ1 IN)
詳細はD-1. チャネルグループを確認してください。

ステータス チャネルの接続状況です。
リンクアップ時には緑、リンクダウン時には⾚が表⽰されます。

使⽤率 回線の使⽤率を％で⽰した値です。

ビットレート 1秒間に受信したビット数です。

パケットレート 1秒間に受信したパケット数です。

バイト 受信したバイト数です。

パケット 受信したパケット数です。

ドロップ ドロップしたパケット数です。

ブロードキャスト ブロードキャストパケット数です。

マルチキャスト マルチキャストのパケット数です。

ユニキャスト ブロードキャスト、マルチキャスト以外のパケット数です。

CRC※ CRCエラーのパケット数です。
フラグメントおよびジャバーは含みません。

フラグメント※ CRCエラーの内、64byte未満のパケット数です。

ジャバー※ CRCエラーの内、9018 byteより⼤きいパケット数です。

オーバーサイズ※ CRCエラー以外で、9018 byteより⼤きいパケット数です。

ラント※ CRCエラー以外で、64 byte未満のパケット数です。

アダプタ キャプチャ時に選択されたアダプタの名称です。

※CRC〜ラントのエラーパケットの検出はモデルによっては統計が取れません。その場合の統計値は「N/A」と表
⽰されます。対応モデルはAppendix H. モデルによる違いを参照してください。



各チャネルのトレンドグラフ

⼀番下のグラフは各チャネルの時間経過による変化を⽰すトレンドグラフです。
横軸は全体で５分間、1秒ごとの統計値が表⽰されます。
各チャネルのグラフにカーソルを合わせると、時間と値が表⽰されます。

グラフ左上のリストボックスで表⽰データを指定できます。選択可能なデータは以下の通りです。

使⽤率 回線の使⽤率を％で⽰した値です。

ビットレート 1秒間に受信したビット数です。

バイト 受信したバイト数です。

パケット 受信したパケット数です。

ドロップ ドロップしたパケット数です。

ブロードキャスト ブロードキャストパケット数です。

マルチキャスト マルチキャストのパケット数です。

ユニキャスト ブロードキャスト、マルチキャスト以外のパケット数です。

CRC※ CRCエラーのパケット数です。
フラグメントおよびジャバーは含みません。

フラグメント※ CRCエラーの内、64byte未満のパケット数です。

ジャバー※ CRCエラーの内、9018 byteより⼤きいパケット数です。

オーバーサイズ※ CRCエラー以外で、9018 byteより⼤きいパケット数です。

ラント※ CRCエラー以外で、64 byte未満のパケット数です。

アダプタ キャプチャ時に選択されたアダプタの名称です。

※CRC〜ラントのエラーパケットの検出はモデルによっては統計が取れません。その場合の統計値は「N/A」と表
⽰されます。対応モデルはAppendix H. モデルによる違いを参照してください。



3-3-1-1. キャプチャの開始・終了

初めてキャプチャを開始する場合は、キャプチャを開始する前に「オプション」ボタン(下図①) をク
リックし、使⽤するアダプタ(キャプチャカード)を指定してください。

キャプチャフィルタや⾃動解析などの キャプチャオプションを適⽤したい場合は、こちらから指定が
⾏えます。
アダプタ指定後、「キャプチャの開始」ボタン(上図②)、もしくはツールバーのキャプチャの (開
始)ボタン(上図③)をクリックしてください。
以下の「キャプチャの開始」ダイアログが表⽰され、「適⽤」ボタンをクリックするとキャプチャが
開始されます。

「詳細オプション」リンクをクリックすると、「オプション」ボタンをクリックした時と同様にキャ
プチャオプションが設定できます。

キャプチャを終了する場合は「キャプチャの終了」ボタン、もしくはツールバーのキャプチャの 
(終了)ボタンをクリックしてください。



指定したキャプチャオプションの内容は保存され、次回以降のキャプチャに⾃動的に適⽤されます。
キャプチャオプションの指定を変更、もしくは適⽤を解除したい場合は再度指定を⾏ってください。
指定可能な項目や設定⼿順など、詳細は3-3-1-2. キャプチャオプションを参照してください。



3-3-1-2. キャプチャオプション

概要タブ「オプション」ボタンをクリックすると、以下のキャプチャオプションダイアログが表⽰さ
れ、キャプチャに適⽤するキャプチャオプションを指定できます。

キャプチャの開始時に表⽰される「キャプチャの開始」ダイアログの「詳細オプション」ボタンをク
リックしても、同様にキャプチャオプションの設定が⾏えます。
各項目を設定した上で「適⽤」ボタンをクリックしてください。設定が保存され、キャプチャを実⾏
する際に設定したオプションが⾃動的に適⽤されるようになります。

キャプチャオプションダイアログは以下の６画⾯で構成されています。

共通
アダプタ選択、スライス機能、ディスクフル時の動作など、基本的なキャ
プチャオプションの設定が⾏えます。

キャプチャフィルタ キャプチャの段階でパケットをふるいにかけるキャプチャフィルタを設定
します。モデルによっては適⽤できません。

ロックトリガ
指定された条件に合致する区間のパケットデータをロック(保護)し、上書
きされないようにします。

⾃動保存
キャプチャ中に⾃動的にトレースファイルを作成する、⾃動保存機能の有
効/無効と、有効時の動作の詳細を設定します。

チャネル設定 チャネルごとにラインスピードを指定できます。

通知設定 エラー発⽣時に通知する、など通知を⾶ばすイベントを指定できます。

画⾯ごとに設定できる項目が異なります。詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。



3-3-1-2-1. 共通オプション

キャプチャを⾏うアダプタや、スライス機能などの基本的なキャプチャ設定を⾏います。

設定項目の詳細は以下の通りです。

  

アダプタリスト キャプチャを⾏うアダプタ(キャプチャカード)を選択します。

スライス
各フレームからキャプチャ対象とするサイズを、フレームの先頭から数
えたバイト数の単位で指定します。指定可能なサイズは32byte以上で
す。また、キャプチャ可能な最⼤パケット⻑は10kbyteです

ディスクフル時の動作

パケットを保存するための保存領域(ディスク)に、空き容量がなくなっ
た場合の動作を指定します。（詳細はAppendix F. SYNESISのディスク
構成をご確認ください）
「上書き」を選択すると、キャプチャを継続し、ディスク内の古いパ
ケットから順に上書きして保存します。
「停⽌」を選択すると、その時点でキャプチャを停⽌します。
既に満杯の状態からキャプチャを開始した場合、現在のキャプチャ以外
のパケットを上書きし終えた時点でキャプチャが停⽌します。

システム起動時に⾃動で
キャプチャを開始する

チェックを⼊れると、システム起動時に⾃動的にキャプチャを開始しま
す。



リアルタイムデコードを
有効にする

チェックを⼊れると、キャプチャしたパケットを１秒間に１パケット、
⾃動的にデコードし、その結果をリアルタイムデコード・タブに表⽰し
ます。
詳細は3-3-5. リアルタイムデコード・タブを参照してください。

キャプチャ中の⾃動解析
チェックを⼊れると、キャプチャ中の⾃動解析が有効になります。
モジュールのリンク(上図①)をクリックすると、どのモジュールを有効
にするかを指定できます。

モジュール; TopN;
(リンク/上図①)

有効になっている解析モジュールの種類と、グラフ表⽰させるフローの
数(TopN)が表⽰されます。
有効にする解析モジュールの種類を指定・変更したい場合は、このリン
クをクリックしてください。
詳細はキャプチャ中の⾃動解析の指定を参照してください。



・キャプチャ中の⾃動解析の指定

有効にする⾃動解析の種類を変更したい場合は、設定項目の⼀番下にある、有効になっている⾃動解
析リストのリンク部分(上図①)をクリックしてください。
以下の「上位Nの構成モジュールと分析」ダイアログが表⽰されます。

設定項目は以下の通りです。設定が完了したら「適⽤」ボタンをクリックしてください。

モジュール

どの⾃動解析を有効にするかを選択します
  APM解析 : APM解析を有効にします。
  NPM解析 : NPM解析を有効にします。
  L2/L3プロトコル : L2/L3プロトコル解析を有効にします。
  マイクロバースト: マイクロバースト解析を有効にします。
なお、上記の⾃動解析項目内の１つでも選択すると、⾃動的にARP解析が
有効になります。
ARP解析はARPパケットをカウントする機能です。

トンネルパケット
解析はInnerヘッダで⾏われます。
「最も外側のヘッダで解析」にチェックを⼊れると、Outerヘッダで解析
が⾏われます。

上位のフロー

グラフ表⽰させるフローの数を指定します。20, 50, 100, 200, 500 が選
択可能です。
SYNESIS内部のメモリには１分あたり40000フロー(IPアドレスとポート
のペアにより定義されたフロー)保持されています。その上位の、指定され
た数のフローがグラフに表⽰されます。

3-3-1-2-2. キャプチャフィルタ・オプション

適⽤するキャプチャフィルタを指定します。
キャプチャフィルタを適⽤したい場合は、画⾯左上の「フィルタ有効」チェックボックスにチェック
を⼊れてください。



画⾯中央のキャプチャフィルタ・リストに登録済みのキャプチャフィルタが表⽰されますので、適⽤
したいキャプチャフィルタのチェックボックスにチェックを⼊れてください。

キャプチャフィルタはパケットをディスク内に保存する前に 篩
ふるい

に掛けるフィルタです。
キャプチャフィルタで篩い落とされたパケットはディスクに保存されません※ので、適⽤時にはご注
意ください。

キャプチャフィルタを追加したい場合は「追加」ボタンを、登録済みのキャプチャフィルタを編集し
たい場合はフィルタ名のリンク部分をクリックしてください。
詳細はAppendix B. キャプチャフィルタの種類と設定⽅法を参照してください。
登録したキャプチャフィルタを削除したい場合は、そのキャプチャフィルタのチェックボックスに
チェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。選択したキャプチャフィルタが削除され
ます。

なお、SYNESISのモデルによってはキャプチャフィルタが使⽤できません。
対応しないモデルの場合は「この機種はキャプチャフィルタに対応しないモデルです」と表⽰されま
す。キャプチャフィルタが適⽤可能かはAppendix H. モデルによる違いでご確認ください。

※保存済みのパケットを抽出するためのフィルタとして「保存フィルタ」があります。
保存済のパケットをトレースファイルに保存する際には、こちらの「保存フィルタ」をご利⽤ください。

3-3-1-2-3. ロックトリガ・オプション

指定された条件に合致する区間のパケットデータにロックを掛け、上書きされないようにします。



ロックすることで重要なパケットデータを保護することができます。

「ロックトリガを有効にする」のチェックボックスにチェックを⼊れると、設定したロックトリガが
有効になり、パケットデータがロック(保護)されます。
ロックされていないデータは、パケットが保存されるパケットデータ領域がいっぱいになるとキャプ
チャされたパケットは古いものから順番に上書きされて消えていきます。 (ロック機能の詳細は
3-3-2-1. レコードのロックをご参照ください。)

指定できるトリガは以下の２種類です。

時間トリガ 指定した時間範囲のパケットデータをロック(保護)します。

SNMPトラップトリガ 特定のSNMPトラップを受信した場合、その前後の指定された時間範囲
のパケットデータをロック(保護)します。



・時間トリガ

時間トリガを指定したい場合は、 アイコンをクリックしてください。ここで指定した時間範囲が
ロック(保護)され、キャプチャ中に上書きされなくなります。時間トリガを 削除したい場合は アイ
コンをクリックしてください。時間トリガを有効にしたい場合は、「トリガ」のリストボックス 内で
有効にしたいトリガにチェックを⼊れてください。

リピートトリガ：チェックを⼊れると、時間トリガが繰り返し有効になります。チェックが⼊ってい
ない場合は、時間トリガは1回に限り有効となります。



・SNMPトラップトリガ

「SNMPトラップトリガを有効にする」のチェックボックスにチェックマークを⼊れると、SNMPト
ラップトリガが有効になります。設定項目は以下の通りです。

コミュニティ SNMPのコミュニティ名を指定します。

ポート番号

SNMPトラップの受信ポート番号を指定します。
※SYNESISで利⽤しているポートは指定しないでください。
指定されたポートについては、SYNESISのFirewallにて通信を許
可する必要があります。設定⽅法については、管理者マニュアル
をご覧ください。

ロック開始時間 SNMP受信の何秒前からロックするかを指定します。

ロック終了時間 トラップトリガの何秒後までロックするかを指定します。

3-3-1-2-4. ⾃動保存オプション

⾃動保存オプション機能は、キャプチャしたパケットを⾃動的にトレースファイルに保存する機能で
す。
指定したフォルダに指定されたサイズでトレースファイルを保存して⾏き、ディスクの容量が⼀定量
を超えた場合には⾃動的に古いファイルから上書きされて⾏きます。



なお、⾃動保存オプションを有効にすると、⾃動保存の対象となるファイルの保存処理が⾏われるた
め、キャプチャの停⽌までに数分以上かかる場合があります。

設定項目は以下の通りです。

⾃動保存を有効にする チェックを⼊れると⾃動保存が有効になります。

ファイル形式 ファイルフォーマットを指定します。
指定できるフォーマットはpcap, pcap(ナノ秒単位), pcapngです。

分割ファイルサイズ
１ファイルのサイズを指定します。最⼤値は「構成」の「トレースファ
イルのサイズ」から設定できます。デフォルトサイズは256MBです。
詳細は11-2. トレースファイルのサイズを参照してください。

最⼤ファイル数

保存するファイルの上限数を指定します。
オートローテーションオプションを有効にした場合は、この項目は無効
になります。
"0" を⼊⼒する場合はご注意ください。保存先に データバンク領域であ
る/pvc/data/databank/以下のフォルダを指定した場合、⾃動保存され
たファイルがデータバンク領域を圧迫して、SYNESISの動作に影響を与
える可能性があります。

オートローテーション
チェックを付けるとオートローテーション機能が有効になります。
オートローテーション機能はファイルの保存先の空き容量が少なくなっ



てきた際に、古いファイルから順に⾃動的に削除して、⾃動保存を続け
る機能です。
詳細はオートローテーションを参照してください。

保存フィルタ 保存するトレースファイルにフィルタを適⽤したい場合、フィルタ名を
選択します。

スライス パケットのスライスサイズを指定できます。

保存先フォルダ
⾃動保存で保存するトレースファイルの保存場所を指定します。
保存先フォルダとしてSYNESISの内部を指定する際には、データバンク
領域である /pvc/data/databank 下のフォルダを指定してください。

プライマリ ⾃動保存の保存先フォルダを指定します。

セカンダリを
有効にする※

チェックを⼊れると、システムがプライマリフォルダへの保存に失敗し
た場合、セカンダリに指定したフォルダへ保存されます。

セカンダリ プライマリへの保存に失敗した場合の保存先フォルダを指定します。

プライマリ復旧時に プライマリフォルダ復旧時に「保存先フォルダをプライマリに戻す」か
「セカンダリのまま保存を継続する」のどちらかを指定できます。

※セカンダリを有効にしない状態でプライマリへの書き込みに失敗した場合は、⼀時的に⾃動保存を停⽌しま
す。 1分後に再度⾃動保存を試み、失敗した場合はさらに1分後に⾃動保存を試みます。
⾃動保存の再開が成功した場合は、成功時刻の30秒前のデータから⾃動保存が再開されます。
プライマリへのデータの書き込みの失敗と、それに伴うセカンダリへの移⾏や⾃動保存の再開への試みが発⽣
した場合には指定した通知先にメールなどで通知することができます。
詳細は3-3-1-2-6. 通知設定オプションを参照してください。



・⾃動保存ファイルの保存先フォルダ構成

キャプチャした⽇時を⽤いてフォルダを作成し、その中にトレースファイルを保存します。
デフォルトのフォルダ構成は以下の通りです。

  [指定したフォルダ]
  ├[yyyymmdd]
  │ ├[HH]
  │ │ ├[HHMMSS.id.pcapng]
  │ │ ├[HHMMSS.id.pcapng]
  │ │ ├[HHMMSS.id.pcapng]
  ： ： ：

[yyyymmdd] はキャプチャした年⽉⽇が、HHMMSS はキャプチャした時刻が⽤いられます。Idには 
0〜9999 までの数字が⾃動的に割り当てられます。



・オートローテーション

オートローテーション機能は保存先の空き容量が少なくなってしまった際に、古いファイルを削除し
ていくことで⾃動保存を続ける機能です。
古いファイルは、保存されている中で最も古いものから順に削除されていきます。使⽤容量が⼀定を
超えた場合、または⼀定の期間が経過した場合に古いファイルの削除を開始します。
削除が実⾏されるトリガとして「期間」「サイズ」「パーティション」が指定できます。

期間

⽇数でトリガを設定し、古いファイルの削除を実⾏します。
設定できる範囲は 1〜365⽇です。
新しい⽇付フォルダを作成する際に、保存先として指定したフォルダ内に存在す
る⽇付フォルダの数を確認します。その数が設定した数に達していた場合、保存
されている中で最も古い時間フォルダが削除されます。

サイズ
保存先として指定した先のディスクの使⽤容量が、設定した容量に到達、または
超えていた場合に、保存されている中で最も古い時間フォルダを削除します。
指定可能な使⽤容量の最⼤値は 10240 GB、最⼩値は 50 GB です。

パーティション
サイズ

保存先に指定したフォルダの存在するディスクの空き容量が 0 に近づいた場合
に、保存されている中で最も古い時間フォルダを削除します。

3-3-1-2-5. チャネル設定オプション

チャネルごとに使⽤率計算の基準値となる「ラインスピード」が指定できます。



「ラインスピード」は統計値の使⽤率計算、およびマイクロバーストの使⽤率の計算の際に100％の
基準として使⽤される値です。アダプタ(キャプチャカード)の各ポートでキャプチャ可能な上限値を
指定する項目ではありません。
「チャネル設定を⼿動で変更する」にチェックを⼊れると、「ラインスピード」が⼿動で設定できま
す。

状態
各チャネルの接続状況を表⽰します。
リンクアップ時には緑、リンクダウン時には⾚が表⽰されます。未対応の
モデルは灰⾊が表⽰されます。

マニュアルライン
スピード

ラインスピードの値を設定できます。
ここで設定した値が、使⽤率計算、及びマイクロバースト使⽤率の計算の
際に100%の基準として使⽤されます。
単位はKb, Mb, Gbから選択できます。⼿動で設定しない場合は、アダプタ
(キャプチャカード)の各ポートで受け取ることができる最⼤のビットレー
トがラインスピードとして使⽤されます。

3-3-1-2-6. 通知設定オプション

通知を⾏うイベントを指定できます。



設定できるイベントは以下の通りです。

⾃動保存

⾃動保存はキャプチャ中のパケットをトレースファイルで⾃動的に保存す
る機能です。その⾃動保存機能でトレースファイルの保存の失敗や保存先
の変更、⾃動保存の再開が発⽣した際に通知を出します。
⾃動保存機能についての詳細は3-3-1-2-4. ⾃動保存オプションを参照して
ください。

リンクステータス
各チャネルの接続状況が変化した際に通知を出します。
リンクアップしていたチャネルがリンクダウンした時だけでなく、リンク
ダウンしていたチャネルがリンクアップした際にも通知が出ます。

ドロップ キャプチャされたパケットがディスクに書き込まれずにドロップするとい
うエラー(パケットドロップ)が発⽣した際に通知が出ます。

「有効」にチェックを⼊れると、「通知グループ」が指定できるようになります。
登録されている「通知グループ」の中から、通知を出す「通知グループ」を選択してください。
希望する「通知グループ」がなければ、「通知グループの編集」や「通知グループの作成」を選択
し、新しく「通知グループ」を作成することも可能です。
「通知グループ」の登録⽅法は「構成」メニューの11-5. 通知グループを参照してください。



3-3-2. レコード・タブ

エージェント･ワークスペースでペインで「レコード」タブを選択してクリックすると、そのエー
ジェントが保有しているキャプチャレコードが⼀覧で表⽰されます。

⼀覧表で確認できる情報は以下の通りです。

名前

キャプチャレコードの名前です。変更可能です。
デフォルトでは「キャプチャ開始」ボタンをクリックした時刻になります。
名前のリンクをクリックすると、キャプチャレコード・ワークスペースに移動し
ます。

開始時刻 キャプチャを開始した時刻です。

終了時刻
キャプチャを終了した時刻です。
キャプチャ中の場合は「--」と表⽰されます。

ステータス

表⽰されるステータスの種類は以下の通りです。

キャプチャ中 現在キャプチャ中のレコードに表⽰されます。

ロック期間あり
レコード全体がロックされている、または、レコード内に
ロックされた期間がある時に表⽰されます。

パケットなし
データベース内にレコード期間内のパケットが存在しない場
合に表⽰されます。

通常 上記以外の場合に表⽰されます。

キャプチャ
フィルタ

キャプチャ実⾏時に適⽤されたキャプチャフィルタです。
適⽤されていない場合は「未適⽤」と表⽰されます。

解析
それぞれの解析ページにジャンプできます。※

   ：APM/NPM解析のページにジャンプします。



   ：マイクロバースト解析のページにジャンプします。

解析ステータス 解析中か、解析が完了しているかが表⽰されます。
表⽰されるステータスは「未解析」「解析中･･･」「⼀部解析」「完了」です。

統計データ

統計値のCSVファイルが作成済みの場合、「ダウンロード」と表⽰されます。
「ダウンロード」のリンクをクリックすると、操作中のリモートPCに統計値の
CSVファイルをダウンロードすることができます。
詳細は3-3-2-3. 統計のエクスポートを参照してください。

※解析ステータスが「未解析」の場合は解析結果が確認できません。確認したいレコードを選んで「解析」ボタ
ンをクリック、解析ステータスが「完了」に変わるのを待ってください。

3-3-2-1. レコードのロック

キャプチャレコードにロックをかけて、データが上書き/削除されないよう保護することができます。
キャプチャオプションで「ディスクフル時の動作」に「上書き」でのキャプチャ継続を指定した場合
も、ロックされたレコードは上書きされません。

キャプチャレコードをロックしたい場合は、ロックしたいレコードにチェックを付け、「レコードの
ロック」ボタンをクリックしてください。選択したキャプチャレコード全体がロックされます。
キャプチャ中のキャプチャレコードは、キャプチャ開始から、「レコードのロック」ボタンをクリッ
クした時点までにキャプチャしたパケットがロックされます。
なお、パケットデータ領域の全容量の80パーセント以上を占める、⻑期のキャプチャレコードをロッ
クすることはできません。
⻑期のキャプチャレコードをロックする場合は、ロック・タブでロックする範囲を絞ってロックをか
けてください。
レコード・タブではキャプチャレコードの⼀部のみにロックをかける操作は⾏えません。

ロック後は⼀覧表の「ステータス」欄が「ロック期間あり」に変わり、ロック・タブにも情報が追加
されます。
詳細は3-3-3. ロック・タブを参照してください。

3-3-2-2. トレースの保存

キャプチャレコードをトレースファイルに保存することができます。
トレースファイルに保存したいキャプチャレコードにチェックマークを付け、「トレースの保存」ボ
タンをクリックしてください。「トレースの保存」ダイアログが表⽰され、選択しているキャプチャ
レコードをトレースファイルに保存することができます。
トレースファイル保存の⼿順は3-4-2. トレースの保存を参照してください。

3-3-2-3. 統計のエクスポート

キャプチャレコードの１秒ごとの統計値のカンマ区切り(CSV)ファイルを作成し、ダウンロードする
ことができます。
統計値のCSVファイルを作成したいキャプチャレコードにチェックマークを付け、「統計のエクス
ポート」ボタンをクリックしてください。
下図の「統計のエクスポート」ダイアログが表⽰されます。



CSVファイルの作成が完了すると、表⽰が「ダウンロード可」に変わります。

「ダウンロード可」のリンクをクリックすると、操作中のリモート機にCSVファイルをダウンロード
することができます。
「ダウンロード可」が表⽰される前に「閉じる」ボタンでダイアログを閉じても、CSVファイルの作
成はキャンセルされません。「統計データ」欄の表⽰が「ダウンロード可」に変わるのを待って、
「ダウンロード可」をクリックしてください。

なお、キャプチャレコード・タブでは時間範囲を指定して統計値のCSVファイルを作成することがで
きません。
時間範囲を指定したい場合は、キャプチャレコードの「名前」のリンクをクリックし、表⽰をキャプ
チャレコード・ワークスペースに切替えてください。
画⾯上部に表⽰される「選択した時間範囲の統計をエクスポート」をクリックすると、時間範囲を指
定して統計値のCSVファイルが作成できます。
詳細は3-4-3. 統計のエクスポートを参照してください。
また、作成されるCSVファイルの形式や統計値の項目についてはAppendix C. 統計値のCSVファイル
を参照してください。

3-3-2-4. 解析

「解析」ボタンをクリックすると、選択されたキャプチャレコードを解析処理できます。
どの解析モジュールを有効にするかは、「構成」メニューの「解析」で選択できます。
詳細は11-7. 解析を参照してください。

3-3-2-5. 削除

キャプチャレコードを削除したい場合は、削除したいキャプチャレコードのチェックボックスに
チェックを付け、「削除」ボタンをクリックしてください。選択したキャプチャレコードが削除され
ます。

全てのキャプチャレコードを削除したい場合は、⼀覧表の⼀番上のチェックボックスにチェックを付



けてください。全てのキャプチャレコードのチェックボックスにチェックが⼊ります。

3-3-2-6. リネーム

保存されているキャプチャレコードの名前を変更することができます。
名前を変更したいキャプチャレコードのチェックボックスにチェックを⼊れて、 「リネーム」 ボタ
ンをクリックしてください。
以下の「レコードの編集」ダイアログが表⽰されます。

名前欄に新しい名前を⼊⼒して、「適⽤」ボタンをクリックしてください。キャプチャレコードの名
前が変更されます。
複数のレコードの名前を同時に変更することはできません。

3-3-2-7. ストレージ情報

「ストレージ情報」 をクリックすると、キャプチャされたパケットが保存されている「パケットデー
タ領域」の使⽤状況が確認できます。

確認できる情報は以下の通りです。

(トップの数字と
帯グラフ)

パケットデータ領域の全容量と空き容量が確認できます。
「空き容量(GB) / パケットデータ領域の全容量(GB)」で表⽰されます。



使⽤領域
使⽤境域のサイズがＧＢ単位で表⽰されます。
また、その使⽤領域がパケットデータ領域の全容量に対して占める割合
を％(ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ)で表⽰します。

ロック領域

ロックされたパケットの保存に使⽤されている境域のサイズがＧＢ単位
で表⽰されます。
また、そのロック領域がパケットデータ領域の全容量に対して占める割
合を％(ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ)で表⽰します。

保存パケットの総数 領域内に保存されているパケットの総数です。

最も古いパケット 領域内に保存されている中で、最も古いパケットの保存⽇時です。

最も新しいパケット 領域内に保存されている中で、最も新しいパケットの保存⽇時です。

最も古い
未ロックパケット

領域内に保存されている中の、ロックされていないパケットで、最も古
いものの保存⽇時です。



3-3-3. ロック・タブ

ロック・タブではキャプチャデータが保護(ロック)されている期間を確認できます。

ロック期間の作成・解除や、ロック期間のキャプチャデータをトレースファイルに保存することが可
能です。詳細はそれぞれのリンク先を確認してください。

キャプチャ中に⾃動的にキャプチャデータをロックするロックトリガ機能については 3-3-1-3. キャ
プチャ・オプション内の ロックトリガ・オプションの項目を参照してください。

⼀覧表で確認できるのは以下の情報です。

名前 レコードのロックされた部分に付けられた名前です。

開始時刻 データのロックが掛けられている部分の開始⽇時です。

終了時刻 データのロックが掛けられている部分の終了時刻です。

ロック期間 ロックの開始時刻から終了時刻までの時間です。

3-3-3-1. 新規

キャプチャデータのロック期間を追加したい場合は、「新規」ボタン(上図①)をクリックしてくださ
い。以下の「新規」ダイアログが表⽰されます。



var $to̲top = $('#scroll̲to̲top'); var navScrollHeight = $to̲top.offset().top;

「名前」と「ロック期間」を指定して、「適⽤」ボタンをクリックしてください。
指定した期間のキャプチャデータがロックされ、「ロック期間」の情報が⼀覧に追加されます。設定
項目は下記の通りです。

名前 ロックする期間に付ける名前を⼊⼒してください。

ロック期間

ロックする時間範囲を指定します。選択できる設定は「開始/終了」と
「センタースパン」です。
「開始/終了」は時間範囲を開始時刻と終了時刻で指定します。
「センタースパン」は時間範囲の中央の「⽇時」を指定して、その前後
の期間(秒/ミリ秒)で指定します。

期間指定アイコン をクリックすると、下図のようにカレンダーと時計が表⽰されます。

カレンダーで⽇付を指定し、下の時計で時間を指定してください。
ミリ秒(ms)単位でロック期間を指定したい場合は、ミリ秒の部分を⼿⼊⼒してください。

3-3-3-2. レコードのロック解除



キャプチャデータのロックを解除したい場合は、解除したいロック期間のチェックボックスにチェッ
クを⼊れて、「レコードのロック解除」ボタンをクリックしてください。
指定したキャプチャデータのロックが解除されます。

3-3-3-3. トレースの保存

ロックされているキャプチャデータをトレースファイルに保存することができます。
保存したいロック期間のチェックボックスにチェックを⼊れて、「トレースの保存」 ボタンをクリッ
クしてください。「トレース保存」ダイアログが表⽰され、その期間のキャプチャデータをトレース
ファイルに保存することができます。
詳細は3-4-2. トレースの保存を参照してください。

3-3-3-4. ロック名の変更

ロック名は変更することができます。
ロック名を変更したい場合は、変更したい「名前」をクリックしてください。
テキストボックスが表⽰され、ロック名を変更することができます。



3-3-4. トレースファイル・タブ

トレースファイル・タブを開くと、SYNESIS内に保存されているトレースファイルが⼀覧で表⽰され
ます。

トレースファイル・タブを構成しているのは以下の３つのタブです
  ビルドインファイル・タブ：所定のフォルダに保存されているトレースファイルの⼀覧
  カスタムファイル・タブ ：任意のフォルダに保存されたトレースファイルの⼀覧
  トレースバンカー・タブ ：外部から読み込んだトレースファイルの⼀覧

※トレースバンカー・タブは管理者権限を持ったユーザのみ利⽤可能です。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。



・トレースファイルの削除

トレースファイルを削除したい場合は、削除したいトレースファイルの左側のチェックボックスに
チェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。選択されたトレースファイルが削除され
ます。
全てのトレースファイルを削除したい場合は、先頭⾏のチェックボックスにチェックを⼊れ、「削
除」ボタンをクリックしてください。

3-3-4-1. ビルトインファイル・タブ

SYNESIS内の規定のフォルダ内に保存されているトレースファイルが⼀覧で表⽰されます。

⼀覧表の上に表⽰されている「ディスク容量情報」の帯グラフは、SYNESIS内でユーザが作成したト
レースファイルなどのデータを保存する「データバンク領域」の使⽤状況です。
「使⽤領域(GB) / データバンク領域の全容量(GB)」で表⽰されています。

⼀覧表で確認できる情報は以下の通りです。

操作

「ダウンロード」をクリックすると、トレースファイルをダウンロードで
きます。
「デコード」をクリックすると画⾯にデコード・タブが追加され、デコー
ドされた結果が表⽰されます。
「MFA」をクリックするとマルチフロー解析のフロー解析画⾯が表⽰され
ます。 (「MFA」のリンクが表⽰されるのはマルチフロー解析で作成され
たトレースファイルのみです。)
トレースファイル保存中は進⾏状態が表⽰され、保存が完了すると「ダウ
ンロード」と「デコード」のリンク表⽰に変わります。
「AA解析(プレビュー版)」がインストールされている場合には、AA解析
へのリンクが表⽰されます。
「AA解析を実⾏」リンクが表⽰されますのでこのリンクをクリックしてく
ださい。 AA解析が実⾏され、表⽰が「AA解析結果を表⽰」に変わり、こ
の「AA解析結果を表⽰」をクリックすると、AA解析結果を確認できま



す。
詳細は10. AA解析を参照してください。

ファイル名 トレースファイルのファイル名です。

作成⽇時 トレースファイルが作成された⽇時です。

サイズ トレースファイルのサイズです。

期間 トレースファイル内のデータの時間範囲を⽰しています。

保存フィルタ トレースファイルの保存時に適⽤された保存フィルタ名です。
保存フィルタが適⽤されていない場合は、「なし」と表⽰されます。

エージェント ファイル内のデータをキャプチャしたSYNESISのエージェント名です。

作成者 そのトレースファイルを作成したアカウントです。

トレースファイル
の説明

トレースファイルの説明⽂です。編集も可能です。
編集⽅法は3-3-4-4. 説明の編集を参照してください。

3-3-4-2. カスタムファイル・タブ

ユーザが定義した任意のフォルダに保存されているトレースファイルが⼀覧で表⽰されます。
カスタムフォルダを指定して保存されたトレースファイルはダウンロード、デコードが⾏えません。

確認できる情報は以下の通りです。

ステータス トレースファイル保存中は「ロード中...」と表⽰されます。
完了すると「完了」と表⽰されます。

ファイルパス 保存されたファイルのファイルパスとファイル名が表⽰されます。

期間 トレースファイル内のデータの時間範囲を⽰しています。



保存フィルタ トレースファイルの保存時に適⽤された保存フィルタ名です。
保存フィルタが適⽤されていない場合は、「なし」と表⽰されます。

エージェント ファイル内のデータをキャプチャしたSYNESISのエージェント名です。

作成者 そのトレースファイルを作成したアカウントです。

トレースファイル
の説明

トレースファイルの説明⽂です。編集も可能です。
編集⽅法は3-3-4-4. 説明の編集を参照してください。

3-3-4-3. トレースバンカー・タブ

外部から読み込まれたトレースファイルが⼀覧で表⽰されます。
また、この画⾯から新しくトレースファイルを読み込ませること可能です。他のユーザが読み込んだ
トレースファイルも閲覧できます。

確認できる情報は以下の通りです。

「デコード」のリンクをクリックすると、トレースファイルのパケットが
デコードされて表⽰されます。
デコード機能の詳細は3-3-6. デコードを参照してください。

名前 トレースファイルのファイル名です。

サイズ トレースファイルのサイズです。

更新⽇時 トレースファイルがアップロードされた⽇時です。



SYNESISへのファイルのアップロード

SYNESISに外部のトレースファイルをアップロードしたい場合は、「アップロード」ボタンをクリッ
クしてください。以下の「アップロード」ダイアログが表⽰されます。

「参照」ボタンをクリックして読み込むファイルを指定し、「トレースファイルをアップロード」ボ
タンをクリックしてください。指定したファイルがアップロードされ、⼀覧に追加されます。

3-3-4-4. 説明の編集

「トレースファイルの説明」欄に表⽰される説明⽂を編集することができます。
説明⽂を編集したい場合は、編集したいトレースファイルのチェックボックスにチェックを⼊れ、
「説明の編集」ボタンをクリックしてください。
以下の「説明の編集」ダイアログが表⽰され、説明の内容を編集できます。

保存したトレースファイルは「トレースファイルの説明」以外の項目は編集できません。
また、複数のトレースファイルの説明をまとめて編集することはできません。



3-3-5. リアルタイムデコード・タブ

キャプチャ開始前にキャプチャオプションの共通タブで「リアルタイムデコードを有効にする」に
チェックマークを⼊れてリアルタイムデコード機能を有効にすると、１秒間に１パケットの割合で⾃
動的にデコードが実⾏され、その結果がリアルタイムデコード・タブに表⽰されます。

リアルタイムデコード・タブはキャプチャ開始時、リアルタイムデコード機能が有効になっている場
合に⾃動的に追加されます。

画⾯を構成するのは、キャプチャされたパケットが時刻順に表⽰される「パケット⼀覧」(上図①)
と、ヘッダやレイヤ情報が表⽰される「パケット詳細」(上図②)、16進数やASCII⽂字コードでパ
ケットの中⾝が表⽰される「パケットデータ」(上図③)です。

リアルタイムデコードでは、検索機能や、特定の条件に当てはまるパケットのみを表⽰させるフィル
タ機能は利⽤できません。
より詳細に内容を確認したい場合は、キャプチャデータをトレースファイルに保存して デコードを実
施してください。
デコード機能の詳細は3-3-6. デコードを参照してください。

なお、このリアルタイムデコード・タブはキャプチャを終了した時点で⾃動的に閉じられます。



パケット⼀覧

「パケット⼀覧」にはキャプチャされたパケットが時刻順に表⽰されています。
１秒ごとに画⾯は更新され、キャプチャされた最新のパケットが⼀番下に追加されて⾏きます。
確認できる情報は以下の通りです。

時間 そのパケットがキャプチャされた時間です。

送信元 パケットの送信元です。

送信先 パケットの送信先です。

プロトコル
通信プロトコルの種類です。
登録済みのプロトコルは登録された名前※で表⽰されます。

⻑さ パケットの⻑さです。

サマリー パケットの内容を要約して表⽰します。

※構成メニューの「プロトコル」にて、プロトコル番号と名前を登録できます。

パケット詳細

「パケット詳細」には、「パケット⼀覧」で選択したパケットのヘッダ情報やレイヤ情報が表⽰され
ます。
各ヘッダのノード   をクリックすると、中⾝が展開され詳細を確認できます。
「パケット詳細」で特定のヘッダを選択すると、「パケットデータ」で選択された部分に該当する16
進数(HEX)の部分がフォーカスされます。

パケットデータ

「パケットデータ」には、「パケット⼀覧」で選択したパケットの中⾝が16進数やASCII⽂字コード
で表⽰されます。
「パケット詳細」で選択されたヘッダ部分がフォーカスされます。



3-3-6. デコード

SYNESISではトレースファイルをデコードして表⽰させることができます。
表⽰されたパケットの中から、検索機能を使って目的のパケットを探したり、 フィルタ機能を使って
必要なパケットだけを表⽰させたりすることが可能です。

3-3-6-1. デコード・タブの画⾯構成

デコード画⾯は「パケット⼀覧」と「パケット詳細」、「パケットデータ」で構成されます。

「パケット⼀覧(上図①)」にはファイル内のパケットがキャプチャされた時刻順に表⽰されます。
「パケット詳細(上図②)」には「パケット⼀覧」で選択したパケットのヘッダ情報が、「パケット
データ(上図③)」にはパケットの中⾝が16進数やASCII⽂字コードで表⽰されます。
また、画⾯右上の「エキスパート情報の表⽰」にチェックマークを⼊れると、「エキスパート情報」
が表⽰されます。
詳細はそれぞれのリンク先をクリックしてください。

3-3-6-1-1. パケット⼀覧

「パケット⼀覧」にはデコードしたファイル内のパケットが、キャプチャされた時刻順に表⽰されま
す。



パケット⼀覧で確認できる項目は以下の通りです。

重要度
確認されたエラーの重要度です。
詳細は3-3-6-1-4. エキスパート情報を参照してください。

No. トレースファイル内のパケットを時間の昇順に並べた場合の通し番号です。
表⽰フィルタが適⽤された場合も、この番号は変わりません。

チャネル キャプチャしたアダプタポートの情報です。

時間 そのパケットがキャプチャされた時間です。

デルタ時間 １つ前のパケットがキャプチャされてからの時間の差分です。

送信元 パケットの送信元アドレスです。

送信先 パケットの送信先アドレスです。

プロトコル 通信プロトコルです。

⻑さ パケットの⻑さです。

サマリ パケットの詳細情報です。

※アドレス帳やプロトコルの詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。

3-3-6-1-2. パケット詳細

「パケット詳細」では「パケット⼀覧」で選択したパケット(上図④)のヘッダ情報が表⽰されます。

各ヘッダのノード をクリックすると、中⾝が展開され詳細を確認できます。
特定のヘッダを選択すると(上図⑤)、「パケットデータ」のそのヘッダ部分に該当する16進数部分
(下図⑥)がフォーカスされます。

3-3-6-1-3. パケットデータ

「パケットデータ」には「パケット⼀覧」で選択したパケット(図④)の中⾝が16進数(Hex)やASCII
⽂字コードで表⽰されます。



「パケット詳細」で特定のヘッダを選択すると、そのヘッダ部分に該当する16進数部分(上図⑥)が
フォーカスされます。

3-3-6-1-4. エキスパート情報

デコード画⾯右上の「エキスパート情報の表⽰」にチェックを⼊れると、チェックサムエラーや[TCP
Out-Of-Order]など、エラーが確認されたパケットの情報がリストアップされた「エキスパート情
報」画⾯(下図⑦)が表⽰されます。

「エキスパート情報」は重要度によって「エラー」「警告」「注意」に分類されます。
画⾯右上の「エラー」「警告」「注意」のチェックボックスで、チェックの⼊ったものだけが「エキ
スパート情報」に表⽰されます。
「エキスパート情報」で特定のパケットを選択すると、「パケット⼀覧」上のフォーカスが選択した
パケットの⾏へ移動します。

エキスパート情報で確認できる項目は以下の通りです。



重要度

確認されたエラーはその重要度によって「エラー」「警告」「注意」に分類
されます。
「重要度」のノード をクリックすると、その警告に含まれるパケットの情報
が個別に表⽰されます。
パケットを個別に表⽰した際には、この欄にはトレースファイル内のパケッ
トを時間の昇順に並べた場合の通し番号が表⽰されます。

サマリ
確認されたエラーについての概要です。
「重要度」のノード をクリックし、パケットの情報が個別に表⽰された際に
は、そのパケットの最も⾼いレイヤの情報が表⽰されます。

分類 確認されたエラーの種類です。

プロトコル
通信プロトコルです。
構成メニューのプロトコル※で登録された名前で表⽰されます。

個数 その「重要度」のエラーが確認されたパケットの個数です。

3-3-6-2. 検索

⽂字列やパケットNoを指定して、トレースファイル内を検索することが可能です。



⽂字列での検索

⽂字列で検索を⾏うには検索タイプ(上図⑧)で検索対象を選択し、検索したい⽂字列をテキストボッ
クス(上図⑨)に⼊⼒して、「検索」アイコンをクリックしてください。指定された⽂字列の検索が実
⾏されます。キーボードのEnterを押下しても、同様に検索が実⾏されます。
検索条件に⼀致する⽂字列が検知されると、パケット⼀覧上のフォーカス（上図オレンジ部）がその
⽂字列を持つパケットの⾏へ移動します。
選択可能な検索タイプは以下の通りです。

サマリー パケット⼀覧の「サマリー」の項目内の⽂字列を検索します。

パケット詳細部 「パケット詳細」内の⽂字列を検索します。

(Hex)パケットデータ部 パケットデータのHex⽂字列で検索します。

(ASCII)パケットデータ部 パケットデータのASCII⽂字列で検索します。



パケットNoでの検索

パケットNoはデコードされたトレースファイル内のパケットを、キャプチャされた時刻順に並べた場
合の通し番号です。

このパケットNoで検索を⾏う場合は、「パケットNo」のテキストボックス(上図⑩)に検索対象のパ
ケットNoを⼊⼒し、「移動」ボタン(上図⑪)をクリックしてください。
パケット⼀覧上のフォーカス(上図オレンジ部)が、指定した「パケットNo」の⾏に移ります。
パケットNoとして指定できる番号は "1" から総パケット数（上図⑫)です。

3-3-6-3. 表⽰フィルタ

パケット⼀覧で表⽰するパケットをフィルタリングします。
するための表⽰フィルタとして、保存フィルタを使⽤します。
管理者ロールで操作している場合は、保存フィルタを追加・編集して使⽤することもできます。
フィルタのテキストボックスの▼アイコン(下図⑬)をクリックしてください。設定済みの保存フィル
タのリスト(下図⑭)が表⽰されます。

使⽤したい保存フィルタを選択し、「適⽤」ボタン(上図⑮)をクリックしてください。
条件に⼀致するパケットのみが抽出され、⼀覧表に表⽰されます。
但し、デコード機能の表⽰フィルタでは、下記の種類のフィルタはサポートしていません。

チャネル
エラー
パターン

適⽤した表⽰フィルタを解除したい場合は、「フィルタなし」を選択して「適⽤」ボタン(上図⑮)を
クリックしてください。



表⽰フィルタの追加・編集

管理者ロールで操作している場合は保存フィルタを追加・編集して、表⽰フィルタに使⽤することが
出来ます。
保存フィルタを追加したい場合は「新規フィルタの作成」を選択してください。
新規フィルタ登録画⾯が表⽰されますのでフィルタの設定を⾏い、「保存」ボタンをクリックしてく
ださい。そのフィルタが登録されるのと同時に、表⽰フィルタに適⽤されます。
登録済みの保存フィルタを変更した上で表⽰フィルタとして適⽤したい場合は、「既存フィルタの編
集」を選択してください。
登録済みの保存フィルタの⼀覧が表⽰されますので、変更したい保存フィルタを選択し、編集してく
ださい。編集後、編集した保存フィルタにチェックマークを付け、「適⽤」ボタンをクリックしてく
ださい。その保存フィルタが表⽰フィルタになります。

保存フィルタの種類や登録⽅法など、詳細は11-1. 保存フィルタを参照してください。

3-3-6-4. トレースの保存

現在、デコード画⾯に表⽰されているパケットだけをトレースファイルに保存することが出来ます。
デコード画⾯の「トレースの保存」ボタンをクリックしてください。
以下の「トレースの保存」ダイアログが表⽰されます。

各項目設定後、「トレースの保存」ボタンをクリックしてください。
設定項目は以下の通りです。

説明⽂ 任意の説明⽂を⼊⼒することができます。

期間

トレースファイルを作成する時間範囲を指定します。
選択できる設定は「開始/終了」と「センタースパン」です。
「開始/終了」では時間範囲を「開始時刻」と「終了時刻」で指定します。
「センタースパン」では「⽇時」で中⼼となる時刻を指定し、「前」と



「後」でそれぞれその前後の期間(秒/ミリ秒)を指定します。トレースファ
イルとして保存される期間が「後」の下に表⽰されます。

ファイル形式 保存するファイル形式を選択してください。
選択可能なファイル形式は pcap、pcap (ナノ秒単位)、pcapng です。

現在のフィルタを
適⽤する

チェックマークを付けると、デコード画⾯に表⽰されている、表⽰フィル
タで抽出されたパケットのみをトレースファイルに保存します。
チェックマークを外すと、デコードされた元のトレースファイル内のすべ
てのパケットを新しいトレースファイルに保存します。

保存先フォルダ

トレースファイルの保存先を選択します。
「ビルトインフォルダ」を選択すると、トレースファイルの保存先として
規定されているフォルダにトレースファイルが保存されます。
「カスタムフォルダ」※を選択すると右側にテキストボックスが表⽰さ
れ、SYNESIS内の任意のフォルダを指定できます。

※保存先に「カスタムフォルダ」を選択した場合は、保存したトレースファイルのダウンロードやデコードが
SYNESISの操作画⾯からは⾏えなくなります。保存の際にはご注意ください。



3-4. キャプチャレコード・ワークスペース

キャプチャレコード・ワークスペースでは、キャプチャレコードの異常が疑われる部分を時間範囲で
指定し、拡⼤表⽰させることが可能です。
拡⼤表⽰後は、拡⼤表⽰された部分のデータのみをトレースファイルで保存したり、 統計値をCSV
ファイルで出⼒させたりすることが可能です。

キャプチャレコード・ワークスペースを表⽰させるには、エージェント・ペイン(上図①)でキャプ
チャレコードを選択するか、エージェント・ワークスペースのレコード・タブで、キャプチャレコー
ドの「名前」のリンクをクリックしてください。
画⾯の右側に全チャネルのビットレートの合計値のトレンドグラフ(上図②)と、チャネルごとの統計
値のテーブル(上図③)、 チャネルごとのトレンドグラフ(上図④)が表⽰されます。
チャネルごとのトレンドグラフはどの指標(KPI)のグラフを表⽰するかを選択できます。

全チャネルの合計値のトレンドグラフ(上図②)で時間範囲を指定して拡⼤ボタン をクリックして
ください。指定した時間範囲部分が切り出されてグラフが拡⼤表⽰されます。
拡⼤表⽰されている状態で画⾯右上の「トレースファイルの保存」や、「選択した時間範囲の統計値
をCSVをエクスポート」のリンク部分をクリックすると、選択された時間範囲のみのデータが切り出
されてそれぞれのファイルが作成されます。

詳細はそれぞれのリンク先をご参照ください。

チャネルの合計値のトレンドグラフ

キャプチャレコード・ワークスペースの⼀番上の段には、全チャネルの合計値のトレンドグラフが表
⽰されます。このグラフはビットレートのグラフになります。



このグラフで時間範囲を指定し、拡⼤ボタン をクリックすると、表⽰範囲を選択した部分のみに
変更して、グラフを拡⼤表⽰させることができます。
この時、チャネルごとの統計値のテーブルとチャネルごとのトレンドグラフも同時に指定した時間範
囲で拡⼤表⽰されます。
詳細は3-4-1. 時間範囲の指定を確認してください。

チャネルごとの統計値テーブル

キャプチャレコード・ワークスペースの2段目チャネルごとの統計値のテーブルが表⽰されます。

テーブルに記載される項目は以下の通りです。

チャネル

キャプチャを⾏っているチャネルです。
チャネルグループが設定されている場合は  "[チャネルグループ名]+
[IN]" または "[チャネルグループ名]+[OUT]" で表⽰されます。(例：チャ
ネルグループ1 IN)
詳細はD-1. チャネルグループを確認してください。

ステータス
チャネルの接続状況です。
リンクアップ時には緑、リンクダウン時には⾚が表⽰されます。未対応の
モデル※に対しては灰⾊が表⽰されます。

使⽤率 回線の使⽤率を％で⽰した値です。

ビットレート 1秒間に受信したビット数です。

パケットレート 1秒間に受信したパケット数です。

バイト 受信したバイト数です。

パケット 受信したパケット数です。

ドロップ ドロップしたパケット数です。

ブロードキャスト ブロードキャストパケット数です。

マルチキャスト マルチキャストのパケット数です。

ユニキャスト ブロードキャスト、マルチキャスト以外のパケット数です。



CRC※ CRCエラーのパケット数です。
フラグメントおよびジャバーは含みません。

フラグメント※ CRCエラーの内、64byte未満のパケット数です。

ジャバー※ CRCエラーの内、9018 byteより⼤きいパケット数です。

オーバーサイズ※ CRCエラー以外で、9018 byteより⼤きいパケット数です。

ラント※ CRCエラー以外で、64 byte未満のパケット数です。

アダプタ キャプチャ時に選択されたアダプタの名称です。

※CRC〜ラントのエラーパケットの検出はモデルによっては統計が取れません。その場合の統計値は「N/A」と表
⽰されます。
対応モデルはAppendix H. モデルによる違いを参照してください。

チャネルごとのトレンドグラフ

画⾯の⼀番下に表⽰されているのは、チャネルごとのトレンドグラフです。
このグラフはグラフ左上のドロップダウン・リスト(下図⑤)で、どの指標(KPI)のグラフを表⽰するか
を選択することができます。

選択可能な項目は、統計値テーブルに記載されている各指標(KPI)(パケット数以外)です。

また、グラフ下部に表⽰されたチャネル名(上図⑥)などの要素をクリックすると、そのチャネルのグ
ラフの表⽰/非表⽰を切り替えることができます。

選択可能な指標(KPI)種類は以下の通りです。

使⽤率 回線の使⽤率を％で⽰した値です。

ビットレート 1秒間に受信したビット数です。

バイト 受信したバイト数です。

パケット 受信したパケット数です。

ドロップ ドロップしたパケット数です。

ブロードキャスト ブロードキャストパケット数です。

マルチキャスト マルチキャストのパケット数です。



ユニキャスト ブロードキャスト、マルチキャスト以外のパケット数です。

CRC※ CRCエラーのパケット数です。
フラグメントおよびジャバーは含みません。

フラグメント※ CRCエラーの内、64byte未満のパケット数です。

ジャバー※ CRCエラーの内、9018 byteより⼤きいパケット数です。

オーバーサイズ※ CRCエラー以外で、9018 byteより⼤きいパケット数です。

ラント※ CRCエラー以外で、64 byte未満のパケット数です。

アダプタ キャプチャ時に選択されたアダプタの名称です。

※CRC〜ラントのエラーパケットの検出はモデルによっては統計が取れません。その場合の統計値は「N/A」と表
⽰されます。
対応モデルはAppendix H. モデルによる違いを参照してください。



3-4-1. 時間範囲の指定

キャプチャレコード・ワークスペース画⾯の上部には操作⽤のアイコンやリンクメニューが配置され
ています。

グラフで時間範囲を指定し、画⾯中央上部の拡⼤アイコン をクリックしてください。
指定した時刻範囲でグラフが拡⼤表⽰されます。時刻で時間範囲を指定することも可能です。

拡⼤表⽰させた状態で「トレースの保存」や「選択した時間範囲の統計をエクスポート」のリンクを
クリックすると、拡⼤表⽰させた部分のみのトレースファイルや統計値のCSVファイルを保存するこ
とができます。

それぞれの機能は以下の通りです。

開始時刻
/終了時刻

選択されたキャプチャレコードの開始時刻と終了時刻です。
開始時刻と終了時刻で時間範囲を指定し、拡⼤表⽰させることも可能です。
時間範囲を選択して拡⼤表⽰した場合は、表⽰範囲の時刻になります。
キャプチャ中の場合は、最新の更新時刻が終了時間になります。
表⽰を更新したい場合は、画⾯を更新してください。

拡⼤ キャプチャレコードの期間の⼀部を選択し、拡⼤表⽰させることができます。
詳細は次項3-4-1-1. グラフで時間範囲を指定を参照してください。

元に戻す
やり直す

「元に戻す」アイコン をクリックすると、直前に⾏った拡⼤処理が取り消さ
れます。「やり直す」アイコン をクリックすると、直前に⾏った「元に戻
す」処理がキャンセルされます。

トレースの保存

キャプチャレコードの中から、拡⼤表⽰されている時間範囲のトラフィックのみ
を切り出して、トレースファイルとして保存します。
トレースファイル保存時に、特定のパケットを抽出するためのフィルタを設定し
たり、時間範囲を設定し直したりすることが可能です。
詳細は3-4-2. トレースの保存を参照してください。

選択した時間範
囲の統計をエク
スポート

キャプチャレコードの中から、選択されている時間範囲の統計値のみがCSVファ
イルとして保存され、ダウンロード可能になります。
詳細は統計値をCSVファイルで出⼒を参照してください。

3-4-1-1. グラフで時間範囲を指定

グラフで時間範囲を指定したい場合は、１段目の合計値のトレンドグラフをマウスドラッグして時間
範囲を指定してください (下図①)。



時刻表⽰の右横に並んだ「拡⼤」アイコン（上図②）をクリックすると、グラフが指定した時間範囲
で拡⼤表⽰されます。
この時、チャネルごとの統計値のテーブルとチャネルごとのトレンドグラフも同時に指定した時間範
囲で拡⼤表⽰されます。

「元に戻す」 アイコンをクリックすると、直前に⾏った拡⼤処理が取り消されます。
「やり直す」 アイコンをクリックすると、直前に⾏った「元に戻す」処理がキャンセルされま
す。

3-4-1-2. 開始/終了時刻で時間範囲を指定

開始時刻と終了時刻で時間範囲を指定し、グラフを拡⼤表⽰させることも可能です。
「開始時刻」と「終了時刻」の時刻表⽰部分をクリックしてください。下図の期間指定画⾯が表⽰さ
れます。



カレンダーと時計で時間範囲を指定し、「適⽤」ボタンをクリックしてください。
指定した時間範囲でグラフが拡⼤表⽰されます。



3-4-2. トレースの保存

時間範囲を指定して、キャプチャレコードの保存したい部分だけを切り出し、トレースファイルとし
て保存することができます。
保存フィルタを指定して、抽出したパケットをトレースファイルに保存することも可能です。

ツールバーの下にある「トレースの保存」リンク(下図⾚枠)をクリックしてください。

下図の「トレースの保存」ダイアログが表⽰されます。

各項目を設定した上で「トレースの保存」ボタンをクリックしてください。
指定されたキャプチャデータが抽出されてトレースファイルとして保存されます。
拡⼤表⽰を⾏っている場合は、表⽰されている範囲のキャプチャデータのみがトレースファイルに保
存されます。

設定項目の詳細は以下の通りです。

ファイル名 保存されるトレースファイルの名前です。
指定がない場合は、⾃動的にファイル名が割り振られます。

説明 任意の説明⽂を⼊⼒することができます。



期間

トレースファイルを作成する時間範囲を指定します。
選択できる設定は「開始/終了」と「センタースパン」です。
「開始/終了」では時間範囲を「開始時刻」と「終了時刻」で指定します。
「センタースパン」では「⽇時」で中⼼となる時刻を指定し、「前」と「後」で
それぞれその前後の期間(秒/ミリ秒)を指定します。トレースファイルとして保
存される期間が「後」の下に表⽰されます。

ファイル形式
保存するファイル形式を選択してください。
選択可能なファイル形式は pcap、pcap (ナノ秒単位)、pcapng です。

詳細設定
チェックを⼊れると、保存フィルタや分割ファイルサイズなど、より詳細な設定
を⾏えるようになります。
詳細は次項3-4-2-1. トレースファイル保存の詳細設定を参照してください。

3-4-2-1. トレースファイル保存の詳細設定

「詳細設定」にチェックを⼊れると、保存フィルタや分割ファイルサイズなど、より詳細な項目を設
定することができるようになります。

具体的には以下の項目が設定可能になります。

分割ファイル
サイズ(MB)

トレースファイルを分割するサイズを設定します。
保存しようとしたトレースファイルが指定するサイズを超えた場合に、⾃動
的に分割されます。



最⼤ファイル数
(0-99, 0=無制限)

トレースファイルを分割して保存する際に、⽣成する最⼤のファイル数を設
定します。

保存フィルタ
特定のパケットを抽出する保存フィルタを適⽤して、抽出したパケットのみ
をトレースファイルに保存させることができます。
詳細は次項の3-4-2-2. 保存フィルタを参照してください。

スライス
キャプチャレコード中の各パケットについて、パケットの先頭から決められ
たバイト数分だけ取り出してトレースファイルに保存します。
指定可能なサイズは32 byte以上です。

保存先フォルダ

トレースファイルの保存先を選択します。
「ビルトインフォルダ」を選択すると、トレースファイルの保存先として指
定されているフォルダにトレースファイルが保存されます。
「カスタムフォルダ」※を選択すると右側にテキストボックスが表⽰され、
SYNESIS内の任意のフォルダを指定できます。

※保存先に「カスタムフォルダ」を選択した場合は、SYNESISの操作画⾯から保存したトレースファイルのダウ
ンロードやデコードが⾏えなくなります。保存の際にはご注意ください。

3-4-2-2. 保存フィルタ

「保存フィルタ」はトレースファイルに保存する特定のパケットを抽出するためのフィルタです。

構成メニューの保存フィルタで管理されており、「詳細設定」にチェックマークを⼊れると保存フィ
ルタが指定できるようになります。

適⽤する保存フィルタを指定したい場合は、保存フィルタのドロップダウンリストをクリックして開
いてください。下図のように保存フィルタの⼀覧が表⽰されます。

使⽤したい保存フィルタが定義済みであれば、リストの中(上図⾚枠)からぞの保存フィルタを選択し
てください。
選択した保存フィルタを取り消したい場合は「フィルタなし」を選択してください。



・保存フィルタの新規作成・編集

管理者ロールの場合は、保存フィルタの操作メニューも表⽰されます(上図は管理者ロール表⽰)。
「新規フィルタの作成」を選択するとフィルタ登録ダイアログが表⽰されます。フィルタの設定を⾏
い「保存」ボタンをクリックすると、そのフィルタが登録され、保存フィルタに指定されます。
「既存フィルタの編集」を選択すると、登録済みの以下の保存フィルタの⼀覧が表⽰されます。

編集したい保存フィルタの名前のリンクをクリックしてください。
フィルタ編集ダイアログが表⽰され、選択した保存フィルタの設定を編集できます。
「新規」ボタンをクリックすると、新しい保存フィルタを登録できます。

適⽤させたい保存フィルタにチェックマークを付け、「適⽤」ボタンをクリックしてください。
チェックマークを付けた保存フィルタが選択された状態で元の「トレースの保存」ダイアログに戻り
ます。
保存フィルタの種類や登録⽅法など、詳細は11-1. 保存フィルタを参照してください。



3-4-3. 統計のエクスポート

キャプチャレコードの時間範囲を指定して、１秒ごとの統計値をカンマ区切り(CSV)ファイルでダウ
ンロードすることができます。
時間範囲の指定を⾏わなかった場合は、キャプチャレコード全体の統計値のCSVファイルが作成され
ます。キャプチャレコードを拡⼤表⽰している場合は、拡⼤表⽰されている部分の統計値のみがCSV
ファイルに保存されます。

なお、時間範囲を指定せずに作成されたCSVファイルはSYNESIS内に保存され、いつでも レコー
ド・タブにあるキャプチャレコードリストからダウンロードできるようになります。
詳細はキャプチャレコードリストからのダウンロードを参照してください。

また、CSVファイルに含まれる統計値の項目についてはAppendix C. 統計値のCSVファイルを参照し
てください。

・統計値のCSVファイルの作成⼿順

1) ツールバーの下にある「選択した時間範囲の統計をエクスポート」のリンク(下図⾚枠)をクリック
してください。

2) 下図の「統計のエクスポート」ダイアログが表⽰されます。

3) 画⾯中央のテキストボックスに統計を取りたい期間の開始時刻と終了時刻を⼊⼒してください。
時刻は⼿⼊⼒でも変更できますが、時刻指定のアイコン をクリックすると、カレンダーと時計が
表⽰され、⽇時を指定することができます。

4) 「期間」を指定したら「エクスポート」ボタンをクリックしてください。
エクスポート中のステータスを⽰す下図のダイアログが表⽰されます。



5) そのまましばらくお待ちください。ダイアログの表⽰が「ダウンロード可」に変わります。

6) 「ダウンロード可」をクリックすると、CSVファイルがダウンロードできます。

・キャプチャレコードリストからのダウンロード

時間範囲を指定せずに作成した統計値のCSVファイルは、レコード・タブの統計データからもダウン
ロードが可能です。

キャプチャレコード全体の統計値のCSVファイルが作成されると、エージェント・ワークスペースの
レコード・タブに表⽰されるキャプチャレコードリストで、そのキャプチャレコードの「統計デー
タ」欄の表⽰が「ダウンロード可」に変わります。
「ダウンロード可」をクリックすると、ダウンロードダイアログが表⽰され、リモートPCのダウン
ロードフォルダにCSVファイルが保存されます。
表⽰が「ダウンロード可」に変わる前に「統計のエクスポート」ダイアログを閉じても、CSVファイ
ルの作成はキャンセルされません。

なお、時間範囲を指定して作成した統計値のCSVファイルはSYNESIS内に保存されず、「統計デー
タ」欄の表⽰も変わりません。
「統計のエクスポート」ダイアログの表⽰が「ダウンロード可」に変わる前にダイアログを閉じる
と、CSVファイルがダウンロードできなくなります。
誤ってダイアログを閉じてしまった場合には、再度時間範囲を指定して、統計値のCSVファイルを作
成してください。



4. アラート

アラート画⾯では、異常が疑われるトラフィックが検知された時刻やその頻度を検索・閲覧すること
ができます。

キャプチャ実⾏前に、異常発⽣の検知基準となる閾値を設定してください。 SYNESISはキャプチャ
中にその閾値を超えるトラフィックを検知すると、異常検知のアラートを出します。
アラート画⾯では、この異常検知のアラートの検索と閲覧が可能です。

アラート機能の利⽤⼿順は以下の通りです。

1) 異常検知基準となる閾値を設定
キャプチャ開始前に、アラート発⽣の異常検知基準となる閾値を設定してください。設定は構
成メニューのアラート項目で⾏えます。

2) キャプチャの開始
閾値の設定を有効にした状態で、キャプチャを開始します。
通知設定で通知を設定しておくと、異常検知時にメール等で通知されます。

3) 時間範囲の指定
アラートの発⽣状況を確認したい時間範囲を指定します。
ワークスペース(上図②)の「開始時刻/終了時刻」で時間範囲を指定してください。

4) アラートの検索
指定した時間範囲内で発⽣したアラートを検索します。
検索ペインでアラートタイプを指定して、「検索」ボタンをクリックしてください。検索結果
がアラート・ワークスペースに表⽰されます。
キャプチャ実⾏中でもアラートの検索が可能です。

5) 検索結果の確認
アラート・ワークスペース(上図②)にはアラート発⽣回数のグラフと、個々のアラートの情報



の⼀覧表が表⽰されます。
詳細は4-2. アラート・リストとグラフを参照してください。
アラート情報を確認した結果、より詳細に解析したいアラートがあれば、該当する部分のトラ
フィックをトレースファイルとして保存することができます。

キャプチャ後の未解析データに対して、再解析やアラート発⽣時刻の検索は⾏えません。
アラート機能をご利⽤の場合には、必ずキャプチャ開始前に構成メニューの アラート項目で検知基準
となるアラートの閾値を設定し、アラートを有効にしてください。
詳細は11-3. アラートを参照してください。

本章の主な項目は以下の通りです。

4-1. アラートの検索
キャプチャ中に発⽣したアラートの情報を検索します。
画⾯左側の検索ペイン(上図①)にて確認したいアラートのアラートタイプを選択し、「検
索」ボタンをクリックしてください。検索結果が右側のアラート・ワークスペース(上図②)

に表⽰されます。
詳細は4-1. アラートの検索を参照してください。

4-2. アラート・リストとグラフ
アラート・ワークスペース(上図②)にはアラート発⽣回数のグラフと、個々のアラートの情
報が⼀覧表で表⽰されます。
表⽰結果を元に検索時刻を絞り込む、アラート発⽣前後のトラフィックをトレースファイル
に保存する、などの操作が⾏えます。
詳細は4-2. アラート・リストとグラフを参照してください。

検索⼿順や検索結果の詳細については、リンク先を参照してください。



4-1. アラートの検索

アラートの発⽣状況を確認したい時間範囲と、検索条件を指定してアラートの検索を実⾏します。

「開始時間/終了時間」の部分(上図①)をクリックして時間範囲を指定し、検索ペイン(上図②)で検索
条件を指定して「検索」ボタンをクリックしてください。検索条件に⼀致するアラートの情報が、画
⾯右側に表⽰されます。
時間範囲の指定⽅法は4-1-1. 時間範囲の指定を、検索条件の指定⽅法は 4-1-2. 検索条件の指定を参
照してください。

なお、アラートの検索を実⾏するためにはキャプチャを開始する前に、構成メニューの アラートの項
目であらかじめ異常検知基準となる閾値を設定してください。

4-1-1. 時間範囲の指定

アラートの発⽣状況を確認したい時間範囲を指定してください。
アラート画⾯上部の「開始時間/終了時間」の部分(上図①)をクリックすると、下図の「期間」ダイア
ログが表⽰されます。



時間範囲は30分、1時間、8時間で設定できます。
「カスタム」を選択すれば、任意の開始・終了時間を設定することも可能です。

4-1-2. 検索条件の指定

検索ペインで検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックしてください。
検索条件はアラートタイプによって変わります。

アラートタイプ
検索するアラートタイプを指定します。
選択可能な項目は「Any」「DLC」「ARP」「NPM」「APM」です。
「Any」を指定すると、全てのアラートタイプの検索結果が表⽰されます。

サイト

特定のネットワーク拠点を指定して、アラートを抽出することが可能です。
「Any (全て)」「global site」の他、構成メニューのサイトで登録されてい
るネットワークの拠点が指定可能です。
「global site」を指定すると、サイトで登録されていないIPアドレスを持っ
た通信のアラートが検索結果として表⽰されます。

アプリケーション

特定のアプリケーションプロトコルを指定して、アラートを抽出することが
可能です。
「Any(全て)」の他、構成メニューのプロトコルで登録されているアプリ
ケーションプロトコルが指定可能です。
デフォルトで以下のアプリケーションプロトコルが登録されています。
BGP, DNS, EXCHANGE, FTP, FTP-DATA, GTP, H.323, HTTP, LDAP, LDP,
MEGACO, MGCP, MSSQL, MySQL, NFS, OpenFlow, OpenVPN, ORACLE,
PGSQL, POP, RDP, RSYNC, RTSP, sFlow, SIP, SMB, SMTP, SNMP, SSH,
T.38, TELNET, YAHOO

サーバグループ
特定のサーバ、あるいは特定の役割を担う複数のサーバを指定して、アラー
トを抽出することが可能です。
「Any(全て)」「global server group」の他、構成メニューのサーバグルー



プで登録されているサーバグループが指定可能です。
「global server group」を指定すると、 登録されているサーバグループ以
外との通信でのアラートが検索結果として表⽰されます。

アプリケーション
グループ

アプリケーショングループは複数のアプリケーションプロトコルを１つのグ
ループとして登録したもので、指定されたグループに含まれるアプリケー
ションのアラートを抽出させることが可能です。
「Any(全て)」の他、構成メニューのアプリケーショングループで登録され
ているアプリケーショングループが指定可能です。

データソース

アラートの検索を⾏うエージェントを指定します。
リモート・エージェントやチャネルグループが設定されていない場合は、
「Default Agent」になります。（「Any」を選択した場合も、データソー
スは「Default Agent」です。)
詳細はAppendix D. データソースをご参照ください。

※サイトやプロトコル、 サーバグループ、アプリケーショングループの詳細と登録⽅法については、そ
れぞれのリンク先を参照してください。



4-2. アラート・リストとグラフ

アラート画⾯上部には時間範囲内で発⽣したアラートの回数のグラフ(下図)が、その下には個々のア
ラート情報の⼀覧表が表⽰されます。

このアラートグラフから、特定の期間のアラートを絞り込んで検索していくことも可能です。詳細は
4-2-1. 指定範囲の拡⼤表⽰を参照してください。
また、グラフ上の危険度のラベル にチェックを⼊れることで、危険度ごとに
表⽰/非表⽰を切り替えることができます。

アラート情報の⼀覧表には、発⽣回数のグラフで表⽰されている情報のみが表⽰されます。

⼀覧表で詳細に確認したいアラートを⾒つけたら、表の右端の「トレースの保存」のリンクをクリッ
クしてください。選択したアラートが発⽣した時刻のトラフィックを抽出して、トレースファイルに
保存できます。

⼀覧表で確認できる情報は以下の通りです。

タイムスタンプ アラート発⽣時刻です。年⽉⽇と時間(hh:mm:ss)が表⽰されます。

アラートタイプ 検索されたアラートのアラートタイプです。

アラート詳細 構成メニューのアラートで登録されている登録名です。

カテゴリ 検索対象となるデータのカテゴリです。
ここでは「ネットワーク」と表⽰されます。

データソース 検索時に指定されたデータソースです。



危険度
検出されたアラートの危険度です。
危険度は の３種類に分類されます。

条件
NPM/APMで設定したサイトやアプリケーションなどの検索条件です。
DLC、ARPはデータソースが表⽰されます。

指標 アラートの設定で登録されている指標と閾値です。

トレースの保存
「トレースの保存」リンクをクリックすると、アラートが発⽣した期間
のデータをトレースファイルとして保存できます。
詳細は3-4-2. トレースの保存を参照してください。

4-2-1. 指定範囲の拡⼤表⽰

アラートグラフで表⽰させる時間範囲を絞り込んで、拡⼤して表⽰させることができます。

アラートグラフの拡⼤させたい部分をマウスドラッグで指定し(上図①)、時刻表⽰の右横に並んだ
「拡⼤」 アイコン(上図②)をクリックしてください。
グラフが選択した時間範囲で拡⼤表⽰されます(下図)。



このとき、テーブルに表⽰される検知されたアラートのリストも、指定した時間範囲のデータのみに
更新されます。
ナビゲーションバーの「元に戻す」 アイコン(上図③)をクリックすると、直前に⾏った拡⼤処理
が取り消され、「やり直す」 アイコン(上図④)をクリックすると、直前に⾏った「元に戻す」処
理がキャンセルされます。



5. レポート

レポート画⾯ではキャプチャデータからレポートを作成することができます。

レポートに記載するデータの種類や時間範囲、グラフや表を選んでください。結果を記載したレポー
トを作成いただけます。

レポートを作成する⼿順は以下の通りです。

1) レポート・テンプレートを作成・編集
レポートのレイアウトを設定したレポートテンプレートを作成します。
レポートに記載したいグラフや表を選択し、テンプレート上に配置してください。
詳細は5-1. レポート・テンプレートを確認してください。

2) レポート・プランで時間範囲を指定
作成済みのレポートテンプレートの中から希望のテンプレートを選択し、データ解析する時間
範囲を指定します。
レポートは単発で作成することはもちろん、曜⽇毎や⽉末毎など周期的な期間を指定すること
も可能です。
詳細は5-2. レポート・プランを確認してください。

3) レポート・リストに保存
作成されたレポートは新規タブで表⽰されると同時に、SYNESIS内に保存されます。
保存されたレポートは、レポートリスト画⾯で確認できます。
詳細は5-3. レポート・リストを確認してください。



各項目の設定項目や具体的な操作⼿順などの詳細は、それぞれのリンク先でご参照ください。
なお、実際に作成できるレポートのサンプルを5-4. レポート・サンプルで紹介しています。



5-1. レポート・テンプレート

レポートテンプレート画⾯では、レポートに記載したいグラフや表を配置したレポートのテンプレー
トを作成・管理できます。

作成されたレポート・テンプレートが⼀覧表で表⽰されています。
確認できる情報は各テンプレートの「名前」、「作成時刻」、「作成者」、「説明」です。

以下の本章の各項目で、利⽤可能な機能について紹介しています。

5-1-1. レポート・テンプレートの新規作成
レポート・テンプレートを新規作成し、グラフや表を選択、配置します。
保存されているレポート・テンプレートを編集する場合は、編集したいテンプレートの名前
のリンク部分をクリックしてください。

5-1-2. レポート・テンプレートの検索
保存されているレポート・テンプレートの数が多い場合は、テンプレート名でテンプレート
を検索することが可能です。

5-1-3. レポート・テンプレートの削除
不要になったレポート・テンプレートは削除することが可能です

5-1-4. レポート・テンプレートのエクスポート
作成したレポート・テンプレートを任意のローカルフォルダに書き出すことが可能です。保
存先として外部のストレージを指定することも可能です。

5-1-5. レポート・テンプレートのインポート
他のSYNESISで作成されたレポート・テンプレートを読み込むことが可能です。

具体的な操作⽅法はそれぞれのリンク先を参照してください。



5-1-1. レポート・テンプレートの新規作成

「新規」ボタンをクリックすると以下の「新規テンプレート」が表⽰されます。

画⾯左のグラフ・ペインからレポートに記載したいグラフを選んでクリックし、レポートの空⽩部分
までドラッグしてください。ドロップした位置にドラッグしたグラフが配置されます。
「保存」ボタンをクリックすると、作成したテンプレートが保存され、リストに追加されます。

編集可能な項目と操作⼿順は以下の通りです。

グラフの種類

円グラフや棒グラフなど、レポートに記載するグラフの種類を選択できま
す。左側のグラフ・ペインから記載したいグラフをクリックして選び、レ
ポート上の表⽰させたい位置までドラッグ＆ドロップしてください。
選択可能なグラフの種類や設定⽅法は5-1-1-1. 選択可能なグラフの種類を
参照してください。

記載データ

グラフや表に記載するデータを指定することができます。
レポート上にグラフを配置すると、グラフの設定ダイアログが表⽰されま
すので、どのチャンネルの、どの項目について、どう集計されたグラフ
か、を指定してください。
詳細は5-1-1-2. 新規グラフの設定項目を参照してください。

グラフや表の位置
グラフをグラフ・ペインからレポート上の配置したい位置までドラッグ＆
ドロップしてください。ドロップした位置にグラフが配置されます。
グラフ追加後でも配置位置は⼊替可能です。



レポートタイトル

レポートのタイトルや、その下の説明⽂を編集することが可能です。
「レポート-#(数字)」と書かれた部分をクリックすると、レポートタイト
ルが編集できます。
「説明を⼊⼒してください」と書かれた部分をクリックすると、説明⽂を
編集できます。

レポートロゴ
レポートのロゴとして⽤意した画像を指定することができます。
指定可能な画像のサイズは50ｘ200ピクセル以下です。
詳細は5-1-1-3. レポートロゴの変更を参照してください。

5-1-1-1. 選択可能なグラフの種類

レポートに記載する要素として、選択可能なグラフの種類は以下の通りです。

テキストブロック  ―

テーブル APM, NPM

TopN 棒グラフ APM, NPM

TopN 棒グラフ２ APM, NPM

TopN 円グラフ APM, NPM

トレンド縦棒グラフ APM, NPM, DLC

トレンド⾯グラフ APM, NPM, DLC

トレンド折れ線グラフ APM, NPM, DLC

トップトレンド折れ線グラフ APM, NPM

グラフのアイコンをドラッグ＆ドロップしてレポート上に配置すると、グラフの設定ダイアログが表
⽰されます。設定ダイアログでグラフに記載するデータの詳細を指定することができます。
詳細は以下の5-1-1-2. 新規グラフの設定項目を参照してください。

5-1-1-2. 新規グラフの設定項目

レポート上に新しいグラフを配置すると、以下のようなグラフの設定ダイアログが表⽰されます。



グラフの種類によって項目は異なりますが、主な設定項目は以下の通りです。

タイトル グラフのタイトルです。

説明 グラフの説明です。データソースなどの情報と共にグラフ上に表⽰されます。

アドオン グラフデータの解析⽅法です。

タイプ

ドロップダウンリストから、データの抽出⽅法を指定します。
選択可能な項目はサイト,サーバ,サーバグループ, アプリケーション,アプリ
ケーショングループの５種類です。
詳細は次表データの抽出条件を参照してください。

範囲

「タイプ」で指定した条件によって抽出されたデータを、「範囲」で指定した
項目でさらにフィルタリングします。
「タイプ」でアプリケーションを選択した時はサイトに、 サイトを選択した場
合にはアプリケーションに固定されます。
その他の「タイプ」を指定した場合には表⽰されません。
詳細は次表データの抽出条件を参照してください。

インデックス

グラフに表⽰するデータを選択します。グラフや表の種類によっては複数選択
することも可能です。
左側のリストはグラフの系列として利⽤可能なデータで、右側にあるデータが
実際にグラフに表⽰されます。



左側のリストで１つ以上のデータを選択し、 アイコンをクリックしてくださ
い。選択したデータが右側のリストに移動します。
右側のリストから削除する場合は、削除したいデータを選択して アイコンを
クリックしてください。データが右側のリストから消え、左側のリストに戻り
ます。

上限を固定する
時系列での変化を表すトレンドグラフでは、プロットされた KPIの上限を定義
することができます。実際のプロット指標値が上限値を超えた場合、プロット
値がユーザ定義の上限値になります。

KPIの上限

「上限を固定する」が有効の場合に表⽰されます。
テキストボックス右側のドロップダウンリストで、桁数の表⽰(K、M、G、u、
mなど)を変更できます。グラフの単位ラベルも変更されます。
⼊⼒できる最⼤値は1,000,000,000（総サイズ)までです。
なお、インデックスに応答時間のKPI([NRT(ms)]など)を指定し、単位を
「sec」にした場合、上限は 100,000 になります。



データの抽出条件

データの抽出条件を指定する「タイプ」や「範囲」として選択可能な項目は以下の通りです。

サイト

登録されたネットワーク拠点を元にデータを抽出し、得られたそのデータで
グラフを作成します。
モニタの対象が複数の拠点にまたがる場合、拠点ごとのサブネットを登録し
ておくことで、拠点ごとのデータ量が確認できます。
登録は構成メニューのサイトから⾏えます。

サーバ
IPアドレスを元にデータを抽出し、得られたそのデータでグラフを作成しま
す。

サーバグループ

登録されたサーバ(グループ)のIPアドレスを元にデータを抽出し、得られた
そのデータでグラフを作成します。
特定の役割を担うサーバグループを登録しておくことで、サーバグループ全
体でのデータ量が確認できます。
登録は構成メニューのサーバグループから⾏えます。

アプリケーション
登録されたアプリケーションプロトコルを元にデータを抽出し、得られたそ
のデータでグラフを作成します。
登録は構成メニューのプロトコルから⾏えます。

アプリケーション
グループ

登録されたL4ポート番号・グループを元にデータを抽出し、得られたその
データでグラフを作成します。
登録は構成メニューのアプリケーショングループから⾏えます。

登録⽅法の詳細は、それぞれのリンク先を参照してください。

5-1-1-3. レポートロゴの変更

レポートのロゴは変更可能です。レポート画⾯左上に表⽰さているロゴ の部分をク
リックしてください。下図のロゴ設定ダイアログが表⽰されます。



「参照」ボタンをクリックして、ロゴの画像ファイルを選択してください。「アップロード」ボタン
をクリックすると画⾯中央に選んだロゴが表⽰されますので、間違いないか確認してください。
「適⽤」ボタンをクリックすると、レポートテンプレートのロゴが変更されます。
「デフォルト」チェックボックスにチェックを⼊れると、今後作成するレポートのロゴが選択したロ
ゴになります。指定するロゴのサイズは50ｘ200ピクセル以下にしてください。

5-1-2. レポート・テンプレートの検索

登録されているレポート・テンプレートの数が多い場合は、レポート・テンプレートを検索すること
が可能です。
検索フィールドにマッチする⽂字列を⼊⼒し、 アイコンをクリックしてください。検索結果とし
て、⼊⼒した⽂字列と名前の⼀部が⼀致するレポート・テンプレートがリストアップされます。

5-1-3. レポート・テンプレートの削除

不要になったレポート・テンプレートを削除する場合は、削除したいレポート・テンプレートの左側
のチェックボックスにチェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。削除の確認メッ
セージが表⽰されます。
「はい」ボタンをクリックすると、チェックマークを付けたレポート・テンプレートが削除されま
す。

チェックボックスがないテンプレートは、ディフォルトテンプレートで削除できません。
また、レポート・プランで使⽤されているレポート・テンプレートも削除できません。
使⽤中のテンプレートを削除したい場合は、そのテンプレートを使⽤しているレポート・プランを全
て削除した上で、上記の削除作業を⾏ってください。

5-1-4. レポート・テンプレートのエクスポート

作成したレポート・テンプレートを、外部ストレージを含めた任意のローカルフォルダに書き出すこ
とが可能です。書き出されたテンプレートは他のSYNESISで利⽤することが可能です。
エクスポートしたいレポートテンプレートにチェックを⼊れ、「エクスポート」ボタンをクリックし
てください。エクスポートダイアログが表⽰されるので、ファイル名を⼊⼒してください。「エクス



ポート」をクリックすると、レポート・テンプレートファイルが指定したローカルフォルダ内に書き
出されます。

5-1-5. レポート・テンプレートのインポート

他のSYNESISで作成されたレポート・テンプレートを読み込むことができます。
「インポート」ボタンをクリックし、ローカルフォルダのレポート・テンプレートを指定してくださ
い。「アップロード」ボタンをクリックすると、テンプレートリストに読み込んだレポート・テンプ
レートが追加されます。



5-2. レポート・プラン

レポートの書式(レポート・テンプレート)やデータの時間範囲を指定したレポート・プランを作成・
管理し、実際にレポートを⽣成することができます。

レポート・プランを作成したい場合は、画⾯右上の「新規」ボタンをクリックしてください。
「新規プランの作成」画⾯が表⽰されますので、作成済みのレポート・テンプレートの中から希望の
テンプレートを選択し、データの時間範囲を指定して、「レポート・プラン」として保存してくださ
い。詳細は5-2-1. レポート・プランの新規作成を参照してください。
作成済みのレポート・プランを選択し、編集することも可能です。

なお、レポート・プランには取得済みのデータからレポートを作成できる「単発レポート」と、週ご
と、⽉ごとなどに⾃動的にレポートが作成される「周期レポート」の２種類あります。
「単発レポート」ではレポート・プラン保存時に、「周期レポート」は指定されたタイミングで
SYNESISが⾃動的にレポートを⽣成します。

・単発レポート

取得済みのキャプチャレコードの⽇時で時間範囲を指定して、単発のレポートを作成します。
レポートプランを作成・編集し、保存する際にレポートが作成されます。
詳細は5-2-1-1. 単発レポートの設定を参照してください。

・周期レポート

解析してレポートに記載するデータの時間範囲を「⽇」,「週」,「⽉」,「年」で指定して、周期的に
レポートを作成させることが可能です。
周期レポートプランは「有効/無効」欄にステータスを表すON/OFFアイコンが表⽰されています。周
期レポートを⾃動作成させたい場合は、 にしてください。



：無効状態。クリックすると有効になります。

：有効状態。クリックすると無効になります。

有効/無効のアイコンを にしておくと、レポートは⾃動作成されません。
詳細は5-2-1-2. 周期レポートの設定を参照してください。

・統計情報をCSVファイルで出⼒する

⽂書形式のレポートだけでなく、バイトやパケット数などの統計情報を ",(ｶﾝﾏ)" 区切りのCSVファ
イルで出⼒させることも可能です。統計情報をCSVで出⼒させたい場合は、レポートテンプレートの
項目で「Statistics」を指定してください。
このCSVファイルを作成する際に選択できるのは「周期レポート」のみです。
１度だけ統計情報のCSVファイルを作成したい場合は、エージェント・ワークスペースのレコード・
タブで「統計のエクスポート」をクリックし、統計情報のCSVファイルを作成してください。
CSVファイルについての詳細はAppendix C. 統計値のCSVファイルを参照してください。

5-2-1. レポート・プランの新規作成

新しいレポートプランを作成したい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。
以下の「新規プランの作成」画⾯が表⽰されます。

「レポート・テンプレート」を選択し、作成するレポートの書式を指定します。希望のテンプレート
がない場合は、先にレポート・テンプレートを作成してください。



詳細は5-1. レポート・テンプレートを参照してください。
必要な項目を設定し、「保存」ボタンをクリックすると、レポート・プランが保存されます。
「レポートサイクル」で「単発レポート」を選択した場合は、「保存」ボタンをクリックした際に、
１度だけレポートが作成されます。

設定項目は以下の通りです。

レポート
テンプレート

使⽤するレポートテンプレートを指定します。
統計情報をCSVファイルで出⼒したい場合は、「Statistics」を選択してく
ださい。

プラン名 作成する新規プランのタイトルを指定します。

レポートタイトル レポートのタイトルを指定します。

説明 レポートプランリストの「説明」欄に表⽰される説明⽂を指定します。

ドキュメントタイプ
PDF, Word, Excel, RTFが選択可能です。
「レポートテンプレート」の項目で「Statistics」が選択された場合は、
CSVファイルになります。

データソース
どのSYNESISでキャプチャされたデータをレポートに記載するかを指定し
ます。
詳細はAppendix D. データソースを参照してください。

レポートサイクル

単発レポートもしくは周期レポートを選択可能です。
単発レポートの場合は「開始時刻」と「終了時刻」を、周期レポートの場
合は「周期タイプ」を指定します。
詳細は単発レポートの設定と周期レポートの設定を参照してください。

集計間隔

トレンドグラフや統計情報のデータの集計間隔を設定します。
指定したレポート・テンプレート(「Statistics」以外)にトレンドグラフが
ない場合は、この「集計間隔」の項目は表⽰されません。
なお、単発レポートと周期レポートで選択範囲が異なります。
詳細は単発レポートの設定と周期レポートの設定を参照してください。

レポート要素の設定 テーブルやグラフ要素のより詳細な設定を⾏います。

5-2-1-1. 単発レポートの設定

キャプチャ済みのデータからレポートを作成したい場合は、「レポートサイクル」の項目で「単発レ
ポート」を選択し、データの時間範囲を指定してください。

設定項目は以下の通りです。



開始時刻
レポートに記載する解析データの時間範囲の開始時刻です。
年⽉⽇と時刻(hh:mm:ss)で指定します。

をクリックすると、カレンダーから⽇付と時刻を指定できます。

終了時刻
レポートに記載する解析データの時間範囲の終了時刻です。
年⽉⽇と時刻(hh:mm:ss)で指定します。

をクリックすると、カレンダーから⽇付と時刻を指定できます。

集計間隔※

トレンドグラフや統計情報のデータの集計間隔を指定します。
以下の内から選択してください。
  ⾃動、5分、30分、1時間、2時間、8時間、1⽇、1週間、1ヶ⽉
開始時刻と終了時刻の範囲内のデータが、指定した集計間隔で集計されます。
⾃動の場合は、⾃動的にマッチした集計間隔が選択されます。

※指定したレポート・テンプレート(「Statistics」以外)にトレンドグラフがない場合は、「集計間隔」の項目は
表⽰されません。

5-2-1-2. 周期レポートの設定

指定した周期ごとに⾃動でSYNESISにレポートを作成させたい場合は、「レポートサイクル」の項目
で「周期レポート」を選択し、「周期タイプ」を指定してください。

設定項目は以下の通りです。

周期タイプ

レポートを作成する周期を指定します。
選択可能な周期タイプと、レポートが⽣成されるタイミングは以下の通りです。
  1)「⽇」: 毎⽇午前2:00
  2)「週」: 毎週⽇曜⽇の午前2:00
  3)「⽉」: 毎⽉1⽇の午前2:00
  4)「年」: 毎年1⽉1⽇の午前2:00

集計間隔※

トレンドグラフのデータの集計間隔を指定します。
周期タイプにより、選択可能な集計間隔は異なります。
    周期タイプ【⽇】：⾃動、5分、30分、1時間
    周期タイプ【週】：⾃動、30分、1時間、1⽇
    周期タイプ【⽉】：⾃動、2時間、8時間、1⽇
    周期タイプ【年】：⾃動、1⽇、1週間、1ヶ⽉

通知先
周期レポートが⾃動作成された際に、指定した「通知グループ」の「通知先」宛
に通知メールが送信されます。



通知はE-mailのみでTrapとSyslogには通知されません。
「通知先」の登録⽅法は「11-6. 通知先」と 11-5. 通知グループを参照してく
ださい。

有効 チェックボックスにチェックを⼊れると、「通知先」が有効になります。

※指定したレポート・テンプレートにトレンドグラフがない場合は、「集計間隔」の項目は表⽰されません。

5-2-2. レポート・プランの検索

登録されているレポート・プランの数が多い場合は、レポート・プランを名前で検索することが可能
です。
検索フィールドにマッチする⽂字列を⼊⼒し、 アイコンをクリックしてください。検索結果とし
て、⼊⼒した⽂字列と名前の⼀部が⼀致するレポート・プランがリストアップされます。

5-2-3. レポート・プランの削除

不要になったレポート・プランを削除する場合は、削除したいレポート・プランの左側のチェック
ボックスにチェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。削除の確認メッセージが表⽰
されます。
「はい」ボタンをクリックすると、チェックマークを付けたレポート・プランが削除されます。
全てのレポート・プランを削除したい場合は、ヘッダの「名前」の左側にあるチェックボックスに
チェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。

5-2-4. レポート・プランの編集

登録済みの「レポート・プラン」を編集したい場合は、編集したい「レポート・プラン」の「名前」
リンクをクリックしてください。
「プランの表⽰」ダイアログが表⽰されます。「レポート・テンプレート」以外の項目が変更可能で
す。



5-3. レポート・リスト

レポートリスト画⾯では、SYNESIS内に保存されているレポートの閲覧・検索・削除が⾏えます。

保存されたレポートは⼀覧表で表⽰されます。保存したレポートを閲覧したい場合は、レポートの名
前のリンク部分をクリックしてください。新しいタブが追加され、レポートが表⽰されます。

レポート⼀覧で確認できる情報は以下の通りです。

名前 保存されているレポートの名前です。

レポートサイクル 「単発レポート」か「周期レポート」かを表⽰します。

作成時間 レポートが作成された時間です。

ドキュメントタイプ 保存されているレポートのドキュメントタイプです。

作成者 保存されているレポートの作成者です。

5-3-1. レポートの検索

保存されているレポート数が多い場合は、レポートをレポート名で検索することが可能です。
検索フィールドにマッチする⽂字列を⼊⼒し、 アイコンをクリックしてください。検索結果とし
て、⼊⼒した⽂字列と名前の⼀部が⼀致するレポートがリストアップされます。

5-3-2. レポートの削除



レポートを削除したい場合は、削除したいレポートの左側のチェックボックスにチェックを⼊れ、
「削除」ボタンをクリックしてください。チェックマークを付けたレポートが削除されます。
すべてのレポートを削除したい場合には、「名前」の左側のチェックボックスにチェックを⼊れ、
「削除」ボタンをクリックしてください。全てのレポートが⼀括で削除されます。

5-3-3. レポートの保存場所

⽣成されたレポートは下記のフォルダに保存されます。

/pvc/data/databank/generated̲report/

なお、このフォルダはSYNESIS内でユーザが作成したデータが保存されるデータバンク領域にありま
す。
詳細はAppendix.F SYNESISのディスク構成の F-3. データバンク領域を参照してください。



5-4. レポート・サンプル

作成されたレポート例を元に、具体的なレポートの形式を説明します。
周期レポートの作成例としてデイリー・レポートやマンスリー・レポートも記載しました。
個々のグラフや表の追加・設定⽅法は5-1. レポート・テンプレートを参照してください。

[レポート例]

例として、下記の項目がレポートに記載されます。



① 開始時刻と終了時刻 解析したキャプチャデータの期間が、開始時刻と終了時刻とし
て yyyy/mm/dd hh:mm:ssの形式で記載されます。

② データソース

レポートのデータをキャプチャしたSYNESISのエージェント
名が記載されます。
リモート・エージェントも チャネルグループも設定されてい
ない場合は「Default Agent」になります。
詳細はAppendix D. データソースを参照してください。

③ 各グラフや表の情報

そのグラフや表、もしくはそこに記載されているデータの情報
が個々のグラフや表に記載されます。
記載される情報はそのグラフの種類、アダプタ(キャプチャ
カード)、チャネルや集計間隔です。

④ 集計間隔と集計期間

時間的な変化を確認できるグラフでは、指定した集計間隔で期
間を区切ってデータの集計が⾏われます。集計される期間は、
データラベルに表⽰される時刻より集計間隔で指定された期間
だけ前の時刻から、その時刻になる直前までです。
例えば集計間隔1時間のグラフでは、02:00:00〜02:59:59の
データが3:00の位置にプロットされます。

5-4-1. デイリー・レポート例

「レポート・プラン」作成時にレポートサイクル「周期レポート」を選択し、周期タイプ「⽇」を選
択すると、毎⽇午前2：00に前⽇の00：00：00から23：59：59までの集計結果をまとめた以下のよ
うなデイリー・レポートが作成されます。







5-4-2. マンスリー・レポート例

「レポート・プラン」作成時にレポートサイクル「周期レポート」を選択し、周期タイプ「⽉」を選
択すると、毎⽉１⽇午前2：00に前⽉の１⽇00：00：00から前⽉末⽇の23：59：59までの集計結果
をまとめた以下のようなマンスリー・レポートが作成されます。









6. MFA(マルチフロー解析)

MFA(マルチフロー解析/Multi Flow Analysis)では、複数のポイントでキャプチャされたデータを関連
付けて解析することが可能です。解析結果はラダー図で表⽰され、視覚的なトラブルシューティング
を⾏うことができます。

このマルチフロー解析により、離れた拠点間での通信の遅延や断絶が発⽣している箇所を特定したり
(解析例１参照)、通信のボトルネックとなっているサーバを特定する(解析例２参照)ことなどができま
す。

マルチフロー解析を実⾏するには、解析したいトレースファイルを選択してマージ(Merge/統合)を実
⾏してください。それらのファイルに含まれるパケットがTCP/UDP解析されます。TCP/UDP解析の
結果、同じIPアドレスとポート番号を含むパケットは同じ通信のフローに属するものと判断され、検
出されたフローがリストアップされます。
リストアップされた中から、解析したいフローを選択してください。２点間のやりとりが上図①のよ
うな１枚のラダー図で表⽰され、どこで通信の遅延・断絶が発⽣しているかを視覚的に、素早く特定
することができます。
ラダー図についての詳細は、本ページのラダー図とはを参照してください。

マルチフロー解析⼿順

マルチフロー解析を実⾏する⼿順は以下の通りです。

1) データソースの準備
データソースとして、解析したい通信をキャプチャしたトレースファイルを準備します。
SYNESISでキャプチャしたキャプチャレコードもデータソースとして利⽤できます。
他のキャプチャ装置で作成されたトレースファイルを読み込んで解析することも可能です。
外部からのトレースファイルの読み込み⽅法はトレースファイル・タブの 3-3-4-3. トレースバ
ンカー・タブを参照してください。



2) プロファイルの作成・編集
プロファイルを作成し、データソース・ファイルを指定します。作成済みのプロファイを編集
することも可能です。
詳細は6-1. プロファイルの作成を参照してください。

3) フローの選択
データソース・ファイルに含まれるTCP/UDP通信のフローが、フロー画⾯に⼀覧で表⽰されま
す。
⼀覧の中から、解析したいサーバとクライアントのフローを選択し、「MFAビューの作成」ボ
タンをクリックしてください。
選択されたフローが抽出され、まとめて１枚のラダー図に表⽰されます。
詳細は6-2. フロービューを参照してください。

4) MFAビュー表⽰
指定したサーバとクライアント間のフローが１枚のラダー図に表⽰されます。
詳細は6-3. MFAビューを参照してください。

5) 解析結果の保存・ダウンロード
ラダー図に表⽰された結果をトレースファイルに保存することができます。
ラダー図そのものをテキストファイルでダウンロードすることも可能です。
また、ラダー図をクリックすると、そのラダー図に表⽰されているフローのパケットがデコー
ドされて表⽰されます。
詳細は6-3-3. MFAデコードを参照してください。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。

ラダー(ladder)図とは

ラダー図は通信シーケンス図の⼀種で、通信の⽅向、双⽅のIPアドレス、および通信の内容が各⾏、
１パケットごとに表⽰されています。

⽮印が通信の⽅向を表し、⽮印の上にパケットの種類などの内容が表⽰されています。
複数のセグメント間のやりとりも時間軸に沿って確認できるので、通信の断絶や遅延が発⽣している



箇所を視覚的に、素早く特定することができます。

解析例１．通信の遅延や断絶が発⽣している箇所を特定する

マルチフロー解析では、複数のキャプチャ装置を使ってキャプチャされた通信も、まとめて１つの通
信フローとして解析することができます。

例えば、上図のように離れた拠点間の複数のルータを介した通信を、それぞれの拠点で、それぞれ別
のキャプチャ装置でキャプチャしたとします。
マルチフロー解析では、それらのキャプチャデータをまとめてTCP/UDP解析し、１つのフローとして
解析することができます。
解析結果は seg1, seg2, seg3 と各セグメント間の通信が、時間軸に沿って１枚のラダー図に表⽰され
ます。
このラダー図によってどこで通信の遅延や断絶が発⽣しているのかを視覚的に確認でき、素早く問題
発⽣個所を特定できます。

解析例２．通信のボトルネックとなっているサーバを特定する

マルチフロー解析では、複数のフローをアプリケーションで関連付けて解析できるので、どのサーバ
が通信のボトルネックになっているのかを視覚的に探し出すことができます。

例えば、あるサイトで遅延が発⽣していたとします。
閲覧のためWebサーバにアクセスすると、必要とされるデータによってはWebサーバからその先の



データベースにアクセスが⾏われます。
マルチフロー解析ではこれらの通信をまとめて解析し、どのサーバが通信のボトルネックになって遅
延が発⽣しているのかを特定することができます。



6-1. プロファイルの作成と編集

解析したい通信のデータが収められたデータソース・ファイルを選択して、MFA(マルチフロー解析)
⽤のプロファイルを作成してください。
他のSYNESISはもちろん、WiresharkやSYNESIS以外のキャプチャ装置で作成されたトレースファ
イルを読み込んで解析することも可能です。

外部からのトレースファイルの読み込み⽅法はトレースファイル・タブの 3-3-4-3. トレースバン
カー・タブを参照してください。

6-1-1. プロファイルの新規作成

プロファイルを新しく作成したい場合は、プロファイル・ペイン左上に表⽰されている「追加」アイ
コン＋をクリックしてください。

以下の「MFAプロファイル」ダイアログが表⽰されます。



「追加」ボタン(上図①)をクリックすると、選択可能なトレースファイルとキャプチャレコードが保
存場所別に表⽰されます(下図②)。

表⽰されたファイルリストの中から、データソースにするもの選んで「選択する」リンクをクリック
してください。選択したファイルがダイアログの下部にあるデータソースリストに追加され、「選択
する」の表⽰が「選択中」に変わります。



データソースリストには、どの機器のどのチャネル(Wiresharkで作成されたトレースファイルの場合
はインタフェース)でキャプチャされたデータかを⽰すチャネル情報が表⽰されます。
チャネル情報を確認して、データを解析したいチャネルにチェックマークを付けてください。その
他、保存フィルタを適⽤してパケットを選択することも可能です。詳細は6-1-2. プロファイルの編集
を参照してください。

データソースリストに追加したファイルを削除したい場合は、削除したいファイルの「削除」リンク
をクリックしてください。
データソースとして、外部から読み込んだトレースファイルを選択する事も可能です。
トレースファイルの保存場所や外部からのトレースファイルの読み込み⽅法など、詳細は3-3-4. ト
レースファイル・タブを参照してください。

データソースの指定が完了したら、「保存」ボタンをクリックしてください。作成したプロファイル
が保存され、プロファイル・ペインに作成したプロファイルが追加されます。
「マージの実⾏」ボタンをクリックすると、その場でファイルの統合と解析が実⾏され、選択可能な
フローがリストアップされたフロービューが表⽰されます。詳細は6-2. フロービューを参照してくだ
さい。

6-1-2. プロファイルの編集

作成済みのプロファイルを編集したい場合は、プロファイル・ペインに表⽰されているプロファイル
の中から、目的のプロファイルを選んでクリックしてください。以下の「MFAプロファイル」ダイア
ログが表⽰されます。



「追加」ボタンをクリックすると、選択可能なトレースファイルとキャプチャレコードが保存場所別
に表⽰されますので、データソースにしたいファイルを選んで「選択する」リンクをクリックしてく
ださい。

名前 プロファイルの名前です。

説明 後で確認できるよう、プロファイルについての説明を⼊⼒してください。

「追加」
ボタン

クリックすると、データソースとして選択可能なトレースファイルやキャプチャレ
コードのリストが表⽰されます。

開始時刻
データソースに含まれる⼀連の通信の開始時刻です。
時刻同期後は調整後の時刻が表⽰されます。⼿⼊⼒で抽出する範囲を指定することも
できます。

終了時刻
データソースに含まれる⼀連の通信の終了時刻です。
時刻同期後は調整後の時刻が表⽰されます。⼿⼊⼒で抽出する範囲を指定することも
できます。

保存フィルタ

データソースのファイル内から解析するパケットを抽出するために、保存フィルタを
適⽤することができます。
なお、MFAではエラーフィルタとパターンフィルタは適⽤できません。
適⽤可能なその他のフィルタの種類など、詳細については11-1. 保存フィルタを参照
してください。



⾃動時刻同期 ボタンをクリックすると、異なるセグメント間にある、共通のフローのデータを時刻
同期させるための補正値が計算されます。

データソース
リスト

名前 データソースとして選択されたトレースファイルやキャプチャレ
コードの名前です。

チャネル
/インタフェース データのチャネル情報やインタフェース情報が表⽰されます。

セグメント

セグメント名を⼊⼒してください。
チャネル情報を元に、同⼀のセグメント内であるものには同じセ
グメント名を⼊⼒してください。
チェックマークの付いたセグメント内のフローがフロービューに
表⽰されます。

時刻同期
時刻同期させるための補正値です。
「⾃動時刻同期」ボタンをクリックすると、⾃動的に計算され、
計算結果が⼊⼒されます。

編集が完了したら、「保存」ボタンをクリックしてください。プロファイル名を含め、変更した内容
が保存されます。
「名前を付けて保存」ボタンをクリックすると、編集したプロファイルが新しいプロファイルとして
保存され、プロファイル・ペインに作成したプロファイルが追加されます。

「マージの実⾏」ボタンをクリックすると、その場でファイルの統合と解析が実⾏され、選択可能な
フローがリストアップされたフロービューが表⽰されます。詳細は6-2. フロービューを参照してくだ
さい。



6-2. フロービュー

フロービューでは、データソース内の通信フローがプロトコル別に確認できます。

アプリケーション・ツリー(上図①)にデータソース内の通信データで確認されたプロトコルがリスト
アップされています。ここでプロトコルを選択すると、そのプロトコルの通信を⾏っているフローが
フローリスト(上図②)に表⽰されます。
フローリストから解析したい通信のフローを選んでチェックマークを付け、リストの右下にある
「MFAビューの作成」ボタン(上図③)をクリックしてください。
「MFAビュー」タブが追加され、選択した複数のフローで作成されたラダー図が表⽰されます。
表⽰されるラダー図についての詳細は6-3-1. ラダービューを参照してください。

「ラダービューを開く」にチェックを⼊れると、フローリストの下に選択したフロー単体でのラダー
図が表⽰されます。
詳細は6-2-6. ラダービューを開くを参照してください。

6-2-1. アプリケーション・ツリー

アプリケーション・ツリーにはデータソース内の通信データで確認された サーバがプロトコル別に表
⽰されています。
プロトコルのノード   をクリックすると、そのプロトコルで通信しているサーバが表⽰されます。



プロトコル名のノード   を展開して表⽰されるサーバリストには、個々のサーバのIPアドレスとポー
ト番号が表⽰されます。プロトコル名の右側には、このサーバリストに表⽰されるサーバ数と、フ
ロー数が表⽰されています。
アプリケーション・ツリーの中から、プロトコル名の部分を選択してクリックすると、そのプロトコ
ルの通信を⾏っている全フローがフローリストに表⽰されます。
アプリケーション・ツリーに表⽰されたサーバを選択してクリックすると、選択したサーバのフロー
のみがフローリストに表⽰されます。

表⽰されるプロトコルやサーバの数が多い場合は、「オプション」で表⽰するプロトコルやサーバを
指定することができます。
詳細は6-2-3. オプションを参照してください。

・サーバの識別

マルチフロー解析では⾃動的にサーバ/クライアントが判断されます。
サーバとして解析したいものがクライアントとなってしまった場合には、サーバとしたいもののポー
ト番号を構成メニューのプロトコルで登録してください。
プロトコルにポート番号が登録されているものが、優先的にサーバとして解析されます。
その他、ブロードキャスト/マルチキャスト送信が⾏われた場合は、送信側がサーバとなります。

6-2-2. フローリスト

フローリストには、アプリケーション・ツリーで選択したプロトコル(もしくはサーバ)の通信を⾏っ
ているフローが表⽰されます。



解析したいフローを選んで、左端のチェックボックスにチェックを⼊れてください。
フローリストに表⽰される情報は以下の通りです。

セグメント プロファイルのデータリストで登録したセグメント名が表⽰されます。

クライアント クライアントのIPアドレスです。

サーバ サーバのIPアドレスです。

プロトコル 通信プロトコルです。

パケット そのフローに含まれるパケット数です。

バイト そのフローに含まれるパケットの総バイト数です。

リトライ そのフロー中で発⽣しているTCPリトライ回数です。

Out of order そのフローに含まれるTCP Out-of-Orderパケットの総数です。

開始時刻
そのフロー関連するパケットの中で、⼀番古いもののタイムスタンプにな
ります。
時刻同期が⾏われている場合は、調整後の時刻が表⽰されます。

最終更新時刻
そのフロー関連するパケットの中で、⼀番新しいもののタイムスタンプに
なります。
時刻同期が⾏われている場合は、調整後の時刻が表⽰されます。

不要な項目を非表⽰にしたい場合は、項目名欄の右端に表⽰されている アイコンをクリックしてく
ださい。上表の各項目の表⽰/非表⽰を切り替えることができます。

6-2-3. オプション

「オプション」を使って、指定したサーバ、もしくはプロトコルのフローのみをアプリケーション・
ツリーに表⽰させることが可能です。
アプリケーション・ツリーに表⽰するフローを指定したい場合は、「オプション」リンクをクリック
してください。以下のような「オプション」ダイアログが表⽰されます。



サーバのIPアドレス、もしくはアプリケーション(もしくはポート番号)を指定して、「適⽤」ボタン
をクリックしてください。
指定したサーバ、もしくはプロトコルのみがアプリケーション・ツリー上に表⽰されます。

「フローの追加」ボタンをクリックすると、表⽰するフローを指定する欄が追加で表⽰されます。

設定項目は以下の通りです。

セグメント プロファイルのデータリストで登録したセグメント名が表⽰されます。

IPv4 / IPv6 IPアドレスの指定をIPv4とIPv6のどちらで⾏うかを選択します。

IPアドレス
フローを抽出したいサーバ(もしくはクライアント)のIPアドレスを⼊⼒し
ます。空欄の場合はすべてのIPアドレスのフローが表⽰されます。

アプリケーション

フローを抽出したいプロトコルを選択します。[Any]の場合はすべてのプ
ロトコルのフローが表⽰されます。
選択項目として構成メニューのプロトコルで登録したものが⼀覧で表⽰さ
れます。

ポート
「アプリケーション」で指定されたプロトコルのポート番号が表⽰されま
す。「アプリケーション」が空欄の場合は、ポート番号でフローの抽出が
⾏えます。

「オプション」からチェックマークを外すと、非表⽰になっていたIPアドレス、もしくはプロトコル
が再度表⽰されます。
選択されていたフローのプロトコルやサーバを「オプション」で非表⽰にすると、フローの選択は解
除されます。

6-2-4. フローの選択をクリアする

「フローの選択をクリアする」リンクをクリックすると、プロトコルの種類に関係なく、フローの選
択が⼀括でクリアされます。
どのフローが選択されているかは、各プロトコルを選択し、フローリストを表⽰させなくては確認で
きません。どのフローが選択されているか分からなくなった場合や、初期状態に戻してフローを選択
し直したくなった場合にご利⽤ください。



6-2-5. プロファイル設定

「プロファイル設定」リンクをクリックすると、解析中のプロファイルの設定ダイアログが表⽰され
ます。
「マージの実⾏」ボタンをクリックすると、変更した内容でマージと解析が実⾏されます。
「保存」ボタンをクリックすると、変更した内容が保存され、MFAの初期画⾯に戻ります。
「名前を付けて保存」ボタンをクリックすると、変更した新しい名前のプロファイルが作成され、
MFAの初期画⾯に戻ります。
「キャンセル」ボタンをクリックすると、元のフロービュー画⾯に戻ります。

6-2-6. ラダービューを開く

「ラダービューを開く」にチェックマークを⼊れると、フローリストでフォーカスされたフロー(上図
オレンジ部)の、単体でのラダー図(ラダービュー)が表⽰されます。

ラダービュー・タブの右隣にある統計タブをクリックすると、同様に単体での統計情報が表⽰されま
す。
ラダービューと統計タブの詳細は 6-3-1. ラダービューと6-3-2. 統計タブを参照してください。



6-3. MFAビュー

MFAビューでは、フロービューで指定したフローが１枚のラダー図に表⽰されます。

複数のセグメント間で通信されるフローや、複数のフローが１枚のラダー図で確認できます。

MFAビューのフローリストにはラダー図に表⽰されているフローが⼀覧で表⽰されています。
フローリストの下の「フロービューに戻る」ボタンをクリックすると、そのMFAビューを作成した時
に選択されていたフローが選ばれた状態のフロービューに戻ります。
直接フロービュー・タブをクリックすると、最後に設定されていた状態のフロービューが表⽰されま
す。
MFAビューは複数作成可能で、最⼤8個まで作成できます。
MFAビュー・タブの×をクリックすると、そのMFAビュー・タブは削除されます。

6-3-1. ラダービュー

ラダービュー・タブにはラダー図が表⽰されます。

TCP Out-Of-Orderなどのパケットエラーが確認された通信は⽮印が⾊付きで表⽰されます。エラー



の発⽣しているパケットの個数と番号は、統計タブで確認できます。

ラダー図の左から２列目には、１つ前のパケットをキャプチャしてからのデルタ(差分)時間が表⽰さ
れています。
遅延が確認された場合、構成メニューのMFAで指定した値に合わせて、デルタ時間の左側に「エラー
■」「警告■」「注意■」の⾊が表⽰されます。

デルタ時間以外の相対時間や絶対時間を表⽰させることも可能です。
ラダー図の左側、No.欄に表⽰されている をクリックしてください。表⽰可能な項目のリストが表
⽰されますので、表⽰させたい項目を選んでください。
表⽰可能な項目は以下の通りです。

No.

データソース・ファイル内で選択されたセグメントの全パケットを、時間
の昇順で並べた場合の通し番号です。
時刻同期が⾏われている場合は、調整後の時刻で並べられた通し番号にな
ります。

相対時間
対象フローまたは選択されたフローの初めのパケットがキャプチャされて
からの経過時間を表⽰します。

デルタ時間
１つ前のパケットがキャプチャされてからの時間の差分です。
構成メニューのMFAで指定したデルタ時間を超えた場合、指定に合わせて
「エラー■」「警告■」「注意■」の⾊が表⽰されます。

絶対時間
そのパケットがキャプチャされた時刻を表⽰します。
時刻同期が⾏われている場合は、調整後の時刻が表⽰されます。

⻑さ そのパケットのバイト数です。

6-3-1-1. 遅延が確認されたラダーに移動する

デルタ時間を指定して、それ以上の遅延が確認されたラダーを検索することができます。
ラダー図の左上の「デルタ時間＞＝」欄(下図⾚枠)に検索したい遅延時間を⼊⼒してください。

「デルタ時間」欄の右側に表⽰されているドロップダウン・ボックスで、検索を実施する⽅向を指定
できます。
「次へ」を指定して「移動」ボタンをクリックすると、指定したデルタ時間以上の遅延が確認された
次のラダーに表⽰が移動します。
「前へ」を指定して「移動」ボタンをクリックすると、指定したデルタ時間以上の遅延が確認された
前のラダーに表⽰が移動します。



6-3-1-2. ラダーのダウンロード

表⽰されているラダー図の内容を、テキストファイルでダウンロードすることができます。
ラダーのテキストファイルをダウンロードしたい場合は、「ラダーのダウンロード」ボタンをクリッ
クしてください。
以下のようなテキストファイルを外部ストレージに保存することができます。

6-3-1-3. トレースの保存

ラダー図に表⽰されているフローをまとめて１つのトレースファイルに保存することが可能です。
トレースファイルへの保存を⾏う場合は、「トレースの保存」ボタンをクリックしてください。
以下の「トレースの保存」ダイアログが表⽰されます。

「トレースの保存」ボタンをクリックすると、ラダー図に表⽰されているフローがトレースファイル
へ保存されます。

「現在のフィルタを適⽤する」からチェックマークを外すと、フローリストで選択したフローを抽出
するためのフィルタが解除されます。トレースファイルに保存されるのはプロファイルで選択し、
マージを実⾏したデータです。具体的には、プロファイルで指定されたデータソースの、選択された
セグメント内のデータですが、時刻同期調整された状態で、保存フィルタが適⽤されている場合には
その保存フィルタで抽出されたパケットのみがトレースファイルに保存されます。

「詳細設定」にチェックマークを⼊れると、「保存先フォルダ」の項目が表⽰され、ディフォルトの
保存先であるビルトイン・フォルダ以外をトレースファイルの保存先に指定できます。



分割ファイルでの保存は⾏えません。

6-3-2. 統計タブ

統計タブにはセグメントごとの統計値が記載されたフロー・テーブルと、「エキスパート情報」が表
⽰されます。

フロー・テーブルに表⽰される項目は以下の通りです。

セグメント セグメント名です。

クライアント クライアントのIPアドレスです。

サーバ サーバのIPアドレスです。

プロトコル 最上位の通信プロトコルです。

パケット 各セグメントでやりとりされているパケットの総数です。

バイト 各セグメントでやりとりされているパケットの総バイト数です。

パケットロス

そのセグメントで消失したパケットの数です。
同⼀のフローの、他のセグメントでのパケット数と⽐較して計算されま
す。
(フロービューで表⽰される、フロー単独でのフロー・リストではこの項目
は表⽰されません。)

リトライ そのセグメント間で確認されたTCPリトライ回数です。

Out of order TCP Out-of-Orderが確認されたパケット数です。



開始時刻
そのフロー関連するパケットの中で、⼀番古いもののタイムスタンプにな
ります。
時刻同期が⾏われている場合は、調整後の時刻が表⽰されます。

最終更新時刻
そのフロー関連するパケットの中で、⼀番新しいもののタイムスタンプに
なります。
時刻同期が⾏われている場合は、調整後の時刻が表⽰されます。

フロー・テーブルの下には以下のような「エキスパート情報」が表⽰されます。

「エキスパート情報」にはTCP Out-Of-Orderなどのエラーが確認されたパケットがリストアップさ
れています。表⽰される項目は以下の通りです。

重要度

確認されたエラーはその重要度によって「エラー■」「警告■」「注意■」
に分類されます。
「重要度」のノード をクリックすると、その警告に含まれるパケットの情報
が個別に表⽰されます。
パケットを個別に表⽰した際には、この欄にはトレースファイル内のパケッ
トを時間の昇順に並べた場合の通し番号が表⽰されます。

セグメント
パケット情報が個別に表⽰された際には、そのパケットがあるセグメント名
が表⽰されます。

サマリ
パケット情報が個別に表⽰された際には、確認されたエラーの概要が表⽰さ
れます。

分類 確認されたエラーの種類です。

プロトコル エラーが確認された通信プロトコルです。

個数 その「重要度」のエラーが確認されたパケットの個数です。

6-3-3. MFAデコード

ラダー図で⽮印の部分をクリックするとデコード・タブが追加され、MFAビューに表⽰中のフローの
デコード結果が表⽰されます。



MFAビューに表⽰中のフローがデコードされ、それらのフローに含まれる全パケットが「パケット⼀
覧(上図①)」に表⽰されます。
「パケット⼀覧」でパケットを選択すると、そのパケットのヘッダ情報が「パケット詳細(上図②)」
に、その下の「パケットデータ(上図③)」にパケットの中⾝が表⽰されます。

表⽰されたパケットの中から、検索機能を使って目的のパケットを探したり、 フィルタ機能を使って
必要なパケットだけを表⽰させたりすることが可能です。
また、画⾯右上の「エキスパート情報の表⽰」にチェックを⼊れると、「エキスパート情報」が表⽰
され、 Out-of-Orderなどのパケットエラー情報を確認できます。
表⽰される項目と機能の詳細は3-3-7. デコードを参照してください。



7. APM/NPM解析

APM/NPM解析では、通信データ量や応答時間などの各種指標(KPI)を送信先や送信元、またはアプリ
ケーションプロトコル別に表⽰させることができます。
送信先/送信元別やプロトコル別にKPIを表⽰させることで、極端にトラフィック量の多い通信や、応
答の遅延が発⽣している箇所など、問題が発⽣している箇所を探し出していくことができます。

APM解析では応答時間、NPM解析では通信データ量が確認できます。
機能や確認可能なデータの詳細は本章の以下の各節を、解析⼿順はAPM/NPMの解析⼿順をご参照く
ださい。

7-1. APM解析
１つの通信の受信側(クライアント)と送信側(サーバ)間の応答の各段階で要している時間を詳
細に確認し、遅延や不具合の発⽣している問題個所を特定することができます。

7-2. NPM解析
各通信のデータ量を送信側と受信側で個別に表⽰することで、ネットワークの状態を確認す
ることができます。

7-3. 解析結果の絞り込みとデータの抽出
検索を実⾏すると、検索条件の「項目」(サイトやプロトコルなど)で抽出・分類したデータ
で、指定したKPIの値がTopNに⼊ったものが検索結果として表⽰されます。
得られた結果を元に検索する時間範囲を絞り込み、その部分を切り出してトレースファイル
として保存したり、抽出されたフローのKPIをCSVファイルとしてダウンロードすることが
できます。

KPI(Key Performance Indicator)についての詳細はA-2. KPI を参照してください。

・APM/NPM解析の解析⼿順

解析したいキャプチャレコードを選択した上で、画⾯左側の検索ペイン(下図①)で検索条件を指定し



てください。「検索」ボタンをクリックすると、右側のワークスペース画⾯(下図②)に検索結果が表
⽰されます。

APM/NPM解析を実⾏する⼿順は以下の通りです。

1) 解析するキャプチャレコードを選択
エージェント画⾯のレコード・タブで、解析したいキャプチャレコードの APM/NPM解析ボタ
ン   をクリックしてください。

2) 解析⽅法の選択
検索ペイン(上図①)でAPM解析とNPM解析、どちらの解析を⾏うかを指定します。
遅延の発⽣を確認したい場合はAPM解析タブを、各通信のデータ量を確認したい場合はNPM解
析タブを選んでクリックしてください。

3) 検索条件の指定と検索の実⾏

検索ペイン(上図①)で検索条件※を指定後、「検索」ボタンをクリックしてください。

4) 解析結果の絞り込み
検索を実⾏すると、検索条件の「項目」(サイトやプロトコルなど)で抽出・分類したデータ
で、指定したKPIの値が上位N個(TopN)に⼊ったフローが検索結果として表⽰されます。
解析結果として得れた結果を元に、検索する時間範囲を絞り込んだり、再検索を⾏うことが可
能です。

5) 解析結果の書き出し
異常が疑われる部分を特定したら、その部分を切り出してトレースファイルとして保存するこ
とができます。得られた統計値をCSVファイルでダウンロードすることも可能です。

※検索条件として指定できるのは、構成メニューのサイトや サーバグループで登録した送信先や送信
元、 プロトコルで登録したプロトコルのポート番号などです。 APM解析では各種指標(KPI)でも検索
可能です。
指定可能なこれらの検索条件の詳細については、各リンク先を参照してください。



7-1. APM解析

APM解析では１つの通信の受信側(クライアント)と送信側(サーバ)間の応答の各段階で要している時
間を詳細に確認し、遅延や不具合の発⽣している問題個所を特定することができます。

7-1-1. APM解析での検索

「項目」や「KPI」などの検索条件を指定して、「検索」ボタンをクリックしてください。

検索条件の詳細は以下の通りです。

データソース
解析するキャプチャレコードのデータソースを選択します。
選択可能な項目はSYNESISの設定により異なります。詳細はAppendix D. データ
ソースを参照してください。

項目

選択された「項目」でデータを抽出・分類します。選択可能な項目は以下の通りで
す。

サイト

「サイト」は構成メニューの サイトの項目で登録されたネット
ワーク拠点です。
IPアドレスをサブネットごとにグループ化して登録することがで
き、登録された拠点ごとの応答時間が確認できます。

サーバ
単独のサーバの応答時間が確認できます。
IPアドレスごとに分類された結果が表⽰されます。

サーバグループ

「サーバグループ」は構成メニューの サーバグループの項目で
登録された、サーバのグループです。
特定の役割を担うサーバをグループとして登録することで、その
サーバグループ全体での応答時間が確認できます。

アプリケーション
アプリケーションプロトコルのポート番号ごとでの応答時間が確
認できます。
登録は構成メニューのプロトコルの項目で⾏えます。



アプリケーション
グループ

「アプリケーショングループ」はプロトコル項目で登録された
L4プポート番号をグループ化したものです。
アプリケーションをグループ化して登録することで、そのグルー
プ全体での応答時間が確認できます。

KPI

特に確認したいKPI(指標)を指定してください。
指定された「項目」(サイトやアプリケーションなど)で抽出・分類されたデータの中
で、指定したKPIが上位N個(TopN)に⼊るフローがフローテーブルに表⽰されます。
トレンドグラフには指定したKPIのTopNの合計値が表⽰されます。
選択可能な項目は、APM解析のフローテーブルに表⽰される各種指標(KPI)です。
詳細は7-1-2. APM解析のフローテーブルを参照してください。

範囲

「項目」で「サイト」を選択すると、選択項目として「プロトコル」で登録したアプ
リケーションのリストが表⽰されます。
「項目」で「サイト」以外を選択すると、 サイトで登録したネットワーク拠点が選択
項目として表⽰されます。
ネットワーク拠点ごとの特定のアプリケーションでの応答時間や、特定のネットワー
ク拠点でのアプリケーションごとの応答時間が確認できます。

※検索を実⾏する前に、各「項目」で登録を⾏ってください。詳細は11. 構成メニューのサイト、
サーバグループ、プロトコル、 アプリケーショングループの項目を参照してください。

7-1-2. APM解析のフローテーブル

検索の結果、指定された「項目」(サイトやアプリケーションなど)で抽出・分類されたデータの中
で、 KPIが上位N個(TopN)に⼊るフローがフローテーブルに表⽰されます。

フローテーブル左上の「CSVとして保存」ボタンをクリックすると、フローテーブルに表⽰されてい
るデータをCSVファイルに保存して、ダウンロードすることができます。

フローテーブルに表⽰される情報は以下の通りです。

送信元アドレス クライアント※１のアドレスです。

送信元ポート クライアント※１のポートです。

送信先アドレス サーバ※１のアドレスです。

送信先ポート サーバ※１のポートです。

総バイト 送信元IPと送信先IPの間で送受信されるバイト数です。

総パケット 送信元IPと送信先IPの間で送受信されるパケット数です。



NRT※２ ネットワークをパケットが往復するのにかかる時間の平均値が表⽰されます。
ACKとSYNのタイムスタンプの差により計算されます。

SRT※２ サーバがクライアントリクエストに応答し、レスポンスを完了させるのに要した
時間です。ART＋NRT＋PTTで計算されます。

ART※２
サーバアプリケーションがクライアントリクエストへの応答に要した時間です。
[応答パケットのタイムスタンプ]－[リクエストパケットのタイムスタンプ]で計
算されます。

PTT※２

サーバがクライアントリクエストへのレスポンスを送るのに要した平均時間で
す。
[ACK応答のタイムスタンプ]－[サーバのレスポンスのパケットのタイムスタン
プ] で計算されます。

CRT※２ クライアントがリクエストを開始するのにかかる時間です。
ACKとクライアントリクエストのタイムスタンプの差により計算されます。

遅延
パケットがネットワークを通過するのにかかる時間の平均値が表⽰されます。
往復ではなく⽚道の通過時間であり、NRTの半分の値となります。

リトライ TCPの再送パケットのシーケンス数です。

トレース
ファイル

「トレースの保存」リンクをクリックすると、該当する通信をトレースファイル
として保存できます。
詳細は3-4-2. トレースファイルの保存を参照してください。

※１ フローにおけるサーバは次の規則によって決定されます。

1. ⼀⽅のポート番号のみがアプリケーションリストで定義されている場合、SYNESISはそのポート番
号に紐づくIPアドレスをサーバとみなします。

2. 送信元と送信先のポート番号が両⽅ともアプリケーションリストで定義されていない場合、
SYNESISは送信元と送信先のポート番号を⽐較し、⼩さい⽅をサーバとみなします。

3. 送信元と送信先のポート番号が同じである場合、SYNESISは送信元と送信先のIPアドレスを上位か
ら⽐較し、⼩さい⽅をサーバとみなします。

※２ 各KPIの計算⽅法の詳細はA-2. KPI内の 応答時間のKPIを参照してください。



7-2. NPM解析

NPM解析では、各通信のバイト数やパケット数、ビットレートなどを送信側と受信側で個別に表⽰す
ることで、ネットワークの状態を確認することができます。

7-2-1. NPM解析での検索

「項目」や「KPI」などの検索条件を指定して、「検索」ボタンをクリックしてください。

検索条件の詳細は以下の通りです。

データソース
解析するキャプチャレコードのデータソースを選択します。
選択可能な項目はSYNESISの設定により異なります。詳細はAppendix D. データ
ソースを参照してください。

項目

選択された「項目」でデータを抽出・分類します。選択可能な項目は以下の通りで
す。

サイト

「サイト」は構成メニューの サイトの項目で登録されたネット
ワーク拠点です。 IPアドレスをサブネットごとにグループ化し
て登録することができ、登録された拠点ごとのデータ量が確認で
きます。

サーバ
単独のサーバのデータ量が確認できます。
IPアドレスごとに分類された結果が表⽰されます。

サーバグループ

「サーバグループ」は構成メニューの サーバグループの項目で
登録された、サーバのグループです。
特定の役割を担うサーバをグループとして登録することで、その
サーバグループ全体でのデータ量が確認できます。

アプリケーション
アプリケーションプロトコルのポート番号ごとでのデータ量が確
認できます。
登録は構成メニューのプロトコルの項目で⾏えます。

アプリケーション
グループ

「アプリケーショングループ」はプロトコルの項目で登録された
L4ポート番号をグループ化したものです。
アプリケーションをグループ化して登録することで、そのグルー



プ全体でのデータ量が確認できます。

アプリケーション
ホスト

IPアドレスとプロトコル項目で登録されたアプリケーションプロ
トコルの組み合わせで分類します。
特定のアプリケーションでのデータ量がIPアドレスで分類されて
表⽰されます。

KPI

特に確認したいKPI(指標)を指定してください。
指定された「項目」(サイトやアプリケーションなど)で抽出・分類されたデータの中
で、指定されたKPIが上位N個(TopN)に⼊るフローがフローテーブルに表⽰されま
す。トレンドグラフには指定したKPIのTopNの合計値が表⽰されます。
選択可能な項目は、NPM解析のフローテーブルに表⽰される各種指標(KPI)です。
詳細は7-2-2. NPM解析のフローテーブルを参照してください。

※検索を実⾏する前に、各「項目」で登録を⾏ってください。詳細は11. 構成メニューのサイト、
サーバグループ、プロトコル、 アプリケーショングループの項目を参照してください。

7-2-2. NPM解析のフローテーブル

検索の結果、指定された「項目」(サイトやアプリケーションなど)で抽出・分類されたデータの中
で、指定されたKPIが上位N個(TopN)に⼊るフローがフローテーブルに表⽰されます。

フローテーブル左上の「CSVとして保存」ボタンをクリックすると、フローテーブルに表⽰されてい
るデータをCSVファイルに保存して、ダウンロードすることができます。

フローテーブルに表⽰される情報は以下の通りです。

ホスト１アドレス クライアントのアドレスです。

ホスト１ポート クライアントのポートです。

ホスト２アドレス サーバのアドレスです。

ホスト２ポート サーバのポートです。

総バイト／
受信バイト／
送信バイト

ホスト１とホスト２の間で送受信されるバイト数です。

総パケット／
受信パケット／
送信パケット

ホスト１とホスト２の間で送受信されるパケット数です。

双⽅向ビットレート
／受信ビットレート
／送信ビットレート

[受信バイト＋送信バイト]/サンプル時間[Kbit/sec]で計算される値です。
ビットレートは1分間ごとに計算されます。



双⽅向バースト
 ビットレート／
受信バースト
 ビットレート／
送信バースト
 ビットレート

時間周期中の最⼤ビットレートです。
例えば周期が10分の場合は、1分ごとのビットレート値が10個存在します
が、その中で最⼤のものをバーストビットレートとします。

表⽰
「表⽰」リンクをクリックすると、そのフロー単体のトレンドグラフが表⽰
されます。

トレースファイル
「トレースの保存」リンクをクリックすると、該当する通信をトレースファ
イルとして保存できます。
詳細は3-4-2. トレースファイルの保存を参照してください。

「ホスト1」「ホスト2」間のパケットフローの⽅向は、「項目」の選択によって異なります。
「項目」で「サイト」が選択された場合、「受信」はホスト2からホスト1の向きを指し、それ以外の
場合はホスト2からホスト1への向きを指します。



7-3. 解析結果の絞り込みとデータの抽出

検索を実⾏すると、検索条件の「項目」(サイトやプロトコルなど)でデータが抽出・分類され、指定
したKPIの値が上位N個(TopN)に⼊ったフローが抽出されます。
抽出された結果はトレンドグラフ(下図①)とフローテーブル(下図②)に表⽰されます。

トレンドグラフ(上図①)には全チャネルのKPIの合計値が、フローテーブル(上図②)には各KPIがフ
ロー単位で表⽰されます。
トレンドグラフの線上にカーソルを合わせると、その時点でのトラフィック情報が表⽰されます。

7-3-1. 時刻による範囲指定

時間範囲を指定して解析データの閲覧・検索を⾏うことが可能です。
トレンドグラフ上部の「開始時間/終了時間」をクリックすると、以下の「期間」ダイアログが表⽰さ
れます。



ダイアログボックス左側のリストから、表⽰する時間の範囲を選択できます。デフォルトでは30分、
1時間、8時間から選択できます。「カスタム」を選択して、表⽰する範囲をカレンダーで指定するこ
ともできます。

7-3-2. 指定範囲の拡⼤表⽰

トレンドグラフで拡⼤表⽰したい時間範囲をマウスドラッグで指定してください(下図③)。

「拡⼤」ボタン(上図④)をクリックすると、指定した時間範囲が拡⼤表⽰されます。
選択した時間範囲で拡⼤表⽰されると、フローテーブルに表⽰されるフロー情報も指定範囲の情報の
みになります。



画⾯上部中央の「元に戻す」 ボタン(上図⑤)をクリックすると直前に⾏った拡⼤処理が取り消さ
れ、「やり直す」 ボタン(上図⑥)をクリックすると、直前に⾏った「元に戻す」処理がキャンセ
ルされます。

7-3-3. トレンドグラフに表⽰(NPM解析のみ)

NPM解析時、フローテーブル各⾏の右端から２番目の欄に「表⽰」リンクが表⽰されます。
この「表⽰」リンクをクリックすると、以下のようなフロー単体でのトレンドグラフが表⽰されま
す。

どのKPIのトレンドグラフを表⽰させるかは、画⾯右上のリストボックスから選択できます。
「閉じる」ボタンをクリックすると、元の操作画⾯に戻ります。

7-3-4. トレースファイルの保存

フローテーブル各⾏の右端には「トレースの保存」リンクが表⽰されます。
この「トレースの保存」リンクをクリックすると、以下の「トレースの保存」ダイアログが表⽰さ



れ、関連するトラフィックをトレースファイルに保存することができます。

ディフォルトで適⽤されている「保存フィルタ」は、そのフローを抽出するためのフィルタです。
「保存フィルタ」のチェックを外すと、選択したフロー以外の、「期間」内の全パケットがトレース
ファイルに保存されます。
詳細は3-4-2. トレースの保存を参照してください。

7-3-5. フローテーブルをCSVファイルとして保存

フローテーブルの左上に表⽰される「CSVとして保存」ボタン(上図⑦)をクリックすると、フロー
テーブルに表⽰されているフロー情報をカンマ区切り(CSV)ファイルで保存することができます。
CSVファイルに含まれる項目はそれぞれ7-1-2. APM解析のフローテーブルと 7-2-2. NPM解析でのフ
ローテーブルを参照してください。



8. マイクロバースト

マイクロバースト解析画⾯では、瞬間的にトラフィックが集中するマイクロバースト（バーストトラ
フィック）の発⽣状況を確認することができます。

エージェント・ペインで解析したいキャプチャレコード(上図①)を選んでクリックしてください。
マイクロバースト発⽣を検知したアラート情報が、画⾯右側(上図②〜④)に表⽰されます。

マイクロバーストの発⽣は他のアラートと同様、リアルタイムに検知させることができますが、キャ
プチャ後のレコードを再解析してマイクロバーストの発⽣状況を確認することも可能です。

本章の主な項目は以下の通りです。

8-1. マイクロバーストのアラートグラフとテーブル
ワークスペース画⾯には、マイクロバースト発⽣を検知した結果がアラート情報として表⽰
されます。
⼀番上にマイクロバーストのアラートグラフ(上図②)、中央にアラートテーブル(上図③)、そ
の下にチャネルごとの回線使⽤率のグラフ(上図④)が表⽰されます。
詳細は8-1. マイクロバーストのアラートグラフとテーブルを参照してください。

8-2. 回線使⽤率の設定と時間範囲の選択
キャプチャ済みのデータを再解析してマイクロバースト発⽣を検知することができます。
再解析を⾏う場合は、再解析⽤の閾値と時間範囲を指定してください。
キャプチャしながらリアルタイムにマイクロバーストの発⽣を検知することも可能です。詳
細はマイクロバーストのリアルタイム検知を参照してください。
閾値の定義については、以下のマイクロバーストの検知とアラート発⽣の閾値を参照してく
ださい。



マイクロバーストの検知とアラート発⽣の閾
しきい

値

マイクロバーストを検知するには、まずマイクロバーストの発⽣の判断基準となる「使⽤率」と「持
続時間」が必要です。トラフィックの使⽤率が指定した「使⽤率」を超え、その状態が指定した「持
続時間」を超えて続いた場合に、マイクロバーストが発⽣したと判断されます。

例えば使⽤率の閾値を80％、持続時間の閾値を１msと指定した場合は、１ms以上、トラフィックの
使⽤率が80％を越え続けた時に、マイクロバーストが発⽣したと判断され、アラートが出ます。下図
のように使⽤率が閾値を超えていても、持続時間が閾値より短い場合は、マイクロバーストが発⽣し
たとは判断されず、アラートも発⾏されません。

実際の解析過程では、キャプチャレコードを指定された「分解能」で区切って使⽤率の平均値を取
り、その使⽤率が指定した閾値を超えていないか、確認します。

「持続時間」は「分解能」と閾値を超えた区間の数(「連続発⽣数」)で計算されます。

区間の数は使⽤率の平均値が閾値を超えていた時点から使⽤率の平均値が閾値以下になるまで数えら
れます。その区間の数が「連続発⽣数」です。「持続時間」は「分解能」×「連続発⽣数」で計算さ
れ、「持続時間」の閾値も「分解能」と「連続発⽣数」で指定されます。マイクロバーストのアラー
ト閾値を設定したい場合は、「閾値の変更」リンク(上図⑤)をクリックしてください。

マイクロバーストのリアルタイム検知

リアルタイムにマイクロバーストの発⽣を検出させたい場合は、キャプチャ開始前に閾値を設定した
上で、⾃動解析を有効にしてください。⼿順は以下の通りです。

1) 構成メニューのマイクロバーストで閾値を設定する。

2) キャプチャオプションの共通タブで、「キャプチャ中の⾃動解析」にチェックを⼊れ、⾃動解析を
有効にする。

3) 解析モジュールのリストに「マイクロバースト」を追加する。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。



また、解析結果を更新したい場合はキーボードの「F5」キーを押してください。終了時刻が更新さ
れ、最新の解析結果が表⽰されます。



8-1. マイクロバーストのアラートグラフとテーブル

マイクロバースト解析画⾯には⼀番上にマイクロバーストのアラートグラフ(下図①)、中央にマイク
ロバーストのアラートテーブル(下図②)が表⽰されます。
画⾯の下部には、チャネルごとの使⽤率のグラフが表⽰されます。

アラートグラフは横軸を時間とし、縦軸にアラート発⽣回数を表したヒストグラムです。横軸の時間
範囲を等間隔に区切り、各区間内に何回アラートが発⽣したかを⽰しています。

アラートテーブルには使⽤率の⼤きい順にトップ500のアラートが表⽰されています。
アラートテーブルに表⽰される情報は以下の通りです。

時刻 マイクロバーストの発⽣が検知された時刻です。

チャネル マイクロバーストが検知されたチャネルです。

閾値(％)

検知基準として参照された、アラート閾値の回線使⽤率(％)です。
閾値の持続時間を超えて、この使⽤率(％)以上のトラフィックがあった
ためにマイクロバースト発⽣と検知されました。実際に検知されたマイ
クロバーストの最⼤使⽤率(％)ではありません。

持続時間

検知基準として参照された、アラート閾値の持続時間です。
閾値の使⽤率(％)を、この持続時間だけ超えたトラフィックがあったた
めにマイクロバースト発⽣が検知されました。実際に検知されたマイク
ロバーストの持続時間ではありません。

最⼤使⽤率(％) そのマイクロバーストの中で検知された最⼤の使⽤率(％)です。

トレースの保存
「トレースの保存」リンクをクリックすると、マイクロバーストが検知
され、アラートが発⽣した期間のデータをトレースファイルとして保存
できます。詳細は3-4-2. トレースの保存を参照してください。



8-2. 回線使⽤率の設定と時間範囲の選択

マイクロバースト・ワークスペース画⾯の上部には、回線使⽤率や時間範囲などを設定するメニュー
やアイコンが表⽰されています。

それぞれの機能は以下の通りです。

開始時刻
/終了時刻

選択されたキャプチャレコードの開始時刻と終了時刻です。
時間範囲を選択して拡⼤表⽰した場合は、表⽰範囲の時刻になります。
リアルタイム解析を⾏っている場合は、最新の更新時刻が終了時間になります。
表⽰を更新したい場合は、キーボードの「F5」キーを押してください。

拡⼤ キャプチャレコードの期間の⼀部を選択し、拡⼤表⽰させることができます。
詳細は次項8-2-1. 選択範囲の拡⼤表⽰を参照してください。

元に戻す
やり直す

「元に戻す」 アイコンをクリックすると、直前に⾏った拡⼤処理が取り消さ
れます。「やり直す」 アイコンをクリックすると、直前に⾏った「元に戻
す」処理がキャンセルされます。

閾値の変更
マイクロバースト検知のために必要な回線使⽤率、連続発⽣数、分解能の設定を
変更して、新しい設定でマイクロバースト解析を実⾏します。
詳細は8-2-2. 閾値の変更を参照してください。

リセット
変更した回線使⽤率や分解能などの設定がデフォルトに戻ります。
デフォルト値は⾃動解析時に適⽤される閾値で、構成メニューの マイクロバー
ストの項目で設定された値です。

全て
/各チャネル

グラフやテーブルにどのチャネルのデータを表⽰するかを選択できます。
チェックマークの⼊ったチャネルのデータのみが表⽰されます。

8-2-1. 選択範囲の拡⼤表⽰

アラートグラフでデータを確認しながら、時間範囲を指定して拡⼤表⽰させることが可能です。



アラートグラフで、拡⼤表⽰したい部分をマウスドラッグで指定してください(上図①）。
画⾯上部中央の「拡⼤」 アイコン(上図②)をクリックすると、選択した時間範囲が拡⼤表⽰され
ます。このとき、チャネルごとの使⽤率のグラフも同様に拡⼤表⽰され、アラートグラフのテーブル
も選択された時間範囲のデータのみになります。

確認したい時間範囲を選んで拡⼤表⽰していくと、等間隔に区切られたアラートグラフの１区間の時
間は短くなります。集計する時間が短くなるため、アラートの発⽣回数の合計値は変わります。
「元に戻す」 アイコン(上図③)をクリックすると、直前に⾏った拡⼤処理が取り消され、「やり
直す」 アイコン(上図④)をクリックすると、直前に⾏った「元に戻す」処理がキャンセルされま
す。



8-2-2. 閾値の変更

キャプチャ済みのキャプチャデータを再解析して、マイクロバーストの発⽣状況を確認することがで
きます。
再解析を⾏う場合は、画⾯上部の「閾値の変更」と表⽰されたリンク部分をクリックしてください。
以下の「再解析」設定画⾯が表⽰されます。

各項目を設定して、「適⽤」ボタンをクリックすると、設定した新しい閾値で再解析が実⾏されま
す。⼀度に再解析できる時間は最⼤120分で、アラート閾値は最⼤２件指定できます。

設定項目の詳細は下記の通りです。

⻑さ 選択されたキャプチャレコードの「開始時刻」から、解析を⾏う期間を１分
刻みで指定します。１分から最⼤120分まで指定できます。

使⽤率

閾値となる回線使⽤率を1以上100以下のパーセンテージで⼊⼒します。
ここで指定した回線使⽤率を超えるトラフィックが指定した「持続時間」
(「分解能」×「連続発⽣数」)以上続いた場合に、マイクロバースト発⽣とし
て検知されます。

連続発⽣数
マイクロバースト発⽣の判断基準とする「持続時間」を「連続発⽣数」で指
定します。閾値となる「持続時間」は「分解能」×「連続発⽣数」です。
１以上70000以下の数字を⼊⼒してください。

分解能
どれだけ細かくキャプチャレコードを区切って使⽤率を確認するか、その細
かさ(区切られた１区間の⻑さ)を指定します。閾値１・閾値2で共通です。
デフォルトは1000usで、1000usまたは100usに設定できます。



9. パケットリプレイヤー

パケットリプレイヤーはトレースファイルやキャプチャレコードのトラフィックを再⽣して、実環境
にパケットを送信する機能です。ご使⽤には「パケットリプレイヤーオプション」が必要です。

再⽣を実⾏する際にはまず、再⽣したいトラフィックのファイルと再⽣時の設定を指定するプロファ
イルを作成してください。
作成したプロファイルを選択し、再⽣を実⾏すると、そのプロファイルでソースファイルとして指定
されたトレースファイルやキャプチャレコード内のパケットを、指定されたチャンネルから接続され
ているテスト⽤の実環境へと送信します。

プロファイルでは再⽣スピードやパケットの抽出・置換を指定することができ、元のトラフィックに
変化を加えて再⽣できます。
また、ソースファイルとして複数のトレースファイルを指定することが可能で、チャネルごとに再⽣
するトレースファイルを指定できます。
なお、キャプチャレコードをソースファイルとする場合は、１つのキャプチャレコードしか指定でき
ません。

パケット再⽣を実⾏するまでの流れは以下の通りです。

1) プロファイルの作成・編集
再⽣するトレースファイルや再⽣時の設定を指定したプロファイルを作成します。
トラフィックのソースとして、キャプチャレコードを選択することも可能です。
作成したプロファイルは画⾯左のプロファイル・ペイン(上図①)に追加されます。
詳細は9-1. プロファイルの作成を参照してください。

2) 再⽣時のパラメータ設定
プロファイル中の設定でフィルタやパケットの置換条件などを指定し、ソースファイルのトラ
フィックに変化を加えて再⽣することが可能です。
詳細は9-2. プロファイルの設定を参照してください。

3) 再⽣(リプレイ)の開始



プロファイルを選択して「リプレイの開始」ボタンをクリックしてください。トラフィックの
再⽣が開始されます。ツールバー上のリプレイ ボタンをクリックすると、直前に再⽣されて
いたプロファイルが⾃動的に選択され、再⽣を開始します。
詳細は9-3. プロファイルの再⽣を確認してください。

4) 再⽣(リプレイ)状況の確認
再⽣状況はオーバービュー画⾯で確認できます。詳細は9-4. オーバービュー画⾯を確認してく
ださい。

操作⼿順や設定項目の詳細は、それぞれのリンク先を参照してください。



9-1. プロファイルの作成

ソースファイルとなるトレースファイル、またはキャプチャレコードを選択して、トラフィック再⽣
⽤のプロファイルを作成します。
１つのプロファイル中でチャネルごとにソースファイルを指定でき、フィルタリングやデータの置
換、再⽣スピードなどを指定して、変更を加えた上でトラフィックを再⽣することが可能です。

トレースファイルをソースファイルとしたい場合は9-1-1. トレースファイルの追加を、キャプチャレ
コードをソースファイルとしたい場合は9-1-2. キャプチャレコードの追加を、プロファイルの設定項
目と設定⽅法の詳細は9-2. プロファイルの設定を参照してください。

なお、１つのプロファイルの中では、トレースファイルとキャプチャレコードの両⽅をソースファイ
ルとして指定することはできません。キャプチャレコードからトレースファイルを作成し、トレース
ファイルに統⼀してソースファイルの指定を⾏ってください。

9-1-1. トレースファイルの追加

トレースファイルをソースファイルとして、プロファイルを作成することが可能です。
ご使⽤のSYNESISで作成したトレースファイルはもちろん、外部から読み込んだトレースファイルを
利⽤することが可能です。
利⽤可能なトレースファイルは「pcap」「pcap(nano)」「pcapng」の３種類です。
トレースファイルを元にプロファイルを作成したい場合は、画⾯左上の「追加」アイコン をクリッ
クして、ドロップダウンリストから「トレースファイル」を選択してください。

以下の「トレースファイル」ダイアログが表⽰されます。



送信ポートとするチャネルにチェックを⼊れ、「ファイルの追加」ボタン(上図①)をクリックしてく
ださい。選択可能なトレースファイルが保存場所別に表⽰されます(下図)。



タブの種類や外部からの読み込み⼿順は3-3-4. トレースファイル・タブを参照してください。
ソースとするトレースファイルの「選択する」リンクをクリックしてください。



トレースファイルリストの下にあるソースファイルリストに、選択したトレースファイルが追加さ
れ、「選択する」の表⽰が「選択中」に変わります。追加したソースファイルを削除したい場合は、
削除したいソースファイルの「削除」リンクをクリックしてください。
ソースファイルは複数指定可能で、最⼤で20個※まで指定できます。
ソースファイルの指定が完了したら、トレースファイルの下の⻩⾊い「キャンセル」ボタンをクリッ
クしてください。トレースファイルリストが閉じられ、ダイアログ上の表⽰が消えます。

※分割ファイルは１つのソースファイルにつき10個まで。また、⼦ファイルもそれぞれ１個のファイ
ルとして計上されます。



ソースファイルリストの下には、フィルタやデータ置換などの指定が⾏える各種設定項目が表⽰され
ています。詳細は9-2. プロファイルの設定を参照してください。

ダイアログの⼀番下には「追加」ボタンが表⽰されています。
この「追加」ボタンをクリックすると、新しく別のチャネル⽤のソースファイルが指定できる項目が
表⽰されます。



ソースファイルの指定⽅法は同じです。「ファイルの追加」ボタンをクリックして、表⽰されたト
レースファイルリストから、ソースファイルに指定したいものを選んで「選択する」リンクをクリッ
クしてください。

チャネルとソースファイルの指定が完了したら、「適⽤」ボタンをクリックしてください。作成した
プロファイルが保存され、プロファイル・ペインに追加されます。
再⽣時にフィルタをかけたり、特定のパケットを別のパケットに置き換えたり、元のキャプチャした
ものとは変化させたトラフィックを再⽣したい場合は、ダイアログ画⾯の「パケットフィルタ」な
ど、各種設定項目をご利⽤ください。
設定項目と設定⽅法の詳細は9-2. プロファイルの設定を参照してください。

9-1-2. キャプチャレコードの追加

キャプチャレコードをソースファイルとして、プロファイルを作成することが可能です。
選択可能なキャプチャレコードは、そのSYNESIS⾃⾝がキャプチャしたものに限定されます。
キャプチャレコードを元にプロファイルを作成したい場合は、画⾯左上の「追加」アイコン をク
リックして、ドロップダウンリストから「キャプチャレコード」を選択してください。

以下の「キャプチャレコード」ダイアログが表⽰されます。



画⾯左上、最上段の「追加」ボタン(上図①)をクリックしてください。
ダイアログ画⾯の中央に、選択可能なキャプチャレコードが表⽰されます(下図②)。



ソースとするキャプチャレコードの「選択する」リンクをクリックしてください。選択したキャプ
チャレコードがソースリストに追加されます。

１つのプロファイルで、ソースファイルに指定できるキャプチャレコードは１レコードのみです。
１つのキャプチャレコードを選択した後で別のキャプチャレコードの「選択する」リンクをクリック
すると、「置換えますか？」と確認のメッセージが表⽰されます。「はい」ボタンをクリックすると
ソースファイルが変更されます。

「開始時刻」と「終了時刻」のあたりをクリックすると期間ダイアログが表⽰され、どの時間範囲の
トラフィックを再⽣するかを指定できます。



ソースファイルを指定して「適⽤」ボタンをクリックすると、作成したプロファイルが保存され、プ
ロファイル・ペインに追加されます。
再⽣時にフィルタをかけたり、特定のパケットを別のパケットに置き換えたり、変化させたい場合
は、ダイアログ画⾯の「パケットフィルタ」など、各種設定項目をご利⽤ください。
設定項目と設定⽅法の詳細は9-2. プロファイルの設定を参照してください。



9-2. プロファイルの設定

再⽣スピードを変更したり、パケットフィルタやデータ置換を設定したり、下のトラフィックに変更
を加えて再⽣することができます。
プロファイル・ペインで再⽣パラメータを設定したいプロファイルを選択したら、「プロファイルの
設定」ボタン(下図①)をクリックしてください。

下図のようなプロファイルの設定ダイアログが表⽰されます。

設定項目は以下の通りです。



チャネルごとにソースファイルとなるトレースファイルを指定している場合は、チャネルごとに設定
が⾏えます。

プロファイル名 プロファイルの名前です。

エージェント名 再⽣を実⾏するエージェントの名前です。

チャネル

アダプタ 送信ポートを持つアダプタ(キャプチャカード)を指定します。

送信ポート 再⽣したパケットを外部に送信するポート(チャネル)を指定します。

チャネル設定 クリックすると「チャネル設定」ダイアログが表⽰され、チャネルご
との使⽤率の基準値を変更できます。

ソース
ファイル
リスト

トレース
ファイル

ソースファイルとして指定したトレースファイルを変更できます。
指定できるトレースファイルは最⼤で20個です。
(分割ファイルは１つのソースファイルにつき10個まで。また、⼦
ファイルもそれぞれ１個のファイルとして計上されます。)
詳細は9-1-1. トレースファイルの追加を参照してください。

キャプチャ
レコード

ソースファイルとして指定したキャプチャレコードを変更できます。
選択できるキャプチャレコードは１レコードのみです。
詳細は9-1-2. キャプチャレコードの追加を参照してください。

パケットフィルタ

ソフトウェアフィルタを適⽤し、特定のパケットを抽出、もしくは削
除してトラフィックを再⽣します。
フィルタの種類と設定⽅法は置換フィルタと共通です。
詳細は9-2-1.パケットフィルタと置換フィルタを参照してください。

スト
リーム

元のスピード キャプチャ時と同じ回線スピードで再⽣します。送信されるパケット
同⼠の間隔は、キャプチャ時と同じになるよう調整されます。

ワイヤーレート ワイヤーレートで再⽣します。

再⽣回数
繰り返し 停⽌するまで繰り返し再⽣します。

回数 何度、繰り返して再⽣するかを数値で指定します。

FCS

元のFCS※ FCSの正誤に関わらず、パケットをそのまま再⽣します。

再計算 FCSの有無に関わらず、パケットの最後の4byteをFCSとして再計算
し、再⽣します。

追加する FCSの有無に関わらず、全てのパケットに新しくFCSを追加して再⽣
します。

チェック
サム

元のまま チェックサムの正誤に関わらず、そのまま再⽣します。

再計算※ チェックサムを再計算して再⽣します。

パケット内容を置換える

チェックマークを付けると置換アイテムリストで指定したデータの置
換が実⾏されます。
「置換フィルタ」を指定すると、フィルタリングされたパケットに対
してのみデータの置換を実⾏します。



置換フィルタ

データの置換を実⾏するパケットを抽出するフィルタです。「フィル
タなし」の場合、すべてのパケットに対してデータの置換を実⾏しま
す。
フィルタの種類と設定⽅法はパケットフィルタと共通です。
詳細は9-2-1.パケットフィルタと置換フィルタを参照してください。

置換アイテムリスト

「このMACアドレスをこのMACアドレスに置き換える」等、具体的
な置き換えの内容を定義します。
リストの上から順に置き換えが実⾏されます。置換アイテムの並び順
は各アイテムの右端に表⽰されている「↑」と「↓」で変更できま
す。
詳細は9-2-2. 置換アイテムの種類と設定⽅法を参照してください。

※Ｖ4.5では選択できません。

9-2-1. パケットフィルタと置換フィルタ

「パケットフィルタ」は再⽣するパケットを抽出（もしくは削除）するためのフィルタです。
「パケットフィルタ」を適⽤すると、そのフィルタを通過したパケットのみが再⽣されます。

「置換フィルタ」は書換えを⾏うパケットを抽出するフィルタです。
「置換フィルタ」を適⽤すると、抽出されたパケットに対してのみ置換アイテムでの指定に従って
データの書き換えを実⾏します。「フィルタなし」の場合は、すぺてのパケットに対してデータを書
換えを実⾏します。

２つのフィルタが適⽤される目的は異なりますが、共に構成メニューの 保存フィルタで登録・管理さ
れるソフトウェアフィルタを使⽤します。

フィルタを適⽤する場合はパケットフィルタ（または置換フィルタ）のテキストボックスの▼をク
リックしてください。登録済みの保存フィルタのリスト(下図②)と保存フィルタ追加・編集⽤のメ
ニュー(下図③)が表⽰されます。

表⽰されたフィルタリスト(上図②)の中から使⽤するフィルタを選択してください。
使⽤したいフィルタがない場合は、「新規フィルタの作成」を選択して新しいフィルタを作成する
か、「既存フィルタの編集」を選択して登録済みの保存フィルタを変更してください。
選択した保存フィルタを取り消したい場合は「フィルタなし」を選択してください。

既存フィルタの編集



「既存フィルタの編集」を選択すると、登録済みの保存フィルタの⼀覧が表⽰されます。

編集したい保存フィルタの「名前」のリンクをクリックしください。
保存フィルタ編集画⾯が表⽰され、その保存フィルタを編集できるようになります。
「新規」ボタンをクリックすると、新しい保存フィルタを登録できます。

編集後、適⽤させたい保存フィルタにチェックを付け、「適⽤」ボタンをクリックしてください。
選択した保存フィルタがパケットフィルタ、もしくは置換フィルタに適⽤されます。
保存フィルタの種類と設定⽅法は11-1-2. 保存フィルタの種類と設定を参照してください。

新規フィルタの作成

「新規フィルタの作成」を選択すると、新規フィルタ登録画⾯が表⽰されます。
新規保存フィルタ登録画⾯が表⽰され、新しい保存フィルタを登録することができます。
保存フィルタの設定を⾏い「保存」ボタンをクリックすると、設定したフィルタが登録され、パケッ
トフィルタ、もしくは置換フィルタに適⽤されます。

保存フィルタの種類と設定⽅法は11-1-2. 保存フィルタの種類と設定を参照してください。

9-2-2. 置換アイテムの種類と設定⽅法

「パケット内容を置き換える」にチェックマークを⼊れると(下図④)、「置換フィルタ」選択⽤のド
ロップダウン・リストボックス(下図⑤)と、置換アイテムリスト(下図⑥)が表⽰されます。



個々の置換アイテムで「どの項目をどう書き換えるのか」具体的な「置換前」と「置換後」の⽂字列
などを指定し、パケット内の「置換前」の部分があれば「置換後」に書き換えます。
置換フィルタを指定した場合は、置換フィルタで抽出されたパケットに対してのみ、書き換えを実⾏
します。置換フィルタの指定⽅法は前項目9-2-1. パケットフィルタと置換フィルタを参照してくださ
い。
「フィルタなし」が設定されている場合は、すべてのパケットに対し置換を実⾏します。

置換アイテムとして、以下の５種類のデータ置換が指定可能です。

MACアドレス
特定のMACアドレスを特定のMACアドレスに置換します。
送信元MACアドレスと送信先のMACアドレスを個別に指定できます。

VLAN 特定のVLANを特定のVLANに置換します。

フロー 特定のIPアドレスとTCP/UDPポートのペアを、特定のIPアドレスとTCP
/UDPポートのペアに置換します。送信元と送信先で個別に指定できます。

ToS/Diffserv 特定のToS/Diffservを特定のToS/Diffservに置換します。

パターン

特定の16進数のパターンを特定の16進数のパターンに置換します。
もしくは特定のASCII⽂字列を特定ASCII⽂字列に置換します。
置き換えを⾏う部分はパケットのスタートを "0" とし、16進数、もしくは
10進数で指定されたオフセット値で指定されます。

置換アイテムが複数設定されている場合は、リストの上から順に置換が実⾏されます。
各置換アイテムの右端に表⽰されている「↑」と「↓」でアイテムの並び順を変更できます。
実際の指定⽅法は、それぞれのリンク先を参照してください。
なお、「パケットの内容を置換える」のチェックボックスの上に表⽰されている「チェックサム」の
項目で「再計算」を選択しておくと、置換後のIPヘッダ、TCPヘッダ、UDPヘッダのチェックサムが
⾃動的に再計算されます。



9-2-2-1. MACアドレス

置換前のMACアドレスと置換後のMACアドレスを設定してください。
送信元のMACアドレスと送信先のMACアドレスを個別に指定することができます。

設定項目の詳細は以下の通りです。

MACアドレス

送信元と送信先のMACアドレスを⼊⼒してください。
6バイトの16進数(HEX)を1バイトずつコロン(:)で区切った形で⼊⼒してくだ
さい。
空欄の場合は全てのMACアドレスが対象になります。

⽅向
どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「<-->」、「-->」、「<--」、から選択してください。

9-2-2-2. VLAN

置換前のVLAN IDと置換後のVLAN IDを設定してください。



VLAN IDを 0以上4095以下の数値で指定してください。

9-2-2-3. フロー

置換前と置換後のTCP/UDPポート番号とIPアドレスをペアで指定してください。
送信元と送信先のポート番号とIPアドレスを個別に登録することが出来ます。
10進数のIPv4アドレス、もしくは16進数のIPv6アドレスでIPアドレスを指定してください。



設定項目は以下の通りです。

IPアドレス
送信元/送信先となるIPアドレスを10進数のIPv4アドレス、もしくは16進
数のIPv6アドレスで指定します。
空欄の場合は全てのIPアドレスが対象となります。

⽅向
どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「-->」、「<--」、「<-->」から選択してください。

ポート
送信元/送信先となるTCP/UDPポートの番号を 0 以上 65535 以下の数値で
⼊⼒してください。
空欄の場合は全てのポート番号が対象になります。

9-2-2-4. ToS/Diffserv

16進数(HEX)の値で置換前のToS/Diffservと置換後のToS/Diffservを指定してください。



設定できる値は00からFFです。

9-2-2-5. パターン

置換する⽂字列の位置とそのパターンを16進数(HEX)、もしくはASCII⽂字列で指定してください。

設定項目は以下の通りです。



オフセット
パケットのスタートを "0" とし、置換する⽂字列の位置(ビット列)を指定し
ます。
⼊⼒形式は「16進数」か「10進数」を選択してください。

パターン形式
パターン⽂字列の表⽰形式を指定します。
選択可能な項目は「ASCII」もしくは「16進数」です 。

マスク
「マスク」のパターン⽂字列を16進数(HEX)で指定します。
「パターン形式」が「16進数」の時のみ有効になります。
「マスク」を2進数表⽰した際に "0" となる桁は "no care" です。

⼀致するパターン 置換対象とするパターン⽂字列を指定します。

セットするパターン 「⼀致するパターン」に置き換えるパターン⽂字列を指定します。

「マスク」と「パターン」の指定⽅法

パターン形式で「16進数」を選択すると、「マスク」で置換を実⾏するビットを指定できるようにな
ります。
実際には、2進数表⽰で「マスク」のパターン⽂字列が "1" になっている桁のビットが確認され、それ
らが全て「⼀致するパターン」と⼀致する⽂字列が置換対象として抽出されます。
抽出された⽂字列は、「マスク」が "1" になっている桁のビットが「セットするパターン」に書き換
えられます。

以下に具体的な指定例を挙げましたので、ご参照ください。

例１：特定の⽂字列を書き換える

特定の⽂字列を特定の⽂字列に書き換えたい場合は、「マスク」のビットを全て "1" にした上で、
「⼀致するパターン(置換前)」と「セットするパターン(置換後)」を指定してください。
例えば「87」を「9F」に書き換える場合の指定は以下の通りです。

マスク  ＦＦ  １１１１ １１１１

⼀致するパターン  ８７  １０００ ０１１１

セットするパターン  ９Ｆ  １００１ １１１１

例２：末尾の１ビットを強制的に"1"に書き換える

2進数表⽰で末尾の１ビットだけを強制的に "1" に書き換えたい場合に必要な指定は
 ①「マスク」のパターン⽂字列を、末尾だけが "1" になっている "０１" にする
 ②「⼀致するパターン」として、末尾が "0" になっている⽂字列を指定する
 ③「セットするパターン」で、末尾がが "1" になっている⽂字列を指定する
具体的には、以下のように指定します。



希望機種：SYU-10G-XX(現⾏製品はEPのみですが、客先はReplay機能がmustです) よって、    
 現在の製品では、SYU-20G-HPP2になると思います。

マスク  ０１  ００００ ０００１

⼀致するパターン  ００  ００００ ００００

セットするパターン  ０１  ００００ ０００１

「マスク」を2進数表⽰した際に "0" となる桁は "no care" です。
ここではわかりやすく、「⼀致するパターン」と「セットするパターン」の末尾以外の無関係なビッ
トは"0"にしていますが、実際には "0" と "1" のどちらが⼊っていても構いません。

実際にこの書き換えが実⾏された場合、書き換えられるのは末尾の "0" のみです。

元のパターン  Ａ４  １０１０ ０１００

置換されたパターン  Ａ５  １０１０ ０１０１



9-3. プロファイルの再⽣

作成したプロファイルからトラフィックの再⽣を実⾏します。
プロファイル・ペインに表⽰されているプロファイルの中から、再⽣したいものを選択し、クリック
してください。以下のプロファイル・ワークスペース画⾯が表⽰されます。

「リプレイの開始」ボタン(上図①)をクリックすると、選択したプロファイルが再⽣されます。
ツールバー上のリプレイ ボタン(上図②)をクリックすると、"前回再⽣されたプロファイル" また
は "直前に「適⽤」されたプロファイル" が再⽣されます。
詳細は9-3-1. リプレイの開始・停⽌を参照してください。

ワークスペース画⾯の左上にはプロファイル情報のテーブル(上図③)が表⽰されます。
プロファイル情報のテーブルの下に表⽰されるのは「使⽤率」「ビットレート」「パケット」「バイ
ト」、この４つの指標についてのテーブル(上図④)と、ダッシュボード(上図⑤)です。
パケットサイズ分布の棒グラフ(上図⑥)がその右側に、パケット分布のテーブル(上図⑦)が画⾯下部
に表⽰されます。

・プロファイルの情報

ワークスペースの左上にはプロファイルの情報のテーブル(上図③)が表⽰されます。

こちらで再⽣スピードなどを確認し、必要があれば再⽣を停⽌してプロファイルの設定を編集してく



ださい。「プロファイルの設定」ボタンをクリックすると、プロファイル設定編集⽤のダイアログが
表⽰され、プロファイルの設定を変更できます。
指定⽅法の詳細は9-2. プロファイルの設定を参照してください。

確認できる情報は以下の通りです。情報はチャネルごとに表⽰されます。

プロファイル名 プロファイルの名前です。

エージェント名 エージェントの名前です。

チャネル トラフィックを再⽣して送信するポートです。

トラフィック
タイプ

ソースファイルの種類です。トレースファイルかキャプチャレコードにな
ります。

再⽣回数
設定されている再⽣回数です。「繰り返し」の場合は停⽌するまで再⽣を
続けます。

ストリーム トラフィックの再⽣スピードです。
「元のスピード」か「ワイヤーレート」になります。

FCS

送信時FCSを再計算するかを指定します。選択項目は以下の３種類です。
「元のFCS」：FCSを再計算せず、そのまま送信します。
「再計算」 ：FCSを再計算して、元々あったFCSに置換します。
「追加する」：再計算したFCSをパケット末尾に追加します。

チェックサム

送信時チェックサムを再計算するかを指定します。選択項目は以下の２種
類です。
「元のまま」：チェックサムを再計算せず、そのまま送信します。
「再計算」 ：チェックサムを再計算して、元のチェックサムに置換しま
す。

パケットフィルタ 設定されているパケットフィルタのフィルタ名です。

コンテンツ データ置換アイテムの有無を表⽰します。データの置換が設定されている
場合は「置換あり」、ない場合は「置換なし」と表⽰されます。

開始時刻 再⽣開始時刻です。

終了時刻 再⽣終了時刻です。再⽣中、⼀時停⽌中は「--」になります。

持続時間 再⽣を開始してから終了までの累計時間です。

状態 再⽣中は「リプレイ中」、⼀時停⽌すると「⼀時停⽌中」、停⽌すると
「停⽌中」と表⽰されます。

9-3-1. リプレイの開始・停⽌

トラフィックの再⽣を開始する場合は「リプレイの開始」ボタン(図①)をクリックしてください。



以下の「確認」ダイアログが表⽰されます。

「はい」をクリックすると再⽣が開始され、プロファイル・ペインの表⽰が に変わります。

再⽣を終了したい場合は、「リプレイの終了」ボタン(上図③)か、ツールバー上の「リプレイ」
ボタン(上図④)をクリックしてください。

なお、ツールバー上の「リプレイ」 ボタン(図②)をクリックすると、 "前回再⽣されたプロファイ
ル" または "直前に「適⽤」されたプロファイル" が再⽣されます。

9-3-2. リプレイの⼀時停⽌

「⼀時停⽌」ボタン(図⑤)やツールバー上の「リプレイ」 ボタン(図⑥)をクリックすると、再⽣が
⼀時停⽌状態となります。
「リプレイの開始」ボタンや「リプレイ」 ボタン(図②)をクリックすると、⼀時停⽌状態が解除
され、停まっていた部分からトラフィックの再⽣が開始されます。



9-4. オーバービュー画⾯

プロファイルの再⽣中、プロファイル・ペインの「プロファイル」ノード(下図①)をクリックする
と、全てのプロファイルのステータスが確認できるオーバービュー画⾯が表⽰されます。

画⾯には再⽣中のプロファイルのダッシュボード(下図)が表⽰されます。

(Detail)ボタン(上図②)をクリックすると、オーバービュー画⾯からボタンをクリックしたプロ
ファイルのワークスペース画⾯に移動します。

(Flip)ボタン(上図③)をクリックすると、ダッシュボード表⽰が下図の指標テーブルの表⽰に切り
替わります。



もう⼀度 (Flip)ボタンをクリックすると、指標テーブルがダッシュボード表⽰に戻ります。
―(Size-Min)ボタン(図④)をクリックすると、ダッシュボードの表⽰が折り畳まれます。

□(Size-Max)ボタン(図⑤)をクリックすると、元の表⽰に戻ります。



10. AA(Advanced Application)解析

AA(Advanced Application) 解析は、アプリケーションサーバに関連した問題箇所を特定するための
トラブルシューティングツールです。複雑に絡み合った⼤量のアプリケーションサーバ群を図に表す
ことで、各間の通信量やその依存関係をわかりやすく⽰し、問題箇所の発⾒を助けます。
なお、AA解析機能はプレビュー版でのご提供となっております。また、Firefoxのみのサポートで、
「Internet Explorer 11」はサポートされません。

表⽰される図はサーバ間の依存関係を表すトポロジーマップ(上図) やフロー図、各経路のトラフィッ
ク量を表すサンキー図などです。
トレースファイル・タブで解析したいトレースファイルを選択し、「AA解析を実⾏」リンクをクリッ
クするだけで、AA解析が実⾏され、これらの図を参照することができます。

また、応答時間が遅いなど、問題がある箇所は⾚や橙などで表⽰され、図のノードや経路にマウスを
当てるだけで、そのポイントの各KPIが確認できます。

利⽤可能な図の種類は以下の通りです。どの図を表⽰させるかは画⾯右上のメニューとタブで指定で
きます。

アプリケーション
解析 依存するサービス

左端を発端とし、右側に流れていくサービス連鎖図を表
⽰します。
指定した連鎖図のみを選択して、個別に表⽰させること
が出来ます。



トポロジ―マップ
通信しているサーバ同⼠を⽮印で繋いで、円形のトポロ
ジー図で表⽰します。各サーバを表す●(ノード)の⼤き
さがトラフィック量を表しています。

ネットワーク
解析

フロー解析
各サーバから各アプリケーションサービスへのトラ
フィック量をサンキー図※で表⽰します。

ネットワーク
カンバセーション

トラフィック量の多い上位100組のサーバのトラフィッ
ク量を表⽰します。
⽤意されている図表は以下の3種類です。
  Top-N コード図、Top-N サンキー図、データ表

ネットワーク
テーブル

全てのサーバの各KPIを⼀覧表で表⽰します。

※サンキー(Sankey)図は流量の変化が線の太さの変化で⽰されたフロー図です。
ネットワークの経路とトラフィック量の変化を１つの図で統合的に確認できます。

・ヘルススコア

通信状態の健全性が「ヘルススコア」として数値で表され、解析対象のトラフィックが1時間以上あ
る場合、最初の１時間でARTやNRTの平均値を測定し、それ以降その値を閾値（ベースライン）とし
ます。⼤幅な応答遅延など異常が確認されたポイントは[Critial]と判断され、ノードが⾚で表⽰され
ます。
ヘルススコアの判定基準は以下の通りです。

■ 緑 Normal 84-100 5％以下

■ ⻩ Minor 51-83 5％〜10％(5％を含まない)

■ 橙 Major 18-50 10％〜20％(10％を含まない)

■ ⾚ Critical 0-17 20％を上回る

ヘルススコアはアプリケーション解析ではアプリケーションサーバの応答時間(ART)で、 ネットワー
ク解析ではネットワーク往復遅延時間(NRT)とリトライイベントで判定されます。
解析対象のトラフィックが1時間以上ある場合、最初の１時間でARTやNRTの平均値を測定し、それ
以降その値を閾値（ベースライン）とします。
詳細はそれぞれの章を参照してください。

・AA解析の解析⼿順

AA解析を実⾏したい場合は、トレースファイル・タブで解析したいトレースファイルを選択し、
「AA解析を実⾏」リンクをクリックしてください。



「AA解析を実⾏」リンクをクリックすると解析が開始されますので、そのまましばらく待ってくださ
い。表⽰が「AA解析結果を表⽰」に変わります。
表⽰が変わりましたら「AA解析結果を表⽰」リンクをクリックしてください。AA解析結果が表⽰さ
れます。
なお、分割されたトレースファイルはサポートしておりません。



10-1. アプリケーション解析 (Dependency Mapping)

AA解析画⾯の左上のリストボックスで「アプリケーション解析」を選択すると、アプリケーション間
の相関関係が枝葉状のサービス相関図(下図)と、円状のトポロジーマップで表⽰されます。

どちらの図でも各アプリケーションサーバは●(ノード)で表され、互いに通信しているサーバのノー
ドが⽮印(→)で繋げられています。
ノードの⼤きさがそのサーバの通信量を、ノードの⾊が通信状態(ヘルススコア)を表します。
相関関係が視覚的に確認できるので、孤⽴しているサーバが⼀⾒してわかります。
画⾯上部のタイムレンジで、解析結果の表⽰範囲を指定することができます。

図上の各ノードや経路上にマウスをドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表⽰されます。
確認できる項目は以下の通りです。

サービス
そのノードがサーバとして提供しているサービ
スです。

ヘルス
通信状態の健全性を数値で表すヘルススコアで
す。
ARTの値で判定されます。

ARTの閾値は200ミリ秒で
す。 ARTが200ミリ秒以下
なら [Normal]と判定され、
緑で表⽰されます。

ART

クライアントの要求に対する、アプリケーショ
ンサーバの応答時間(Application Response
Time)です。
クライアントの要求パケット(サーバ宛のペイ
ロードが０でないパケット)から、その要求に対
するサーバの応答パケット(クライアント宛のペ
イロードが０でないパケット)までの時間を測定



します。
ミリ秒(ms)で表⽰されます。

トランザクション
/m

クライアントからサーバ宛のペイロードが０で
ないパケットと、サーバからのペイロードが０
でない応答パケットの組を１つのトランザク
ションとしてカウントします。
合計トランザクション数を経過分で割って算出
します。

トラフィック/秒
１秒間に送受信されたバイト数です。
ホストが送受信したバイト数を[経過分x60]で
割って算出します。

パケット/秒
１秒間に送受信されたパケット数です。
ホストが送受信したパケット数を[経過分x60]で
割って算出します。

※学習結果で得た閾値が基準値に上書きされます。

KPIの表の下の「パケットを表⽰する」をクリックすると、該当するパケットをデコードした結果が
表⽰されます。

10-1-1. 依存するサービス

「アプリケーション解析」画⾯で「依存するサービス」のタブをクリックすると、アプリケーション
間の相関関係が枝葉状に表⽰されるサービス相関図が表⽰されます。

サービス相関図の右上に表⽰されている「Select」ボタンをクリックすると、トレースファイル中に
含まれる全てのサービスが表⽰されます。
確認したいサービスにチェックマークを付け、「フィルタ」ボタンをクリックしてください。選択し



たサービスのみのサービス相関図が表⽰されます。

図上の各ノードや経路上にマウスをドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表⽰されます。
ノードをクリックすると、KPIの表の下に「依存するサービスに追加する」というメニューが表⽰さ
れ、そのメニューをクリックするとそのノードを抽出したサービス相関図が新しく作成されます。

10-1-2. トポロジ―マップ

「アプリケーション解析」画⾯で「トポロジ―マップ」のタブをクリックすると、アプリケーション
間の相関関係が円状に表⽰されるトポロジ―マップが表⽰されます。

トポロジ―マップ画⾯の右上に表⽰されている「+」ボタンをクリックすると、ノード間の距離が広
げられ、トポロジーマップが拡⼤表⽰されます。「-」ボタンをクリックすると、ノード間の距離が縮
められ、トポロジーマップが縮⼩されます。
「すべての名前を表⽰する」が「オフ」の場合、トラフィック量の多い上位30ノードまでのIPアドレ
スとサービスが表⽰されます。「オン」にすると、最⼤で上位500ノードまでの情報が表⽰されま
す。

図上の各ノードや経路上にマウスをドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表⽰されます。
ノードをクリックすると、KPIの表の下に「依存するサービスに追加する」と「そのノードでフィル
タする」というメニューが追加で表⽰されます。
「依存するサービスに追加する」をクリックすると、「依存するサービス」タブにそのノードを抽出
したサービス相関図が新しく作成されます。
「そのノードでフィルタする」をクリックすると、そのノードを抽出したトポロジーマップが新しく
作成されます。



10-2. ネットワーク解析

AA解析画⾯の左上のリストボックスで「ネットワーク解析」を選択すると、サーバー間同⼠のトラ
フィック量や、各ホストから各サービスへのトラフィック量が各種フロー図で表⽰されます。

トラフィック量はサーバ間を繋ぐ線の太さで表されます。
ネットワーク解析画⾯で確認できる図表の種類は以下の通りです。

フロー解析 各ホストから各サービスへのトラフィック量がフロー図で
表⽰されます。

ネットワーク
カンバセーション

Top-N コード図
トラフィック量の多い上位100組のサーバ間のトラフィッ
ク量を、円状のコード図で表⽰します。

Top-N サンキー図
トラフィック量の多い上位100組のサーバ間のトラフィッ
ク量を、サンキー図で表⽰します。

データ表 通信量の多いサーバから順に、通信相⼿のサーバとのトラ
フィック量などのKPIを表形式で表⽰します。

ネットワークテーブル 各サーバの各KPIを⼀覧表で表⽰します。

フロー図上の各サーバ(ホスト)や経路上にマウスをドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表
⽰されます。
確認できる項目は以下の通りです。



クラシファイア ホストがサーバーおよびクライアントとして送
受信するアプリケーションです。

ヘルス NRTおよびリトライの値で判定します。

NRTの閾値のデフォルトは
50ミリ秒です。機器のNRT
が50ミリ秒以下なら
[Normal]と判定され、緑で
表⽰されます。

NRT

TCP通信でのクライアントとサーバ間のネット
ワーク往復遅延時間(Network Round-trip
Time)です。ミリ秒(ms)で表⽰されます。
TCPフローの以下の２つの時間を計測し、平均
値として表⽰します。
1. TCP 3ウェイハンドシェイクで、クライアン
 トが送信したSYNパケットからサーバが送信
 したACKパケットまでの時間を測定
2. サーバーが送信したペイロード 0 のTCP
 パケットからクライアントが送信したACK
 パケットまでの時間

リトライ

リトライイベントの発⽣回数です。
１分ごとにリトライイベントが発⽣したかどう
かを確認し、発⽣した場合は１とカウントしま
す。
３回連続したTCPパケットの再送が３秒間以上
継続した場合、リトライイベントの発⽣と判断
されます。

ゼロウィンドウ TCPウィンドウサイズが0のパケット数です。

リセット TCPリセットフラグが1のパケット数です。

合計バイト/
トータルトラ
フィック

ホストが送受信したパケットの合計バイト数で
す。

トラフィック/秒
１秒間に送受信されたバイト数です。
ホストが送受信したバイト数を[経過分x60]で
割って算出します。

パケット/秒
１秒間に送受信されたパケット数です。
ホストが送受信したパケット数を[経過分x60]で
割って算出します。

※学習結果で得た閾値が基準値に上書きされます。

KPIの表の下の「パケットを表⽰する」をクリックすると、該当するパケットをデコードした結果が
表⽰されます。

リトライ、ゼロウィンドウ、リセットでは "２／０" のような表⽰になりますが、これは "受信／送
信" を表しています。



10-2-1. フロー解析

「ネットワーク解析」画⾯で「フロー解析」のタブをクリックすると、各ホストから各サービスへの
トラフィック量がフロー図で表⽰されます。

図上の各ホストやサービスをマウスでドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表⽰されます。
ホストをクリックすると、KPIの表の下に「依存するサービスに追加する」と「フィルタ」メニュー
が追加で表⽰されます。「依存するサービスに追加する」をクリックするとそのノードを抽出した
サービス相関図が新しく作成されます。
「フィルタ」をクリックすると、そのホストとの通信のみを抽出したフロー解析図が作成されます。

10-2-2. ネットワークカンバセーション

「ネットワーク解析」画⾯で「ネットワークカンバセーション」のタブをクリックすると、トラ
フィック量の多い上位100組のサーバー間のトラフィック量が各種フロー図で表⽰されます。
確認したい図表のタブをクリックしてください。

10-2-2-1. Top-N コード図

トラフィック量の多い上位100組のサーバ間のトラフィック量を、円状のコード図で表⽰します。



図上の各ホストやサービスをマウスでドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表⽰されます。

10-2-2-2. Top-N サンキー図

トラフィック量の多い上位100組のサーバ間のトラフィック量を、サンキー図で表⽰します。



図上の各ホストやサービスをマウスでドラッグすると、そのポイントでのKPIの表が表⽰されます。

10-2-2-3. データ

通信量の多いサーバから順に、通信相⼿のサーバとのトラフィック量などのKPIが表形式で表⽰され
ます。



10-2-3. ネットワークテーブル

「ネットワーク解析」画⾯で「ネットワークテーブル」のタブをクリックすると、各サーバの各KPI
の⼀覧表が表⽰されます。

⼀覧表で確認できる項目は以下の通りです。



ホスト そのホストのIPアドレスです。

ヘルス
通信状態の健全性を数値で表すヘルススコアです。
NRTおよびリトライの値で判定されます。

ART

クライアントの要求に対する、アプリケーションサーバの応答時間
(Application Response Time)です。
クライアントの要求パケット(サーバ宛のペイロードが０でないパケット)
から、その要求に対するサーバの応答パケット(クライアント宛のペイ
ロードが０でないパケット)までの時間を測定します。
ミリ秒(ms)で表⽰されます。

RTT

クライアントが要求を出してから、サーバからの応答が得られるまでの
往復遅延時間(Round Trip Time)です。
全てのサーバ間とのTCP通信で発⽣する遅延時間の平均値で、ミリ秒
(ms)で表⽰されます。

リトライ

リトライイベントの発⽣回数です。
１分ごとにリトライイベントが発⽣したかどうかを確認し、発⽣した場
合は１とカウントします。
３回連続したTCPパケットの再送が３秒間以上継続した場合、リトライイ
ベントの発⽣と判断されます。

トラフィック/秒 １秒間に送受信されたバイト数です。
ホストが送受信したバイト数を[経過分x60]で割って算出します。

パケット/秒
１秒間に送受信されたパケット数です。
ホストが送受信したパケット数を[経過分x60]で割って算出します。



11. 構成

ツールバー上の構成ボタン をクリックすると、画⾯左に「構成」内の設定メニューがツリー形式で
表⽰されます。
利⽤したい構成メニューをクリックすると、その設定項目のページに移動します。

利⽤可能な構成メニューの種類と機能は以下の通りです。

トレース
の保存

保存フィルタ キャプチャ後のパケットに適⽤されるフィルタ設定の登録・管
理が⾏えます。

トレースファイルの
サイズ

キャプチャレコードをトレースファイルとして保存する際の
ファイルサイズの上限を指定します。

アラートと
通知

アラート アラートの発⽣条件の登録・管理が⾏えます。

通知設定
アラート発⽣時または周期レポート作成時など、通知が設定さ
れているものが⼀覧で確認できます。

通知グループ アラート発⽣時または周期レポート⽣成時の通知先として指定
する通知グループの登録・管理が⾏えます。

通知先 通知グループに登録できる連絡先の登録・管理が⾏えます。

アプリ
ケーション

解析
解析を実⾏する項目と、 解析データの⾃動削除の設定が⾏えま
す。

MFA
マルチフロー解析で警告表⽰させるデルタ時間や、ラダー表⽰
数の上限値などを指定します。



アドレス帳 IPアドレスに名前をつけて登録・管理することができます。
登録されたIPアドレスは登録した名前に置換して表⽰されます。

サイト
送信元IPアドレスをサブネットでグループ化し、名前をつけて登
録・管理することができます。
登録されたサイトは登録した名前に置換して表⽰されます。

サーバグループ

送信先IPアドレス(サーバグループ)に名前をつけて登録・管理す
ることができます。
登録されたサーバグループは登録した名前に置換して表⽰され
ます。

プロトコル アプリケーションプロトコルのポート番号に名前をつけて登
録・管理します。

アプリケーション
グループ

登録したL4プロトコル(ポート番号)をグループ化して管理しま
す。

マイクロバースト マイクロバースト発⽣検知のための閾値を設定します。

システム

時刻同期 時刻同期を取るNTPサーバの登録・管理が⾏えます。

ユーザ SYNESISにアクセスできるユーザの登録・管理が⾏えます。

外部認証 外部認証先を登録し、有効にすることができます。

SYNESISについて
ご使⽤のSYNESISのモデル名やチャネル位置などをご確認いた
だけます。

管理
ツール

設定のバックアッ
プ・リストア

SYNESISのバックアップファイルを作成できます。
初期化後に、作成したバックアップファイルから設定を復元さ
せることも可能です。

SYNESISの初期化 SYNESISを初期化します。

各設定項目の詳細は、上記の各リンク先を参照してください。



11-1. 保存フィルタ

「保存フィルタ」はキャプチャ後のパケットの抽出に適⽤できるフィルタです。
キャプチャデータからトレースファイルに保存するパケットの抽出や、デコード時のパケットの抽出
にご利⽤いただけます。
なお、フラグメントされたパケットは保存の対象外となりますのでご注意ください。

構成メニューの「保存フィルタ」では登録済みの「保存フィルタ」が⼀覧で表⽰され、保存フィルタ
の「名前」と種類や設定値が記された「説明」が確認できます。

新しく保存フィルタを登録したい場合は、画⾯左上の「新規」ボタンをクリックしてください。
下図の保存フィルタ登録画⾯が表⽰され、新しく保存フィルタを登録することができます。

「なし」と書かれた「フィルタ項目」欄の編集 アイコンをクリックすると、下図のフィルタ項目画



⾯が表⽰され、フィルタの種類や適⽤範囲など、個別のフィルタ条件を設定・登録できます。

設定可能なフィルタの種類は11-1-2. 保存フィルタの種類と設定をご参照ください。

登録済みの保存フィルタを変更したい場合は、⼀覧表の「名前」のリンク部分をクリックしてくださ
い。新規登録時と同様に登録画⾯が表⽰され、登録内容を編集できるようになります。
詳細は次項 保存フィルタの編集を参照してください。

なお、キャプチャ時に適⽤されるキャプチャフィルタについては 3-3-1-2. キャプチャオプションや
Appendix B. キャプチャフィルタの種類と設定を参照してください。

保存フィルタの編集

登録済みの保存フィルタの登録内容を変更したい場合は、フィルタの「名前」欄のリンク部分をク
リックしてください。下図の保存フィルタ登録画⾯が表⽰されます。



フィルタ条件を変更したい場合は、フィルタ条件が記載されている「フィルタ項目」欄右上の編集
アイコンをクリックしてください。「フィルタ項目」画⾯が表⽰されて、フィルタの種類や適⽤範囲
を編集できるようになります。
登録内容を変更した上で、「保存」ボタンをクリックすると、変更内容が保存されます。
選択可能なフィルタの種類は、11-1-2. 保存フィルタの種類と設定をご参照ください。

フィルタ条件を追加し、複数のフィルタ条件を組み合わせて複雑なフィルタ条件を設定することも可
能です。詳細は保存フィルタの詳細設定をご参照ください。

保存フィルタの削除

登録済みの保存フィルタを削除したい場合は、削除したいフィルタの左端のチェックボックスに
チェックを⼊れた上で、画⾯左上の「削除」ボタンをクリックしてください。選択した保存フィルタ
が削除されます。
登録済みの保存フィルタをまとめて削除したい場合は、⼀番上のチェックボックスにチェックを⼊れ
て、「削除」ボタンをクリックしてください。
保存フィルタリスト上にある登録済みの保存フィルタがまとめて削除されます。



11-1-1. 保存フィルタの新規登録

保存フィルタを新規作成する場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。下図の保存フィルタ
登録画⾯が表⽰されます。

「名前」欄に登録するフィルタの名前を⼊⼒してください。
「なし」とあるのはフィルタ項目の欄です。フィルタの種類や適⽤範囲を指定した個別のフィルタ条
件を「フィルタ項目」として指定します。
設定可能なフィルタの種類と設定⽅法は11-1-2. 保存フィルタの種類と設定を参照してください。

「モード」でフィルタ項目を単独で登録するか、複数のフィルタ項目を組み合わせて登録するかを選
択できます。
初期状態では「通常」が選択されており、単独のフィルタ条件での登録となります。
「詳細設定」を選択すると、複数のフィルタ項目を組み合わせることでより複雑なフィルタリングが
⾏えるようになります。詳細は以下の保存フィルタの詳細設定を参照してください。

保存フィルタの詳細設定

詳細設定では複数のフィルタ項目を定義して、それらを関係論理演算⼦の「AND」,「OR」,「NOT」
で組み合わせることにより、より複雑なフィルタリングを⾏えます。



条件の否定は「NOT」のチェックボックスで設定します。
「NOT」にチェックを⼊れると、定義されたフィルタ条件に当てはまらないものに対してのフィルタ
となります。

横⽅向に並べた条件がANDで結合され、縦⽅向に並べた条件がORで結合されます。既存フィルタの
右側または下にある「＋フィルタ項目の追加」をクリックすると、フィルタ項目が新たに1つ追加さ
れます。



11-1-2. 保存フィルタの種類と設定

保存フィルタの種類や適⽤範囲を指定するためには、保存フィルタ新規登録時や 編集時に表⽰される
保存フィルタ登録画⾯で、フィルタ項目欄の (編集)アイコンをクリックしてください。
下図の「フィルタ項目」ダイアログが表⽰されます。

必要な設定を⾏った上で「適⽤」ボタンをクリックすると、設定したフィルタ条件が「フィルタ項
目」として保存され、フィルタ項目欄に追加されます。
保存フィルタとして設定可能なフィルタの種類は以下の通りです。

チャネル 受信チャネルでフィルタリングします。

エラー
エラーが含まれるパケットをフィルタリングします。対象となるエラーは
CRC,フラグメント,ジャバー,オーバーサイズ,ラントの５種類です。

パケットサイズ パケットサイズの範囲でフィルタリングします。

MACアドレス 送信元/送信先のMACアドレスでフィルタリングします。

VLAN 特定のVLAN IDでフィルタリングします。

L2イーサタイプ L2イーサタイプでフィルタリングします。

L3プロトコル L3プロトコルでフィルタリングします。

フロー IPアドレスとポート番号の組み合わせでフローを指定してフィルタリングし
ます。



TCPフラグ TCPヘッダ内に特定のフラグが含まれるパケットをフィルタリングします。

TCPウィンドウ
サイズ

TCPヘッダのウィンドウサイズでフィルタリングします。

アプリケーション 特定のアプリケーションのパケットをフィルタリングします。

パターン パケット中に特定のパターンを含むものをフィルタリングします。

VoIP VoIP通信の中で、UDP上のSIP/RTPパケットを、設定された発番号と着番
号でフィルタリングします。

詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。

11-1-2-1. チャネル

受信チャネルでフィルタリングします。

チェックボックスにチェックの⼊ったチャネルで受信されるパケットがフィルタリングされます。
「すべて選択」ボタンをクリックすると、すべてのチャネルにチェックが⼊った状態になります。
「選択の解除」ボタンをクリックすると、⼊っていたチェックがすべて外されます。

11-1-2-2. エラー

エラーが含まれるパケットをフィルタリングします。



対象となるエラーはCRC、フラグメント、ジャバー、オーバーサイズ、ラントの５種類です。
チェックボックスにチェックを⼊れたエラーを含むパケットがフィルタリングされます。
(なお、V4.0以前の⼀部モデル(SY*-2G-EP/SY*-2G-ER)ではエラーフィルタは適⽤できません。)



11-1-2-3. パケットサイズ

パケットサイズの範囲でフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

モード
パケットサイズの指定に使⽤する等号、または不等号を以下から選択します。
「>=」,「==」, 「<=」, 「>= かつ <=」

値 境界値をバイト単位で⼊⼒してください。



11-1-2-4. MACアドレス

送信元/送信先のMACアドレスでフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

MACアドレス

送信元と送信先のMACアドレスを⼊⼒してください。
6バイトの16進数(HEX)を1バイトずつコロン(:)で区切った形で⼊⼒してくだ
さい。
空欄の場合は全てのMACアドレスが対象になります。

⽅向 どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「<-->」、「-->」、「<--」、から選択してください。



11-1-2-5. VLAN

特定のVLAN IDでフィルタリングします。

フィルタリングしたいVLAN IDを0以上4095以下の数値で指定してください。



11-1-2-6. L2イーサタイプ

L2イーサタイプでフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

L2イーサタイプ
リスト

右側の欄(デフォルトでは空欄)にリストアップされたL2イーサタイプがフィル
タとして適⽤されます。
左側の欄にはSYNESIS内で定義済のL2イーサタイプがリストアップされてい
ます。このリストの中の適⽤したいL2イーサタイプを選んで アイコンをク
リックしてください。選んだL2イーサタイプが右側のリストに追加されます。
左側の欄にフィルタに設定したいL2イーサタイプがない場合は、構成メニュー
の プロトコルの項目でL2イーサタイプの定義を追加してください。
右側のリストから外すには、外したいL2イーサタイプを選んで アイコンを
クリックしてください。

編集 指定したいL2イーサタイプがリストにない場合は、16進数(HEX)でL2イーサ
タイプを⼊⼒してください。



11-1-2-7. L3プロトコル

L3プロトコルでフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

L3プロトコル
リスト

右側の欄(デフォルトでは空欄)にリストアップされたL3プロトコルがフィルタ
として適⽤されます。
左側の欄にはSYNESIS内で定義済のL3プロトコルがリストアップされていま
す。このリストの中の適⽤したいL3プロトコルを選んで アイコンをクリッ
クしてください。選んだL3プロトコルが右側のリストに追加されます。
左側の欄にフィルタに設定したいL3プロトコルがない場合は、構成メニューの
プロトコルの項目でL3プロトコルの定義を追加してください。
右側のリストから外すには、外したいL3プロトコルを選んで アイコンをク
リックしてください。

編集 指定したいL3プロトコルがリストにない場合は、10進数でL3プロトコルを⼊
⼒してください。



11-1-2-8. フロー

IPアドレスとポート番号の組み合わせで指定されたフローのパケットをフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

IPアドレス

送信元/送信先となるIPv4またはIPv6アドレスを数値で⼊⼒してください。
サブネットマスクは"/"を付加することで追加できます。
（192.168.1.0/24, 2001:1111:2222:3333::/64 等)
空欄の場合は全てのIPアドレスが対象になります。

⽅向 どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「<-->」、「-->」、「<--」から選択してください。

ポート

送信元/送信先となるTCP/UDPポートの番号を 1 以上 65535 以下の数値で⼊
⼒してください。
複数のポートを指定する場合は"セミコロン(;)"で区切ってポート番号を⼊⼒
し、範囲で指定する場合は間を"ダッシュ(-)"でつないでください。
空欄の場合は全てのポート番号が対象になります。

11-1-2-9. TCPフラグ

TCPヘッダ内に特定のフラグが含まれるパケットをフィルタリングします。



チェックボックスにチェックの⼊ったTCPフラグでフィルタリングされます。
指定可能な項目は「UGR」,「ACK」,「PSH」,「RST」,「SYN」,「FIN」の６種類です。
複数選択することも可能です。



11-1-2-10. TCPウィンドウ

TCPヘッダのウィンドウサイズでフィルタリングします。

フィルタリングしたいTCPウィンドウサイズを 0 以上 65535 以下の数値で⼊⼒してください。



11-1-2-11. アプリケーション

特定のアプリケーションのパケットをフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

TCP/UDP
TCPとUDP、チェックマークの⼊ったプロトコルが有効になります。
「TCP」か「UDP」のどちらか、もしくは両⽅を指定することが可能です。

アプリケーション
リスト

右側の欄(デフォルトでは空欄)にリストアップされたアプリケーションが
フィルタとして適⽤されます。
左側の欄にはSYNESIS内で定義済のL4ポート番号がリストアップされてい
ます。このリストの中の適⽤したいアプリケーションを選んで アイコンを
クリックしてください。選んだアプリケーションが右側のリストに追加され
ます。
フィルタに設定したいアプリケーションがない場合は、構成メニューの プ
ロトコルの項目でアプリケーション(L4ポート番号)の定義を追加してくださ
い。
右側のリストから外すには、外したいアプリケーションを選んで アイコン
をクリックしてください。



11-1-2-12. パターン

パケット中に特定のパターンを含むものをフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

開始場所

パターンの⼀致を判定する位置を指定するのに、パケットのどの位置を起点とするか
を選択します。選択項目は以下の3種類です。

フレームの先頭 フレームの先頭を起点とします (プリアンブル除く)。

IPヘッダ IPヘッダの先頭を起点とします。

アプリケーション
ヘッダ

アプリケーションヘッダの先頭(L4ヘッダの終端)を起点としま
す。

オフセット
タイプ

「固定」にチェックを⼊れると、パターンの⼀致を判定する位置を固定します。
無効の場合は、指定した位置以降のすべてのバイト列が対象となります。

「固定」が無効 「開始場所」と「オフセット」で指定された「以降のすべての
バイト列」でパターン⼀致を判定します。

「固定」が有効 「開始場所」と「オフセット」で指定されたバイト列のみでパ
ターンの⼀致を判定します。

オフセット

パケットの「開始場所」で指定された位置を起点として、パターンの⼀致を判定する
位置(バイト列)を指定します。 (「固定」にチェックが⼊っていない場合は、パター
ン⼀致の判定を開始する位置になります。)
形式は16進数と10進数のどちらかを右側のラジオボタンから選択できます。



パターン形式 パターン⽂字列の表⽰形式を指定します。
「ASCII」または「16進数」から選択します。

パターン フィルタリングするパターン⽂字列を「ASCII」または「16進数」で指定します。

マスク
「マスク」のパターン⽂字列を「16進数(HEX)」で指定します。
パターン形式が「16進数」の場合のみ有効です。
「マスク」を2進数で表した際に "0" の桁は "don't care" になります。

「パターン」と「マスク」の指定⽅法

「マスク」を2進数で表⽰したときに "1" になる桁のビットが「パターン」と⼀致するものがフィルタ
リングされます。「マスク」を2進数で表⽰したとき "0" の桁は "don't care" です。
以下に具体的な指定例を挙げましたので、ご参照ください。

例１：特定の⽂字列でフィルタリングする

特定の⽂字列でフィルタリングしたい場合は、「マスク」のビットを全て "1" にしてください。指定
されたオフセットの位置にある⽂字列が「パターン」と⼀致するパケットがフィルタリングされま
す。

マスク  ＦＦ  １１１１ １１１１

パターン  ８７  １０００ ０１１１

フィルタリング  ８７  １０００ ０１１１

例２：末尾のビットでフィルタリングする

末尾のビットのみでフィルタリングしたい場合は、2進数表⽰で「マスク」の末尾だけが "1" となるよ
う、「マスク」のパターン⽂字列を「０１」に指定します。

マスク  ０１  ００００ ０００１

パターン  ０１  ００００ ０００１

フィルタリング   ―  ｘｘｘｘ ｘｘｘ１

フィルタリングされるパターンは「ｘｘｘｘ ｘｘｘ１」で、 "x" の桁が "0" と "1" のどちらであっ
てもフィルタリングされます。
この例では、16進数表⽰で２⽂字目が奇数のパケットがフィルタリングされます。



11-1-2-13. VoIP

VoIP通信の中で、UDP上のSIP/RTPパケットを、設定された発信番号と着信番号でフィルタリングし
ます。

電話番号は数字のみ⼊⼒してください。設定項目の詳細は以下の通りです。

発番号
/着番号

国番号
フィルタリングしたい電話番号の国番号を⼊⼒してください。
初期値として⽇本の国番号[+81]が⼊⼒されています。

電話番号

フィルタリングしたい発番号と着番号の電話番号を⼊⼒してください。
複数の電話番号を指定したり、番号を範囲で指定することが可能です。
電話番号を範囲指定する場合は、電話番号の間を"ハイフン(-)"でつないで
ください。（例: "0352687941-0352687990"）
複数の電話番号を指定する場合は、電話番号を"セミコロン(;)"で区切ってく
ださい。（例: "0352687941;0352687990;0352688565"）
また、番号の⼀部を"*"や"?"で、任意の数字に置き換えることも可能です。
"アスタリスク(*)"は1⽂字以上の任意の数字にマッチします。番号の先頭ま
たは末尾にのみ指定することができます。（例: "090370658*", "*4253"）
"疑問符(?)"は任意の1⽂字にマッチします。（例: "09037?6586"）
空欄の場合は全ての電話番号が対象になります。



11-2. トレースファイルのサイズ

キャプチャレコードをトレースファイルとして保存するときの、トレースファイルのファイルサイズ
の上限を指定します。
トレースファイルは⾃動的にここで指定されたサイズ以下のファイルに分割されて保存されます。

上限値を変更したい場合は「編集」ボタンをクリックしてください。
「分割ファイルサイズの上限」テキストボックスが編集可能になります。

希望するファイルサイズの上限値をMB単位で⼊⼒し、「保存」ボタンをクリックしてください。
指定できるのは 1MB〜4096MB です。



11-3. アラート

アラート条件の設定・管理が⾏えます。
登録されているすべてのアラート条件の設定と、それぞれの有効/無効状態が確認できます。
キャプチャ時に有効になっているアラート条件の閾値を超えるトラフィックが検知された時に、ア
ラートが発⽣します。

構成メニューのアラート画⾯では、設定済みの全てのアラート設定が表⽰されます。有効/無効のアイ
コン ／ をクリックするとアラートの有効/無効化が切り替わります。
検出対象となるのは、有効 になっているアラートのみです。

新しいアラートを追加する場合は、各タブ（DLC, ARP, NPM, APM）で「新規」ボタンをクリック
し、必要なアラートパラメータを⼊⼒してください。



データソースには、データソースで⽰される項目に加えて“Any”が表⽰されます。 All Channel
Groupとエージェントごとのチャネルグループは表⽰されません。表⽰されるデータソースリストの
中から、アラートに使⽤するエージェントまたはチャネルグループを選択してください。
アラート設定を削除したい場合は、各アラート設定の左側のチェックボックスにチェックを⼊れてく
ださい。タブ中の全てのアラートを削除する場合はヘッダの「説明」の左側のチェックボックスに
チェックを⼊れてください。「削除」ボタンをクリックするとチェックの⼊ったアラート設定が削除
されます。



11-4. 通知設定

アラート発⽣や周期レポート⽣成、⾃動保存の失敗やリンクダウン、ドロップ発⽣など、登録済みの
イベント発⽣通知の設定が⼀覧で確認できます。
登録された通知設定の有効/無効を切り替えることも可能です。

アラートや周期レポート、 キャプチャオプションの通知設定で通知を有効にして通知グループを登録
すると、通知設定の⼀覧に設定内容が追加されます。
新規登録された外部通知はデフォルトで有効に設定されます。

外部通知をしない場合は、⼀覧画⾯で アイコンをクリックして無効に設定してください。

名前

通知設定が登録されているイベントの名前が表⽰されます。
アラート設定やレポート・プランの名前や、 キャプチャオプションの
通知設定の各項目名「Auto Backup」「Link Status」「Packet
Drop」が表⽰されます。

有効
無効状態です。そのイベントが発⽣しても通知は送信されません。

有効状態です。イベント発⽣の通知が送信されます。

通知グループ イベント発⽣時の通知先として指定されている「通知グループ」です。

通知先
指定した「通知グループ」に登録されている「通知先」がリストアップ
されています。
個々の「通知先」の名前と実際の連絡先が確認できます。

通知設定を追加・編集したい場合は、構成メニューのアラートや、 レポートメニューのレポート・プ
ラン、 キャプチャオプションから通知設定の登録・編集を⾏ってください。



11-5. 通知グループ

「通知先」で登録した個々の連絡先を「通知グループ」に登録してください。
アラート発⽣や周期レポート⽣成などのイベント発⽣通知や、 キャプチャオプションの通知設定の各
項目の通知先を「通知グループ」で指定できます。
詳細は「通知設定」を参照してください。

新しく通知グループを登録したい場合は画⾯左上の「新規」ボタンをクリックしてください。
下図の通知グループ登録画⾯が表⽰されます。

設定項目は以下の通りです。

名前 登録する通知グループの名前です。



説明 後に参照できるよう、登録する通知グループについての説明を⼊⼒してください。

通知先

右側の欄(デフォルトでは空欄)にリストアップされた通知先が通知グループに登録
されます。
左側の欄にはSYNESIS内で登録済の通知先がリストアップされています。
このリストの中の登録したい通知先を選んで アイコンをクリックしてください。
選んだ通知先が右側のリストに追加されます。
左側の欄に登録したい通知先がない場合は、「通知先の作成」ボタンをクリックし
て、通知先を追加してください。
右側のリストから外すには、外したい通知先を選んで アイコンをクリックしてく
ださい。

「通知グループ」登録後に「通知テスト」ボタンをクリックすると、テスト⽤の通知が発⾏され、正
しく通知が届くか確認することができます。



11-6. 通知先

「通知グループ」に登録する個々の連絡先を「通知先」として登録・管理することができます。

「通知先」として登録可能な通知⽅法は Email, Syslog, Trap です。
登録した「通知先」を「通知グループ」に登録してください。 アラート発⽣や周期レポート作成など
のイベント発⽣や、 キャプチャオプションの通知設定の各項目の通知先は「通知グループ」で指定さ
れます。
詳細は「通知設定」と「通知グループ」を参照してください。

名前 登録されている「通知先」の名前です。

タイプ
登録されている「通知先」の通知⽅法です。
Email, Syslog, Trap のいずれかです。

有効

無効状態です。有効になっている通知設定で通知先に指定されていて
も、通知は送信されません。

有効状態です。イベント発⽣の通知が送信されます。

/  アイコンをクリックすると、「通知先」の有効/無効が切り替えられます。
通知をしない場合は、⼀覧画⾯で アイコンをクリックして にしてください。

11-6-1. 通知先の新規設定

新しく通知先を設定したい場合は「新規」ボタンをクリックしてください。
下図の通知先登録ダイアログが表⽰されます。



通知先としてEmail, Syslog, Trapが選択可能です。選択した通知⽅法ごとにパラメータを設定して、
「保存」ボタンをクリックしてください。登録した通知先がリストに追加されます。

新規登録された「通知先」はデフォルトで有効に設定されます。
無効にする場合は、⼀覧画⾯で アイコンをクリックして無効に設定してください。
通知設定が有効になっていても、無効に設定されている「通知先」には通知は送信されません。

・E-mail

名前 登録する「通知先」の名前です。

送信先アドレス 送信先の電⼦メールアドレスです。

メール通知に利⽤するSYNESIS⾃⾝のメールアドレス等の設定は「通知メール設定」から⾏えま
す。詳細は11-6-2. 通知メールのサーバ設定を参照してください。

・Syslog

名前 登録する「通知先」の名前です。

サーバ SyslogサーバのIPアドレスを指定してください。

UDPプロトコル SyslogサーバのUDPポート番号を指定してください。

危険度

通知するSyslogの危険度を指定してください。
選択可能な項目は以下の通り
Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice,
Information, Debug

・Trap

名前 登録する「通知先」の名前です。



通知先IPアドレス SNMPマネージャーのIPアドレスを指定してください。

ポート SNMPマネージャーのポート番号を指定してください。

バージョン SNMPのバージョン(1または2c)を選択してください。

コミュニティ SNMPのコミュニティ名を指定してください。

11-6-2. 通知メールのサーバ設定

メール通知に利⽤する、SYNESIS⾃⾝のメールアドレスとメールサーバを設定します。
「通知メール設定」ボタンをクリックしてください。下図の通知メール設定画⾯が表⽰されます。

必要な項目に⼊⼒を⾏い、「保存」ボタンをクリックしてください。

「差出⼈」で指定したアドレスから、「件名」で指定した件名の通知メールが送信されるようになり
ます。



11-7. 解析

「解析」画⾯では「解析」を実⾏する項目を指定でき、また、ディスク領域を圧迫しないよう、解析
データが⾃動で削除されるよう指定することができます。

解析項目を選択した後で、エージェント・メニューのレコード・タブで解析したいレコードを選択
し、「解析」ボタンをクリックしてください。解析結果が参照できるようになります。

実⾏される解析の項目を変更したい場合は画⾯左上の「編集」ボタンをクリックしてください。以下
のように各項目が編集可能になります。



各項目の設定が完了したら「保存」ボタンをクリックしてください。
編集内容を保存して、元の確認画⾯に戻ります。

設定項目は以下の通りです。

エージェント
解析パラメータを適⽤するエージェントを指定します。
１画⾯から複数のSYNESISを操作する「リモート・エージェント機能」を使⽤して
いない場合は、「Default Agent」固定になります。

モジュール

どの解析を有効になるかを選択します。
なお、下記の内の１つでも選択すると、⾃動的にARP解析が有効になります。ARP
解析はARPパケットをカウントする機能です。
ARPパケットのカウント数はアラート閾値として設定可能です。
詳細は11-3. アラートを参照してください。

APM解析 APM解析を有効にします。

NPM解析 NPM解析を有効にします。

L2/L3プロトコル L2/L3プロトコル解析を有効にします。

マイクロバースト マイクロバースト解析を有効にします。

トンネル
パケット

APM/NPM解析とL2/L3プロトコル解析、ARP解析はInnerヘッダで⾏われます。
「最も外側のヘッダで解析」にチェックを⼊れると、Outerヘッダで解析が⾏われ
ます。



上位のフロー

グラフに表⽰するフローの数を指定します。20, 50, 100, 200, 500 が選択できま
す。 SYNESIS内部のメモリには40000フロー(IPアドレスとポートのペアにより定
義されたフロー)保持されています。その上位の、指定された数のフローがグラフに
表⽰されます。
フローは、最終パケットが25秒以上非アクティブとなった場合に解析の対象外とな
ります。 (ただし、FIN/ RESETパケットが送られた場合は10秒です)

データベースの
エイジアウトを
有効にする

解析データがディスク領域を圧迫しないように、過去のデータを⾃動的に削除させ
ることができます。削除対象となる解析データは、ARPを除く、保存された全解析
データ（APM・NPM・L2/L3プロトコル・マイクロバースト）です。
エイジアウトが有効な状態での動作は下記の通りです。
 1. 毎⽇AM 01:00に、OS・統計解析データ領域の残量をチェックします。
 2. 残量が20%以下だった場合、粒度の細かいデータを古いものから順に消去
  します。
 3. 残量が40%以上になるか、31⽇以上前のデータを全て消去した段階で、
  消去動作を終了します。
 4. 30⽇前〜エイジアウト当⽇までのデータと、過去のデータ中最も粒度の
  粗いデータは削除されません。

解析データ削除
範囲の基準⽇

特定の⽇付以前の解析データを削除することができます。
削除対象となる解析データは、APM・NPM・L2/L3プロトコル・マイクロバースト
の各データです。(ARP解析のデータは削除されません。)
解析データを削除したい場合は、画⾯左上の「編集」ボタンをクリックしてくださ
い。「削除」ボタンが有効になります。
「解析データ削除範囲の基準⽇」欄で⽇付を指定して「削除」ボタンをクリックし
てください。指定した⽇付の00：00：00及び、それ以前に作成された解析データ
が削除されます。

「⾃動解析」機能を有効にすると、解析結果がキャプチャしながらリアルタイムに確認できます。
⾃動解析機能を有効にすると、ダッシュボード上に作成したグラフや表で、リアルタイムに
APM/NPM解析やL2/L3プロトコル解析の解析結果が確認できるようになります。
マイクロバーストの発⽣をリアルタイムに検知することも可能です。
「⾃動解析」を実⾏したい場合は、キャプチャを開始する前にキャプチャオプションの 共通タブの
「キャプチャ中の⾃動解析」にチェックを⼊れてください。この共通タブから 解析する項目を指定す
ることも可能です。



11-8. MFA

構成メニューの「MFA」ではMFA(マルチフロー解析)で警告表⽰させるデルタ時間や、ラダー図に表
⽰するラダー数などの上限値を指定できます。

トレースファイルやキャプチャレコードを選んで実際にマルチフロー解析を実⾏する⼿順について
は、 6. MFAを参照してください。

設定を変更したい場合は、画⾯左上の「編集」ボタンをクリックしてください。
以下のように各項目が編集可能になります。



編集後、「保存」ボタンをクリックしてください。設定項目は以下の通りです。

ファイルに保存するラダー数 作成したラダー図をテキストファイルで保存する際に、ファイル
に保存するラダー数の上限を指定します。

デルタ時間
インジケータ

エラー エラーを表⽰するデルタ時間をmsec(ﾐﾘ秒)単位で指定します。
1 以上 10,000 以下の数値を⼊⼒してください。

警告
警告を表⽰するデルタ時間をmsec(ﾐﾘ秒)単位で指定します。
1 以上 10,000 以下の数値を⼊⼒してください。

注意
注意を表⽰するデルタ時間をmsec(ﾐﾘ秒)単位で指定します。
1 以上 10,000 以下の数値を⼊⼒してください。

表⽰上限数

ラダー数 ラダー図に表⽰するラダー数の上限を指定します。
1 以上 1,000 以下の数値を⼊⼒してください。

サーバ数
ラダー図に表⽰するサーバ数の上限を指定します。
1 以上 1,000 以下の数値を⼊⼒してください。

フロー数
フローリストに表⽰するフロー数の上限を指定します。
1 以上 10,000 以下の数値を⼊⼒してください。



11-9. アドレス帳

「アドレス帳」画⾯では登録されている「IPアドレス」と「名前」が⼀覧で確認できます。
「IPアドレス」を「アドレス帳」に登録すると、APM/NPM解析やデコードなどの解析結果画⾯で、
「IPアドレス」が登録された「名前」に変換されて表⽰されます。

新しくIPアドレスを登録したい場合は、 「新規」 ボタンをクリックしてください。以下の「アドレ
ス帳」ダイアログが表⽰されます。

「名前」欄に置換表⽰させたい名前を、「IPv4もしくはIPv6アドレス」欄にIPアドレスを⼊⼒してく
ださい。「保存」ボタンをクリックすると、⼊⼒したIPアドレスが⼀覧に追加されます。

登録されているアドレスを変更したい場合は、名前の部分をクリックしてください。新規登録時にも
表⽰された「アドレス帳」ダイアログで名前とアドレスを編集することができます。

登録したアドレスを削除したい場合は、それぞれの名前の横にあるチェックボックスにチェックを⼊
れて、「削除」ボタンをクリックしてください。選択されていたひとつ、または複数のアドレスが削
除されます。



11-10. サイト

国や地域など、ネットワークの特定の拠点をIPアドレスで指定して、「サイト」として登録すること
ができます。登録された「サイト」の情報は⼀覧表に表⽰されます。

ネットワーク拠点を「サイト」として登録すると、APM/NPM解析メニューで「サイト」ごとのトラ
フィック量(NPM解析)や応答時間(APM解析)が確認できるようになります。
ダッシュボードやレポートでも、「サイト」ごとに集計された APM/NPM解析のグラフを表⽰させる
ことが可能になります。

ネットワークの拠点はIPアドレス、もしくはサブネットつきのIPアドレスの範囲で指定できます。複
数のアドレスを１つの「サイト」として登録することも可能です。
IPアドレス⼊⼒⽅法の詳細はサイトの登録項目の表の「範囲」の欄を参照してください。

11-10-1. サイトの新規登録

サイトの登録を追加したい場合は「新規」ボタンをクリックしてください。
下図のサイト登録ダイアログが表⽰されます。

登録項目は以下の通りです。



名前 IPアドレス(もしくはその範囲)に付ける名前を⼊⼒してください。

説明
後で参考にできるよう、登録するIPアドレス(もしくはその範囲)についての説明
を⼊⼒してください。

範囲

IPアドレス、もしくはサブネットつきのIPアドレスの範囲を⼊⼒してください。
サブネット マスクの書式は CIDR （Classless Inter-Domain Routing）記法を
使⽤します（例：クラスCのマスクは 255.255.255.0 で /24 と表記）。
複数のアドレスを１つのサイトとして登録する場合は、セミコロン(;)で区切っ
てアドレスを列記してください（例:192.168.2.3/24;192.168.9.7）。

各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてください。⼊⼒したサイトの情報がリストに追加され
ます。
⼊⼒内容を破棄する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

11-10-2. サイトの削除

登録済みのサイトを削除したい場合は、削除したいサイトの左端のチェックボックスにチェックを⼊
れ、「削除」ボタンをクリックしてください。選択したサイトが削除されます。
登録済みのサイトをまとめて削除したい場合は、項目名欄のチェックボックスにチェックを⼊れてく
ださい。すべてのサイトが選択された状態になり、すべてのサイトが削除されます。

11-10-3. サイトの編集

登録済みのサイトを編集したい場合は、「名前」のリンクをクリックしてください。新規登録時と同
様にサイト登録ダイアログが表⽰され、登録内容を編集できます。
⼊⼒内容を保存する場合は「保存」をクリックします。⼊⼒内容を破棄する場合は「キャンセル」ボ
タンをクリックします。



11-11. サーバグループ

ある役割を担うサーバ(負荷分散されている場合は複数)をIPアドレスで指定して、「サーバグルー
プ」として登録することができます。登録された「サーバグループ」の情報は⼀覧表に表⽰されま
す。

「サーバグループ」として登録することで、APM/NPM解析メニューで「サーバグループ」ごとのト
ラフィック量(NPM解析)や応答時間(APM解析)が確認できるようになります。
ダッシュボードやレポートでも、「サーバグループ」ごとに集計された APM/NPM解析のグラフを表
⽰させることが可能になります。

サーバはIPアドレス、もしくはサブネットつきのIPアドレスの範囲で指定して登録してください。複
数のIPアドレスの範囲を指定することも可能です。
IPアドレス⼊⼒⽅法の詳細はサーバグループ登録項目の表の「サーバリスト」の欄を参照してくださ
い。

11-11-1. サーバグループの新規登録

新しくサーバグループを登録したい場合は「新規」ボタンをクリックしてください。
下図のサーバグループ登録ダイアログが表⽰されます。

登録項目は以下の通りです。



サーバ
グループ名

サーバ(グループ)に付ける名前を⼊⼒してください。
登録されたサーバはここで指定した名前に置換されて表⽰されます。

サーバ
グループの説明

後で参考にできるよう、登録するサーバ(グループ)についての説明を⼊⼒して
ください。

サーバリスト

IPアドレス、もしくはサブネットつきのIPアドレスの範囲でサーバを指定して
ください。
サブネット マスクの書式は CIDR （Classless Inter-Domain Routing）記法
を使⽤します（例：クラスCのマスクは 255.255.255.0 で /24 と表記）。
グループとして複数のサーバを登録したい場合は、セミコロン(;)で区切ってIP
アドレスを列記してください（例:192.168.2.3/24;192.168.9.7）。

各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてください。⼊⼒したサーバグループの情報がリストに
追加されます。
⼊⼒内容を破棄する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

11-11-2. サーバグループの削除

登録済みのサーバグループを削除したい場合は、削除したいサーバグループの左端のチェックボック
スにチェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。選択したサーバグループが削除され
ます。
登録済みのサーバグループをまとめて削除したい場合は、項目名欄のチェックボックスにチェックを
⼊れてください。すべてのサーバグループが選択された状態になり、すべてのサーバグループが削除
されます。

11-11-3. サーバグループの編集

登録済みのサーバグループを編集したい場合は、「名前」のリンクをクリックしてください。新規登
録時と同様にサーバグループ登録ダイアログが表⽰され、登録内容を編集できます。
⼊⼒内容を保存する場合は「保存」をクリックします。⼊⼒内容を破棄する場合は「キャンセル」ボ
タンをクリックします。



11-12. プロトコル

アプリケーションプロトコルに名前を付け、「プロトコル」として登録することができます。
登録済みのプロトコルは⼀覧表で表⽰され、キャプチャ済みのパケットを抽出するための保存フィル
タや APM/NPM解析での検索条件として使⽤することができます。

登録できるのは「L2イーサタイプ」と「L3プロトコル」と「L4ポート番号」の3種類です。

「L2イーサタイプ」と「L3プロトコル」ではプロトコルごとの統計値の表を作成できます。
統計値の表はダッシュボードやレポート上に表⽰可能です。
「L4ポート番号」は登録したポート番号をアプリケーショングループに登録して、グループごとの
フィルタを設定することができます。

「全て」のタブ(上図)では登録済みのプロトコルが全て表⽰されますが、閲覧のみです。
L2イーサタイプとL3プロトコルとL4ポート番号ではそれぞれのタイプの登録済みのプロトコルのみ
が⼀覧表で表⽰され、プロトコルの登録・編集が⾏えます。
詳細はそれぞれのリンク先を参照してください。



11-12-1. 「全て」のタブ

「全て」のタブには登録済みのプロトコルが全て表⽰されています。
「全て」のタブは閲覧のみです。登録と編集はそれぞれタイプのタブ画⾯から⾏ってください。

[全て]のタブで確認できる情報は以下の通りです。

名前 登録されているアプリケーションプロトコルの「名前」です。

説明 登録内容に対する説明が表⽰されます。

値 登録されているアプリケーションプロトコルのポート番号です。

タイプ
プロトコルのタイプが表⽰されます。タイプは以下の３種類です。
L2イーサタイプ、L3プロトコル、L4ポート番号



11-12-2. L2イーサタイプ

L2イーサタイプ・タブではL2イーサタイプを登録・管理できます

登録内容を変更したい場合は、名前のリンク部分をクリックしてください。
登録済みのL2イーサタイプを削除したい場合は、削除したいL2イーサタイプのチェックボックスに
チェックを⼊れて、画⾯左上の削除ボタンをクリックしてください。チェックボックスのないL2イー
サタイプはデフォルトで登録されているもので、編集・削除できません。

L2イーサタイプの登録を追加したい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。
下図の「L2イーサタイプ」登録ダイアログが表⽰されます。



設定項目は以下の通りです。各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてください。

名前 登録するL2イーサタイプの「名前」になります。

説明 後で参照できるよう、登録内容に対する説明を⼊⼒してください。

イーサタイプ 登録したいイーサタイプを16進数(HEX)で⼊⼒してください。数値は 0001 
以上 FFFF 以下、半角で⼊⼒してください。



11-12-3. L3プロトコル

L3プロトコル・タブではL3プロトコルを登録・管理できます。

登録内容を変更したい場合は、名前のリンク部分をクリックしてください。
登録済みのL3プロトコルを削除したい場合は、削除したいL3プロトコルのチェックボックスにチェッ
クを⼊れて、画⾯左上の削除ボタンをクリックしてください。チェックボックスのないL3プロトコル
はデフォルトで登録されているもので、編集・削除できません。

L3プロトコルの登録を追加したい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。
下図の「L3プロトコル」登録ダイアログが表⽰されます。



設定項目は以下の通りです。各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてください。

名前 登録するL3プロトコルの「名前」になります。

説明 後で参照できるよう、登録内容に対する説明を⼊⼒してください。

プロトコル番号 登録したいL3プロトコルのプロトコル番号を 1 以上 255 以下の数値(10進数)
で⼊⼒してください。 (43,44,51,60を除く)



11-12-4. L4ポート番号

L4ポート番号・タブではトランスポート層(L4)のポートを登録・管理できます。

登録内容を変更したい場合は、名前のリンク部分をクリックしてください。
登録済みのポートを削除したい場合は、削除したいポートのチェックボックスにチェックを⼊れて、
画⾯左上の削除ボタンをクリックしてください。

ポートの登録を追加したい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。
下図の「L4ポート番号」登録ダイアログが表⽰されます。



設定項目は以下の通りです。各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてください。

名前 登録するL4ポート番号の「名前」になります。

説明 後で参照できるよう、登録内容に対する説明を⼊⼒してください。

ポート範囲
登録したいポート範囲を10進数で⼊⼒してください。
ポート範囲は"-(半角ﾊｲﾌﾝ)"でつないで⽰し、ポート範囲同⼠は";(半角ｾﾐｺﾛ
ﾝ)"で区切って⼊⼒してください。（例：3500-3511;8300;9810-9816）



11-13. アプリケーショングループ

L4ポート番号で登録されたアプリケーションプロトコルをグループ化し、「アプリケーショングルー
プ」として登録することができます。登録された「アプリケーショングループ」の情報は⼀覧表で表
⽰されます。

L4ポート番号をグループとして登録することで、APM/NPM解析メニューでグループごとのトラ
フィック量(NPM解析)や応答時間(APM解析)が確認できるようになります。
ダッシュボードやレポートでも、「アプリケーショングループ」ごとに集計された APM/NPM解析の
グラフを表⽰させることが可能になります。

個々のアプリケーションプロトコルの登録⽅法は11-12-4. L4ポート番号を参照してください。

11-13-1. アプリケーショングループの新規登録

アプリケーショングループの登録を追加したい場合は「新規」ボタンをクリックしてください。
下図のアプリケーショングループ登録ダイアログが表⽰されます。



登録項目は以下の通りです。

名前 アプリケーショングループに付ける名前を⼊⼒してください。

説明 後で参考にできるよう、登録内容についての説明を⼊⼒してください。

アプリケーション
プロトコルリスト

右側の欄(デフォルトでは空欄)にリストアップされたプロトコルがフィル
タとして適⽤されます。
左側の欄にはSYNESIS内で定義済のL4ポート番号がリストアップされてい
ます。このリストの中の適⽤したいプロトコルを選んで アイコンをク
リックしてください。選んだプロトコルが右側のリストに追加されます。
フィルタに設定したいプロトコルがない場合は、構成メニューのプロトコ
ルの項目でプロトコルの定義を追加してください。
右側のリストから外すには、外したいプロトコルを選んで アイコンをク
リックしてください。

各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてください。⼊⼒したアプリケーショングループの情報
がリストに追加されます。
⼊⼒内容を破棄する場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

11-13-2. アプリケーショングループの削除

登録済みのアプリケーショングループを削除したい場合は、削除したいアプリケーショングループの
左端のチェックボックスにチェックを⼊れ、「削除」ボタンをクリックしてください。選択したアプ
リケーショングループが削除されます。
登録済みのアプリケーショングループをまとめて削除したい場合は、項目名欄のチェックボックスに



チェックを⼊れてください。すべてのアプリケーショングループが選択された状態になり、すべての
アプリケーショングループが削除されます。

11-13-3. アプリケーショングループの編集

登録済みのアプリケーショングループを編集したい場合は、「名前」のリンクをクリックしてくださ
い。新規登録時と同様にアプリケーショングループ登録ダイアログが表⽰され、登録内容を編集でき
ます。
⼊⼒内容を保存する場合は「保存」をクリックします。⼊⼒内容を破棄する場合は「キャンセル」ボ
タンをクリックします。



11-14. マイクロバースト

マイクロバースト発⽣の判断基準となる閾値の確認と設定が可能です。
指定された閾値を超えるトラフィックが検知されると、マイクロバースト発⽣と判断され、アラート
が出ます。

アラート閾値として設定が必要な項目は「使⽤率」,「連続発⽣数」,「分解能」です。
トラフィックの使⽤率が指定した「使⽤率」を超え、その状態が指定した期間(「分解能」×「連続発
⽣数」)以上続いた場合にマイクロバースト発⽣と判断されます。

マイクロバースト検知とこれら閾値の関係は マイクロバーストの検知とアラート発⽣の閾値を参照し
てください。

マイクロバーストのアラート閾値を変更したい場合は「編集」ボタンをクリックしてください。各項
目が編集可能になります。

各項目を編集した上で、「保存」ボタンをクリックしてください。設定項目は以下の通りです。

閾値１
閾値２

アラート閾値として閾値１、閾値２と、最⼤２つの閾値を同時に設定できます。
チェックボックスにチェックマークの付いたアラート閾値のみが有効となりま
す。
チェックマークのついていないアラート閾値を超えるマイクロバーストが発⽣し
ても、アラートは出ません。

使⽤率
閾値となる回線使⽤率を1以上100以下、パーセンテージで⼊⼒します。
ここで指定した回線使⽤率を連続して超えた期間が「持続時間」となります。

連続発⽣数
マイクロバースト発⽣の判断基準とする「持続時間」を「連続発⽣数」で指定し
ます。閾値となる「持続時間」は「分解能」×「連続発⽣数」です。
１以上70000以下の数字を⼊⼒してください。



分解能
どれだけ細かくキャプチャレコードを区切って使⽤率を確認するか、その区切ら
れた１区間の⻑さを指定します。閾値１・閾値２で共通です。
デフォルトは1000 usで、1000 usまたは100 usに設定できます。

「⾃動解析」機能を使い、キャプチャしながらリアルタイムにマイクロバースト発⽣を検知させる場
合は、キャプチャ開始前に設定を⾏ってください。キャプチャ開始後は閾値を変更できません。
別の閾値を指定してマイクロバーストの発⽣を検知したい場合は、マイクロバーストメニューで 閾値
を変更してキャプチャ済みのレコードを再解析することも可能です。詳細は8-2-2. 閾値の変更を参照
してください。
ここで設定する閾値と再解析のための閾値は独⽴して管理されています。値を変更しても互いに影響
しません。



11-15. 時刻同期

SYNESISが時刻同期先とするNTPサーバを指定できます。
NTPではなく、PPS時刻同期やPTP時刻同期を⾏う場合は、 Appendix E. タイムサーバとのインテグ
レーションを参照してください。

デフォルトでは上図にある４つのNTPサーバが登録されています。
変更したいNTPサーバのリンクをクリックしてください。下図の「時刻同期」ダイアログが表⽰され
ます。

NTPサーバを新規登録したい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。

登録済みのNTPサーバを削除したい場合は、削除したいNTPサーバのチェックボックスにチェックを
⼊れて「削除」ボタンをクリックしてください。選択したNTPサーバがリストから削除されます。

利⽤したいNTPサーバを登録したら画⾯左上のスイッチをクリックして、 に切り替えてく



ださい。設定内容が反映され、時刻同期が開始されます。
ONにした後で登録内容を変更した場合は、スイッチを⼀度OFFにしてからONに戻してください。
「リセット」ボタンをクリックすると、NTPサーバのリストが初期状態に戻り、時刻同期が停⽌しま
す。



11-16. ユーザ

「ユーザ」画⾯ではSYNESISにアクセスできるユーザの登録・管理が⾏えます。

「構成」メニューの「ユーザ」を選択すると、登録済みのユーザが⼀覧で表⽰されます。
表⽰される情報は「名前（登録ID）」、「フルネーム」、「ロール(Role)」です。

「ロール」はそのユーザの利⽤権限を制限するもので、「管理者」はSYNESISの全ての機能が利⽤可
能ですが、「ユーザ」のロールで利⽤できるのは参照・解析機能のみとなります。
詳細はユーザの機能制限を参照してください。

外部認証サーバを利⽤してユーザ管理を⾏うことも可能です。外部認証サーバを利⽤する場合は、外
部認証サーバに登録されているユーザIDをSYNESISにもユーザとして登録してください。
SYNESISに登録されていないユーザIDでは、SYNESISにサインインできません。
外部認証サーバの指定⽅法は11-17. 外部認証を参照してください。

11-16-1. ユーザの新規登録

ユーザを新規登録したい場合は、ユーザリストの左上の「新規」ボタンをクリックしてください。
以下の「ユーザプロファイル」ダイアログが表⽰されます。



「保存」ボタンをクリックすると設定が保存され、ユーザ管理画⾯に戻ります。
設定項目は以下の通りです。

ユーザ名
登録したいユーザIDを⼊⼒してください。半角、全角⽂字が使⽤可能です。
詳細はユーザ名・パスワードの使⽤可能⽂字を参照してください。

パスワード
登録したいパスワードを⼊⼒してください。半角、全角⽂字が使⽤可能です。
詳細はユーザ名・パスワードの使⽤可能⽂字を参照してください。

パスワード
の確認

確認のため、「パスワード」に⼊⼒したものと同じものを⼊⼒してください。

名 登録するユーザの名(ファーストネーム)を⼊⼒してください。

姓 登録するユーザの名字を⼊⼒してください。

ロール

登録するユーザのロールを選択してください。選択可能な項目は「管理者」と「ユー
ザ」です。
「管理者」はSYNESISの全ての機能が利⽤できますが、「ユーザ」は解析・参照機能の
み利⽤可能となります。詳細はユーザの機能制限を参照してください。

ユーザ名、パスワードには半角、全角⽂字が使⽤可能です。⼊⼒制限は以下の通りです。

ユーザ名・パスワードの使⽤可能⽂字

ユーザー名,
姓 ,名

⽂字数 50 ⽂字(50byte)以下

⽂字列
下記の特殊⽂字は利⽤できません
! # $ % & = ~ ^ | \ ` @ + * , ? (半角)

！ ＃ ＄ ％ ＆ ＝ ～ ^ ＾ ｜ ￥ ‘ ＠ ＋ ＊ 、 。 ？ (全角)

パスワード ⽂字数 30⽂字(30byte)以下



⽂字列
下記の特殊⽂字は利⽤できません
! # $ % & = ~ ^ | \ ` @ + * , ? (半角)

！ ＃ ＄ ％ ＆ ＝ ～ ^ ＾ ｜ ￥ ‘ ＠ ＋ ＊ 、 。 ？ (全角)

11-16-2. ユーザの機能制限

「管理者」はSYNESISの全ての機能が利⽤可能です。
「ユーザ」は解析・参照機能が利⽤可能で、キャプチャデータの解析とレポート作成が⾏えます。各
種設定の変更や登録機能はご利⽤いただけません。

管理者 なし

ユーザ

キャプチャを開始/終了できない。
ツールバーの「構成」メニューが利⽤できない。
 ユーザの新規登録・管理/SYNESISの初期化・バックアップ/通知先設定 など
キャプチャレコードを削除できない。
キャプチャレコードのロック(保護)の設定・解除が⾏えない。
統計値のCSVファイルを作成できない。
キャプチャオプションの登録・設定が⾏えない。
 アダプタ選択/スライス機能/キャプチャフィルタ/ロック設定/通知設定 など
ユーザの新規登録・管理が⾏えない。
解析⽤の保存フィルタの新規作成・編集が⾏えない。
キャプチャレコードの外部書き出しが⾏えない。
外部からのトレースファイルの読込み・参照が⾏えない。
外部から読み込んだトレースファイルの削除が⾏えない。
MFAのプロファイルの作成・削除・設定変更が⾏えない。
パケットリプレイヤーのプロファイルの作成・削除・設定変更・再⽣が⾏えない。

11-16-3. 登録情報の編集

登録済みのユーザの登録情報を編集したい場合は、⼀覧表の名前のリンク部分をクリックしてくださ
い。ユーザプロファイルダイアログが表⽰され、ユーザ名以外の登録情報を変更できます。

11-16-4. ユーザの削除

ユーザを削除したい場合は、削除したいユーザの左側のチェックボックスにチェックを付けて「削
除」ボタンをクリックしてください。
すべての登録ユーザを⼀度に削除したい場合は、項目名欄「名前」の左側のチェックボックスに
チェックをつけて「削除」ボタンをクリックしてください。デフォルトユーザ（admin）以外のユー
ザが⼀度に削除されます。



11-17. 外部認証

「外部認証」ではSYNESISと連携する外部認証サーバを指定することができます。
外部認証サーバを利⽤する際には、その外部認証サーバに登録されているユーザIDをSYNESISの
「ユーザ」として登録してください。指定された外部認証サーバを利⽤している他のシステムと共通
のパスワードでSYNESISにサインインできるようになります。

「外部認証」の登録・変更を⾏いたい場合は「編集」ボタンをクリックし、「外部認証を有効にす
る」にチェックを⼊れてください。以下のように各設定項目が有効になります。



指定可能な外部認証サーバはRADIUSサーバです。各項目⼊⼒後、「保存」ボタンをクリックしてく
ださい。
設定項目は以下の通りです。

外部認証を有効にする チェックボックスにチェックを⼊れると、外部認証の各設定項目が⼊⼒
可能になります。

認証プロトコル 認証プロトコルは「RADIUS」です。

認証⽅法
接続の際に使⽤される認証⽅法を指定します。「PAP」「CHAP」から選
択してください。

認証サーバIPアドレス 認証サーバのIPアドレス(IPv4)を⼊⼒してください。

宛先ポート番号 認証サーバの宛先ポート番号を 1 以上 65535 以下の整数で⼊⼒してくだ
さい。

Shared Secret 外部認証サーバのShared Secret(32⽂字以下)を⼊⼒してください。



Shared Secretの確認 確認のため、もう⼀度、外部認証サーバのShared Secret(32⽂字以下)
を⼊⼒してください。

リトライ間隔 通信に失敗した場合、何秒ごとにリトライするかを指定します。
 1 以上 10 以下の整数で⼊⼒してください。

リトライ回数
最初の通信に失敗した後で、何度リトライするかを指定します。
 0 以上 9 以下の整数で⼊⼒してください。

セカンダリサーバを
有効にする

セカンダリサーバを指定したい場合は、チェックボックスにチェックを
⼊れてください。

宛先IPアドレス セカンダリサーバのIPアドレスを⼊⼒してください。

宛先ポート番号
セカンダリサーバの宛先ポート番号を 1 以上 65535 以下の整数で⼊⼒し
てください。

Shared Secret セカンダリサーバのShared Secret(32⽂字以下)を⼊⼒してください。

Shared Secretの確認 確認のため、もう⼀度、セカンダリサーバのShared Secret(32⽂字以
下)を⼊⼒してください。

外部認証を有効にすると、SYNESISのサインイン画⾯に「ローカル認証モード」のチェックボックス
が表⽰されます。

外部認証サーバやそのサーバ間との通信に問題が発⽣した場合は、この「ローカル認証モード」に
チェックを付けてください。 SYNESISで登録したパスワードでサインインできます。



11-18. SYNESISについて

「SYNESISの情報」画⾯には、ご使⽤のSYNESISの情報が表⽰されます。

SYNESISのモデル名や構成品、バージョン情報などと共に、アダプタ(キャプチャモジュール)の取り
付けられている位置やチャネル位置をご確認いただけます。
アダプタにモニタ(キャプチャ)したいネットワークを接続し直す際にご利⽤ください。



11-19. 設定のバックアップ・リストア

SYNESISの設定を⼀括で抽出してバックアップファイルを作成、保存することができます。バック
アップファイルを読み込んで、バックアップ時の設定に戻すこともできます。

作成された設定ファイルのバックアップファイルが⼀覧で表⽰されます。表⽰される情報は「名前」
「説明」「バージョン」「作成⽇時」です。
外部からバックアップファイルを読み込むことも可能で、同じモデルであればバックアップファイル
を利⽤することも可能です。

バックアップファイル内に保存されるのは「構成」メニューで設定した項目です。
詳細は11-19-5. バックアップ対象⼀覧を参照してください。
キャプチャデータや解析結果、レポートなどは保存されません。個別に保存してください。

11-19-1. 設定のバックアップ作成とダウンロード

バックアップファイルを作成したい場合は、「バックアップ」ボタンをクリックしてください。以下
の「バックアップ」ダイアログが表⽰されます。



ファイル名とＯＳのユーザ名/パスワードを⼊⼒して「適⽤」ボタンをクリックしてください。設定の
バックアップファイルがZIP形式で保存され、⼀覧に追加されます。

作成したバックアップファイルを外部ストレージに保存したい場合は、保存したいバックアップファ
イルの「名前」のリンクをクリックしてください。
以下の「バックアップファイルの編集・ダウンロード」ダイアログが表⽰されます。

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、バックアップファイルを外部ストレージに保存できま
す。
SYNESISを初期化すると、内部に保存されていたバックアップファイルは削除されます。初期化を
⾏った後でもう⼀度初期化前の設定に戻したい場合は、初期化を実⾏する前にバックアップファイル
を外部ストレージに保存してください。

11-19-2. 設定のリストア

保存したバックアップファイルを読み込んで、SYNESISをバックアップファイル作成時の設定に戻す
ことができます。



適⽤したいバックアップファイルのチェックボックスにチェックを⼊れ、画⾯左上の「リストア」ボ
タンをクリックしてください。
ユーザ名とパスワードの⼊⼒を求められますので、バックアップファイルを作成した際に⼊⼒した
ＯＳのユーザ名とパスワードを⼊⼒してください。バックアップファイルに保存した設定が読み込ま
れ、SYNESISの設定ファイルの各項目が上書きされます。
リストア実施後はSYNESISを再起動してください。
初期化前に作成したバックアップファイルを適⽤したい場合は、初期化前にバックアップファイルを
外部ストレージにダウンロードした上で、初期化後にそのバックアップファイルをアップロードして
ください。
同じモデルであれば、異なる筐体で作成されたバックアップファイルを利⽤することも可能です。

11-19-3. バックアップファイルのアップロード

「アップロード」ボタンをクリックすると、以下の「アップロード」ダイアログが表⽰されます。

「参照」で外部に保存したバックアップファイルを選択してください。
「アップロード」ボタンをクリックすると、外部から読み込まれたバックアップファイルが⼀覧に追
加されます。
なお、アップロードできるのは同じバージョン(ｖ4.0)で作成されたバックアップファイルのみと
なっています。

11-19-4. バックアップファイルの削除

バックアップファイルを削除したい場合は、削除したいバックアップファイルのチェックボックスに
チェックを付けて、「削除」ボタンをクリックしてください。
選択したバックアップファイルが削除されます。

保存されているバックアップファイルをすべて削除したい場合は、⼀番上の項目名欄のチェックボッ
クスにチェックを付けて、「削除」ボタンをクリックしてください。



全てのバックアップファイルのチェックボックスにチェックが付けられ、全てのバックアップファイ
ルが削除されます。

11-19-5. バックアップ対象⼀覧

トレースファイル及びキャプチャレコードなどのデータファイルはバックアップ対象外です。

ダッシュボード
概要(default)

追加ダッシュボード

エージェント 概要 キャプチャ
オプション

共通

キャプチャフィルタ設定

ロックトリガ設定

⾃動保存設定

チャネル設定

通知設定

レポート

レポート・リスト

レポート・テンプレート

レポート・プラン

MFA プロファイル※

マイクロバースト 閾値

パケット
リプレイヤー プロファイル※

構成

保存フィルタ

トレースファイルのサイズ

アラート

通知設定

通知グループ

通知先

解析

MFA

アドレス帳

サイト

サーバグループ



プロトコル

アプリケーショングループ

マイクロバースト

時刻同期

ユーザ

外部認証

設定のバックアップ・リストア

※マルチフロー解析やパケットリプレイヤーのプロファイルは保存されますが、プロファイルがソースファイル
として指定しているトレースファイルやキャプチャレコードはバックアップでは保存されません。
必要な場合は初期化前にトレースファイルを外部ストレージに保存し、初期化後にトレースファイルをアップ
ロードしてください。
キャプチャレコードは外部ストレージに保存できないので、トレースファイルに保存した上で、外部ストレー
ジへ保存してください。リストア後、アップロードしたトそのレースファイルをソースファイルに指定するこ
とで、初期化前と同じパケットが送信できます。



11-20. SYNESISの初期化

SYNESISを初期化します。

初期化を実⾏したい場合は「データの初期化」ボタンをクリックしてください。確認のため、下図の
警告メッセージが表⽰されます。

初期化を実⾏する場合は「適⽤」ボタンをクリックしてください。初期化が開始されます。

トレースファイルや統計情報などのデータが消去され、ユーザ設定が初期化されます。
実際に初期化される項目については11-20-1. 初期化対象⼀覧を参照してください



なお、キャプチャされたパケットデータは読み出せない状態でディスク内に残ります。このパケット
データを消したい場合には、別途弊社までお問い合わせください。

必要があればバックアップを作成し、外部ストレージに保存してください。
バックアップについての詳細は11-19. 設定のバックアップ・リストアを参照してください。

11-20-1. 初期化対象⼀覧

以下の各設定項目が初期化され、保存されているデータも削除されます。

ダッシュボード
概要(default)

追加ダッシュボード

エージェント

概要
キャプチャ
オプション

共通

キャプチャフィルタ設定

ロックトリガ設定

⾃動保存設定

チャネル設定

通知設定

レコード

ロック

トレースファイル

ビルドインファイル

カスタムファイル※

トレースバンカー

レポート

レポート・リスト

レポート・テンプレート

レポート・プラン

APM/NPM解析
APM解析

NPM解析

MFA プロファイル

マイクロバースト 閾値

パケット
リプレイヤー

プロファイル

構成
保存フィルタ

トレースファイルのサイズ



アラート

通知設定

通知グループ

通知先

解析

MFA

アドレス帳

サイト

サーバグループ

プロトコル

アプリケーショングループ

マイクロバースト

時刻同期

ユーザ

外部認証

設定のバックアップ・リストア

※トレースファイルの保存先として "/pvc/data/databank" とその下のディレクトリ以外を指定した場合は、
初期化後もディスク内にファイルが残ります。ディスク内に残ったトレースファイルはカスタムファイルタブ
には表⽰されませんが、OSから確認し、操作することができます。
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Appendix A. ⽤語集

本書で使⽤する⽤語について、以下の項目で説明します。

A-1. 略語・⽤語⼀覧
A-2. KPI

A-1. 略語・⽤語⼀覧

APM解析 3ウェイ・ハンドシェイクが確⽴したTCP通信の、主に遅延時間に係わる統計情報
を得るための解析を⾏います。

ARP解析 ARP(Address Resolution Protocol)パケットをカウントします。

DLC
データリンク層(Data Link Connections)です。SYNESISではイーサネット通信を
指します。

KPI

KPI(Key Performance Indicators)とは、性能や業績、能⼒を評価するための指標
です。
SYNESISでは通信の性能を評価・確認するための各数値であり、解析結果として
得られるチャネルごとのバイト数、パケット数、ビットレートなどの統計値や、
APM解析で得られる通信のリトライ数や、応答に要した時間などがそれに当たりま
す。
詳細は次項A-2. KPIを参照してください。

NPM解析 TCP/UDP通信の、主にデータ量に係わる統計情報を得るための解析を⾏います。

エージェント
エージェントは、各SYNESISごとに常駐するプロセスで、キャプチャ操作やト
レースファイルを管理しています。
エージェント画⾯からエージェントを操作することができます。

マイクロ
バースト

瞬間的にトラフィックが集中する現象を指します。
設備の許容量を⼤きく超える負荷がかかることで、通信機器やサーバなどの性能が
極端に低下するなど、障害が発⽣する原因となります。
バーストトラフィックと呼ばれることもあります。

ライン
スピード

SYNESISでは統計値の使⽤率計算、もしくはマイクロバーストの使⽤率計算で
100%とする基準値をラインスピードと呼んでいます。

粒度
粒度とは粗さ、あるいは細かさの度合いを表す⾔葉です。
「データの粒度」はデータの細かさを⽰す指標であり、検索や抽出、ソート処理時
の操作単位となる情報の⼤きさになります。

※具体的な計算⽅法は応答時間のKPIを参照してください。

A-2. KPI(Key Performance Indicator)

SYNESISでは各種解析の結果として、通信速度やデータ量に係わるKPIとして、バイト数、パケット
数、ビットレートなどの統計値が確認できます。
実際に得られるKPIの種類については、キャプチャの統計値や 7-2-2. NPM解析のフローテーブル、



を参照してください。

その他、通信の遅延に関わるKPIがAPM解析で確認いただけます。
実際に得られるKPIの種類については、7-1-2. APM解析のフローテーブルと、以下の応答時間のKPI
を参照してください。

応答時間のKPI

APM解析では、通信開始から要求したデータを受け取り通信を完了するまでの、各段階で要している
時間を詳細に確認することができます。
受信側(クライアント)と送信側(サーバ)間の応答の流れと、その流れの中で得られる応答時間のKPIは
以下の通りです。

ART

アプリケーション応答時間(Application Response Time)です。
サーバアプリケーションがクライアントリクエストへの応答に要した時間になりま
す。
[応答パケットのタイムスタンプ]－[リクエストパケットのタイムスタンプ]で計算
されます。

CRT
クライアント応答時間(Client Response Time)です。
クライアントがリクエストを開始するまでにかかる時間になります。
ACKとクライアントリクエストのタイムスタンプの差により計算されます。



NRT
ネットワーク往復遅延時間(Network Round-trip Time)です。
ネットワークをパケットが往復するのにかかる時間になります。
ACKとSYNのタイムスタンプの差により計算されます。

PTT

ペイロード伝送時間(Payload Transfer Time)です。
サーバがクライアントリクエストへのレスポンスを送るのに要した時間になりま
す。
[ACK応答のタイムスタンプ]－[サーバのレスポンスのパケットのタイムスタンプ]
で計算されます。

SRT

サーバ応答時間(Server Response Time)です。
サーバがクライアントリクエストに応答し、レスポンスを完了させるのに要した時
間になります。
NRT＋ART＋PTTで計算されます。



Appendix B. キャプチャフィルタの種類と設定⽅法

キャプチャフィルタはディスクに保存する前にパケットをふるいに掛け、必要なパケットのみを保存
するためのフィルタです。ご使⽤の際には、キャプチャを実⾏する前に設定してください。

フィルタリングでキャプチャ対象外とされたパケットはディスクに保存されませんので、ご使⽤時に
はご注意ください。

なお、モデルによってはキャプチャフィルタはご利⽤いただけません。ご使⽤のモデルで適⽤可能か
どうかはAppendix H. モデルによる違いを確認してください。

キャプチャフィルタを登録するには、「キャプチャオプション」の「キャプチャフィルタ」タブで
「追加」ボタンをクリックしてください。
以下のキャプチャフィルタダイアログが表⽰され、キャプチャフィルタが登録できます。

各項目⼊⼒後、「適⽤」ボタンをクリックしてください。
設定項目は以下の通りです。

フィルタ名 登録するフィルタの名前を⼊⼒します。

NOT チェックを⼊れると、論理演算⼦「NOT」が適⽤され、「指定した条件に当てはまらな
いもの」がフィルタリングされます。

フィルタ
タイプ

フィルタタイプを選択します。選択可能なフィルタの種類は以下の通りです。

MACアドレス 送信元/送信先のMACアドレスでフィルタリングします。

VLAN 特定のVLAN IDでフィルタリングします。

イーサタイプ イーサタイプでフィルタリングします。



IPフロー IPアドレスでフィルタリングします。

フロー IPアドレスとTCP/UDPポート番号の組み合わせで、フローを指定
してフィルタリングします。

アプリケーション 特定のアプリケーションのパケットをフィルタリングします。

パターン 特定のパターンを含むパケットをフィルタリングします。

フィルタの種類によってフィルタの定義⽅法が異なりますので、詳細はそれぞれのリンク先を参照し
てください。

B-1. MACアドレス

送信元/送信先のMACアドレスでフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

MACアドレス

送信元と送信先のMACアドレスを⼊⼒してください。
6バイトの16進数(HEX)を1バイトずつコロン(:)で区切った形で⼊⼒してくだ
さい。
空欄の場合は全てのMACアドレスが対象になります。

⽅向
どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「<-->」、「-->」、「<--」、から選択してください。



B-2. VLAN

特定のVLAN IDでフィルタリングします。

フィルタリングしたいVLAN IDを0以上4095以下の数値で指定してください。

B-3. イーサタイプ

イーサタイプでフィルタリングします。



フィルタリングしたいイーサタイプを16進数(HEX)で⼊⼒してください。

B-4. IPフロー

特定のIPアドレスを含むパケットをフィルタリングします。



設定項目の詳細は以下の通りです。

IPアドレス

送信元/送信先となるIPv4またはIPv6アドレスを数値で⼊⼒してください。
複数のアドレスを指定する場合は";(半角)"で区切ってアドレスを⼊⼒してく
ださい。 IPv4アドレスとIPv6アドレスを混ぜて指定することも可能です。
（"172.23.1.1; 172.23.1.2", "172.23.1.1; 2001:088:0:0:8:800:0:1" 等)
サブネットマスクは"/"を付加することで追加できます。
（"192.168.1.0/24", "2001:DB8:0:0:8:800::/96" 等)
サブネットマスクを指定したIPアドレスは複数指定できません。
空欄の場合は全てのIPアドレスが対象になります。

⽅向
どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「<-->」、「-->」、「<--」から選択してください。

トンネルオプション
アウターヘッダとインナーヘッダのどちらでフィルタリングするかを指定し
ます。両⽅を指定することも可能です。
詳細はB-8. トンネルオプションを参照してください。

B-5. フロー

IPアドレスとTCP/UDPポート番号の組み合わせで、フローを指定してフィルタリングします。



設定項目の詳細は以下の通りです。

TCP/UDP TCPもしくはUDPのどちらかを選択してください。

IPアドレス

送信元/送信先となるIPv4またはIPv6アドレスを数値で⼊⼒してください。
複数のアドレスを指定する場合は";(半角)"で区切ってアドレスを⼊⼒してく
ださい。 IPv4アドレスとIPv6アドレスを混ぜて指定することも可能です。
（"172.23.1.1; 172.23.1.2", "172.23.1.1; 2001:088:0:0:8:800:0:1" 等)
サブネットマスクは"/"を付加することで追加できます。
（"192.168.1.0/24", "2001:DB8:0:0:8:800::/96" 等)
サブネットマスクを指定したIPアドレスは複数指定できません。
空欄の場合は全てのIPアドレスが対象になります。

ポート

送信元/送信先のTCP/UDPポートの番号を 1 以上 65535 以下の数値で⼊⼒
してください。
複数のポートを指定する場合は";(半角)"で区切ってポート番号を⼊⼒してく
ださい。
ポート番号を範囲で指定する場合は、間を"- (半角マイナス)"でつないで⼊
⼒してください。範囲を複数指定することはできません。
空欄の場合は全てのポート番号が対象になります。

⽅向 どちらが送信元になるか、パケットの⽅向を指定します。
「<-->」、「-->」、「<--」から選択してください。

トンネルオプション
アウターヘッダとインナーヘッダのどちらでフィルタリングするかを指定し
ます。両⽅を指定することも可能です。
詳細はB-8. トンネルオプションを参照してください。



B-6. アプリケーション

特定のアプリケーションのパケットをフィルタリングします。

設定項目の詳細は以下の通りです。

TCP/UDP TCPとUDP、チェックマークの⼊ったプロトコルが有効になります。
「TCP」か「UDP」のどちらか、もしくは両⽅を指定することが可能です。

アプリケーション
リスト

右側の欄(デフォルトでは空欄)にリストアップされたアプリケーションが
フィルタとして適⽤されます。
左側の欄にはSYNESIS内で定義済のL4ポート番号がリストアップされてい
ます。このリストの中の適⽤したいアプリケーションを選んで アイコンを
クリックしてください。選んだアプリケーションが右側のリストに追加され
ます。
フィルタに設定したいアプリケーションがない場合は、構成メニューの プ
ロトコルの項目でアプリケーション(L4ポート番号)の定義を追加してくださ
い。
右側のリストから外すには、外したいアプリケーションを選んで アイコン
をクリックしてください。

B-7. パターン

指定されたオフセットの位置にあるビットのパターンでフィルタリングします。



2種類以上のパターンフィルタをAND/ORで組み合わせて指定することができます。

登録項目として「パターン１」と「パターン２」のパターンフィールドが⽤意されています。
各パターンフィールド(パターン1,2)には最⼤４つのパターンが登録可能で、同じフィールド内のパ
ターン同⼠はANDで結合されます。
「パターン1」と「パターン2」は「AND」で結合するか「OR」で結合するかを選択できます。

ボタンをクリックすると、以下の「パターンフィルタの設定」ダイアログが表
⽰され、個々のパターンフィルタを登録することができます

設定項目の詳細は以下の通りです。

オフセット パターンの⼀致を判定する位置(バイト列)を10進数で指定します。
0 以上 127 以下の数値で⼊⼒してください。

パターン フィルタリングするパターン⽂字列を16進数(HEX)で指定します。



マスク
フィルタに適⽤される「マスク」のパターン⽂字列を16進数(HEX)⽂字列で指定
します。
「マスク」を２進数で表⽰したときに "0" の桁は "don't care" になります。

「パターン」と「マスク」の指定⽅法

「マスク」を2進数で表⽰したときに "1" になる桁のビットが「パターン」と⼀致するものがフィルタ
リングされます。「マスク」を2進数で表⽰したとき "0" の桁は "don't care" です。
以下に具体的な指定例を挙げましたので、ご参照ください。

例１：特定の⽂字列でフィルタリングする

特定の⽂字列でフィルタリングしたい場合は、「マスク」のビットを全て "1" にしてください。指定
されたオフセットの位置にある⽂字列が「パターン」と⼀致するパケットがフィルタリングされま
す。

マスク  ＦＦ  １１１１ １１１１

パターン  ８７  １０００ ０１１１

フィルタリング  ８７  １０００ ０１１１

例２：末尾のビットでフィルタリングする

末尾のビットのみでフィルタリングしたい場合は、2進数表⽰で「マスク」の末尾だけが "1" となるよ
う、「マスク」のパターン⽂字列を「０１」に指定します。

マスク  ０１  ００００ ０００１

パターン  ０１  ００００ ０００１

フィルタリング   ―  ｘｘｘｘ ｘｘｘ１

フィルタリングされるパターンは「ｘｘｘｘ ｘｘｘ１」で、 "x" の桁が "0" と "1" のどちらであっ
てもフィルタリングされます。
この例では、16進数表⽰で２⽂字目が奇数のパケットがフィルタリングされます。

B-8. トンネルオプション

フィルタの登録画⾯でトンネルオプションのリンクをクリックすると、「トンネルオプション」ダイ
アログが表⽰され、アウターヘッダとインナーヘッダのどちらでフィルタリングを⾏うかを指定でき
ます。全てのヘッダを指定することも可能です。
選択後、「適⽤」ボタンをクリックしてください。選択が保存され、元のフィルタ登録画⾯に戻りま
す。

なお、IPフローフィルタでは「L4 header」でのフィルタリングは対象外です。



・アウターヘッダ

「アウターヘッダ」を選択すると、GTPv1-Uの「Outer L3/L4 header」とGTPv1-U以外の「L3/L4
header」でのフィルタリングが有効になります。

・インナーヘッダ

「GTPのインナーヘッダ」を選択すると、GTPv1-Uの「Inner L3/L4 header」でのフィルタリング
が有効になります。

・全てのヘッダ



「全てのヘッダ」を選択すると、GTPv1-Uの「Outer L3/L4 header」と「Inner L3/L4 header」、
GTPv1-U以外の「L3/L4 header」でのフィルタリングが有効になります。
なお、「全てのヘッダ」を指定した場合、「アウターヘッダ」や「インナーヘッダ」を指定したより
も、 IPフローフィルタやフローフィルタで指定できるIPアドレス数やポート数が少なくなる場合があ
りますのでご注意ください。



Appendix C. 統計値のCSVファイル

SYNESISではキャプチャレコードの１秒ごとの統計値をカンマ区切り (CSV) ファイルに保存し、ダ
ウンロードすることが出来ます。

ファイルに含まれる項目は以下の通りです。

タイムスタンプ

各項目はタイムスタンプの１秒前からタイムスタンプまでの統計値となり
ます。表⽰形式はyyyy/mm/dd hh:mm:ssです。
例えば00時00分00秒のデータは23時59分59秒以降から 00時00分00秒
になる直前までの１秒間の統計値になります。

ステータス
チャネルのリンク状態です。
未対応のモデルは "unkown" と表⽰されます。

使⽤率 回線の使⽤率を％で⽰した値です。

ビットレート １秒間に受信したビット数です。

パケットレート １秒間に受信したパケット数です。

バイト １秒間に受信したバイト数です。

パケット 受信したパケット数です。

ドロップ ドロップしたパケット数です。

ブロードキャスト ブロードキャストパケット数です。

マルチキャスト マルチキャストパケット数です。

ユニキャスト ブロードキャスト、マルチキャスト以外のパケット数です。

CRC※ CRCエラーのパケット数です。
フラグメントおよびジャバーは含みません。

フラグメント※ CRCエラーの内、64byte未満のパケット数です。

ジャバー※ CRCエラーの内、9018 byteより⼤きいパケット数です。

オーバーサイズ※ CRCエラー以外で、9018 byteより⼤きいパケット数です。

ラント※ CRCエラー以外で、64 byte未満のパケット数です。

※CRC〜ラントのエラーパケットの検出はモデル(アダプタ)によっては統計が取れません。その場合の統計値は
「N/A」と表⽰されます。
対応モデルはAppendix H. モデルによる違いを参照してください。



Appendix D. データソース

データソースは解析を実⾏したり、グラフや表にデータを表⽰させたりする時に、どのエージェント
(SYNESIS)のデータを対象とするかを指定する項目です。
通常は初期設定の「Default Agent」で固定されていますが、複数のエージェントを１画⾯のWebブ
ラウザで操作する リモート・エージェント機能を利⽤している際には、その中からデータソースとす
るエージェントを指定することができます。
２つのチャネルをグループ化し、特定のトラフィックの [IN] と [OUT] として扱うチャネルグループ
が設定されている場合は、チャネルグループが選択項目として表⽰されます。
どちらも設定されていない場合は、データソースは「Default Agent」に固定となります。

D-1. チャネルグループ

チャネルグループは、２つのチャネルをグループ化して扱う機能です。
外部ネットワークから内部システムへのIN, OUTそれぞれのトラフィックを別々のチャネルでキャプ
チャする場合に、その２つのチャネルをチャネルグループとして設定します。

チャネルグループとして登録すると、チャネル名はそれぞれチャネルグループ名に [IN] または 
[OUT] を付加した名前で表⽰されるようになります。



チャネルグループは使⽤環境に合わせて出荷時に設定されています。
追加・変更・削除をご希望の際には弊社までご連絡ください。

D-2. リモート・エージェント

リモート・エージェントは、Ethernetで接続されている複数のエージェント(SYNESIS)を１画⾯の
Webブラウザで操作する機能です。

リモート・エージェントが構成されていると、下図のようにツリービューに複数のエージェントが表
⽰されます。操作するエージェントを切り替える場合は、エージェント名のノードをクリックしてく
ださい。
 ①Default Agentをクリックすると、ワークスペースでDefault Agentの操作ができます。
 ②Remote Agentをクリックすると、ワークスペースでRemote Agentの操作ができます。



リモート・エージェントは使⽤環境に合わせて出荷時に設定されています。
追加・変更・削除をご希望の際には弊社までご連絡ください。



Appendix E. タイムサーバとのインテグレーション

SYNESISはNTPサーバと連携して、キャプチャしたパケットに正確なタイムスタンプを付与すること
ができます。また、別売の変換コネクタを使⽤することで、アダプタ(キャプチャカード)をタイム
サーバに連携させて、より⾼精度のタイムスタンプを付与することが可能になります。
PPS出⼒機能を持つタイムサーバや、PTPネットワークのGrandMasterが連携可能になります。

・NTPサーバとの時刻同期

TCP/IPネットワークを通してNTP(Network Time Protocol)サーバに問い合わせを⾏い、OSの時刻
を正確に調整します。
NTPサーバの選択と同期させる⼿順については11-15. 時刻同期を参照してください。

・PPS時刻同期

PPS(Pulse Per Second)信号は⼀秒毎の正確な間隔で出⼒されるパルス信号です。
アダプタをこのPPS信号と連携させ、OSから得られる時刻をより⾼精度に補正します。
ご利⽤になる場合は別売の変換コネクタをご購⼊ください。
設定の⼿順はE-1-1. PPS時刻同期の設定⼿順を参照してください。

・PTP時刻同期

PTP(Precision Time Protcol)時刻同期は、利⽤環境をLANに制限することで⾼精度な時刻同期を⾏う
ことが可能な同期⽅式です。
NTPサーバの精度が数ms(ミリ秒)オーダーの精度であるのに対し、PTPの精度は1μs(マイクロ秒)以
下で、より正確なキャプチャデータのタイムスタンプを得ることができます。

※"TS Clk" はキャプチャしたパケットのタイムスタンプに使⽤するTimeStampClockの略です。

利⽤環境はLANに限定されます。
接続された機器間で時刻情報を交換することで伝搬遅延を検出し、Grand Master Clock(GMC)から
配信される時刻を補正します。

ご利⽤になる場合は別売の変換コネクタ(TSA-PTP-RJ45/SMA)をご購⼊ください。
この変換コネクタを使ってアダプタをPTP ネットワークに接続し、 PTP Grand Master Clock(GMC)
と時刻同期させることができます。

設定の⼿順はE-1-2. PTP時刻同期の設定⼿順を参照してください。



・複数のアダプタを使⽤する場合の時刻同期

通常、SYS-8G2-HPRやSYS-80G2-HPRなどのアダプタを２枚以上使⽤したモデルでは、それぞれの
アダプタが別々にOSの時刻(OS clk)を参照し、パケットのタイムスタンプを打刻します。
（正確には、アダプタ⾃⾝が時刻を持ち、その時刻を別々にOS時刻に同期させています。）

「複数のアダプタ間の時刻同期オプション（別売）」をご使⽤いただくことで、アダプタ同⼠の時刻
を⾼精度に同期させることができます。内部でアダプタ間を物理的に接続して信号をやり取りし、
PPS時刻同期と同程度の精度でアダプタ0に対して他アダプタから時刻同期が⾏われます。
本接続・設定はオプションをご購⼊いただいた際の出荷時に⾏われるため、ユーザ側で変更を⾏う必
要はありません。

アダプタを２枚以上使⽤したモデルでPPS時刻同期、PTP時刻同期を⾏う場合は、本オプションを併
せてご使⽤ください。
アダプタ0が変換アダプタを経由してPPSまたはPTPで外部タイムサーバに時刻同期し、それ以外のア
ダプタはアダプタ0に対して時刻同期を⾏います。



SYNESISに取り付けられたアダプタ番号については、以下のページをご参照ください。

SYS-8G2-HPR
SYS-80G2-HPR

E-1. 準備と作業⼿順

PPS時刻同期とPTP時刻同期を⾏う際には、アダプタの設定ファイルを編集します。

操作はコンソールまたは外部PCから操作を⾏うことができます。
外部PCから操作する場合には、以下のソフトウェアがインストールされたPCをご⽤意ください。

OS: Windows 7、Windows 10
Mozilla Firefox 28.0以降、Internet Explorler 11
フリーソフトウェアTeraTerm （バージョン4.91推奨）

設定作業の主な流れは以下の通りです。

1) NTPサーバの設定を確認します。

2) コンソールまたはTeraTermでSYNESISにログインします。

3) ブラウザでSYNESISの管理画⾯にアクセスし、Netkeeperプロセスを停⽌します。

4) アダプタの設定ファイルのバックアップを作成します。

5) アダプタの設定ファイルを編集し、変更を反映させます。

6) NetKeeperプロセスを再起動させます。

※キャプチャを実⾏中の場合、作業の途中でキャプチャが停⽌しますのでご注意ください。

PPS時刻同期とPTP時刻同期の設定⼿順は下記を参照してください。

E-1-1.PPS時刻同期の設定⼿順
E-1-2.PTP時刻同期の設定⼿順

アダプタの時刻同期の設定を元のOS時刻同期に戻したい場合は、設定変更時に作成した設定ファイル
のバックアップファイルを使⽤します。
詳細はE-2. 設定の切り戻しを参照してください。



E-1-1. PPS時刻同期の設定⼿順

アダプタの時刻同期ポートを使って、PPS時刻同期を⾏うことが可能です。
ご利⽤になる場合は別売の変換コネクタをご購⼊ください。

なお、PPS信号による補正が⾏われるのは後述の "pps̲os̲toyo" を実⾏中のみとなります。
PPS時刻同期使⽤時には下記⼿順 15）以降を毎回実⾏してください。 実⾏していない場合は、NTP
のみによる時刻同期が⾏われます。

複数のアダプタを搭載したモデルでは、アダプタ0に変換コネクタを接続してください。
具体的な設定⼿順は以下の通りです。

1) アダプタに変換コネクタを接続し、SMAコネクタからPPS信号を⼊⼒してください。

2) NTPサーバの設定を確認します。「構成」メニュー の「時刻同期」を選択してください

3) PPS時刻同期は、NTPで時刻同期したOSの時刻とPPS信号を共に使⽤するため、NTPサーバの設定
が必要となります。
NTPサーバを設定した上で、画⾯左上のON/OFFボタンが になっていることを確認して
ください。 OFFになっている場合はボタンをクリックして、ONに切替えてください。

4) TeraTermまたはコンソールからTerminalを起動します。
以下はTeraTermから操作する場合の例になります。



5) TCP/IPの「ホスト(T)」欄にSYNESISのIPアドレスを⼊⼒して、「OK」ボタンをクリックしてく
ださい。(他の項目はデフォルトのまま変更しません。)

6) OSのユーザ名とパスワードの⼊⼒を求められますので、OSのユーザ名とパスワード(初期設定では
synesis/admin)を⼊⼒してください。
SYNESISにSSHで接続されます。

7) ブラウザを起動し、"https://[SYNESIS IP]/mgmt/" からSYNESIS管理画⾯にアクセスします。
管理画⾯のユーザ名とパスワードの⼊⼒を求められますので、ユーザ名とパスワード(初期設定で



はadmin/synesis1)を⼊⼒してください。

8) NetKeeperサービスの「Stop」ボタンをクリックしてください。
※NetKeeperを停⽌すると、実⾏中のキャプチャは停⽌します。

9) NetkeeperのProcess IDが「n/a」に、「Stop」ボタンが緑の「Start」ボタンに変わったことを
確認してください。 NetKeeperが停⽌すると、VPEyesプロセスも同時に停⽌します。

10) アダプタの設定ファイル "/opt/napatech3/config/ntservice.ini" のバックアップファイルを、  
"ntservice.ini.org" というファイル名で作成します。
TeraTermまたはコンソール上のTerminalで下記のコマンドを実⾏してください。

$ sudo cp /opt/napatech3/config/ntservice.ini /opt/napatech3/config/ntservice.ini.org

11) アダプタの設定ファイルを開きます。

$ sudo vi /opt/napatech3/config/ntservice.ini

12) 設定ファイルの [TimeSyncConnectorExt1] の項目を [PpsIn] に変更してください。
    【変更前】

TimeSyncConnectorExt1 = NttsIn      # None - NttsIn* - PpsIn - NttsOut - PpsOut -
RepeatInt1 - RepeatInt2

    【変更後】

TimeSyncConnectorExt1 = PpsIn       # None - NttsIn* - PpsIn - NttsOut - PpsOut
- RepeatInt1 - RepeatInt2



※アダプタが2枚以上の場合は[Adapter0]と[Adapter1]の設定箇所がありますので、[Adapter0]に対してのみ変
更を⾏ってください。

13) 下記のコマンドを実⾏し、アダプタの設定の変更を反映させます。

$ sudo /opt/napatech3/bin/ntstop.sh
Stopping NTService (this may take a while)
NTService stopped                 [Done]
$ sudo /opt/napatech3/bin/ntstart.sh
Starting NTService (this may take a while)     [Done]

14) SYNESIS管理画⾯にアクセスし、NetKeeperサービスの「Start」ボタンをクリックします。

15) 下記コマンドを実⾏し、OSから取得した時刻をPPS信号で補正するようにします。
※本⼿順はPPS時刻同期を⾏う場合、毎回実⾏する必要があります。
 PPS時刻同期を開始すると、実⾏中のキャプチャは停⽌します。

$ sudo /usr/local/synesis/synesis̲tools/PPS/pps̲os̲toyo

  A) 以下のメッセージが表⽰されます。

PPS signal found on adapter 0
0: PPS not in SYNC: UTC Time : Thu 20-Apr-2017 05:19:18.000171290  
ClockSkew   :      171298 nano seconds
  :    171298 nano seconds

  B) "ClockSkew”が0 nano seconds付近に落ち着くまで待ちます。

PPS signal found on adapter 0
0: PPS in SYNC: UTC Time : Thu 20-Apr-2017 05:22:06.000000000   
ClockSkew   :           0 nano seconds

16) タイムサーバとSYNESISが同期した後は、通常通りキャプチャを実⾏することができます。
キャプチャの開始⽅法は3-3-1-1. キャプチャの開始・終了を参照してください。

17) Ctrl-Cを押下し、/opt/napatech3/bin/pps̲osコマンドを終了させると同期は停⽌します。



E-1-2. PTP時刻同期の設定⼿順

アダプタ(キャプチャカード)の時刻同期ポートを使って、PTP時刻同期を⾏うことが可能です。
ご利⽤になる場合は別売の変換コネクタをご購⼊ください。
下記の⼿順に従って操作を⾏ってください。

1) アダプタに変換コネクタを接続し、RJ45コネクタをPTPネットワークに接続してください。

2) NTPサーバの設定を確認します。「構成」メニュー の「時刻同期」を選択してください。

3) PTP時刻同期ではNTPサーバを使⽤しません。
画⾯左上のON/OFFボタンが になっていることを確認してください。
ONになっている場合はボタンをクリックして、OFFに切替えてください。

4) TeraTermまたはコンソールからTerminalを起動します。
以下はTeraTermから操作する場合の例になります。



5) TCP/IPの「ホスト(T)」欄にSYNESISのIPアドレスを⼊⼒して、「OK」ボタンをクリックしてく
ださい。(他の項目はデフォルトのまま変更しません。)

6) OSのユーザ名とパスワードの⼊⼒を求められますので、OSのユーザ名とパスワード(初期設定では
synesis/admin)を⼊⼒してください。
SYNESISにSSHで接続されます。

7) ブラウザを起動し、"https://[SYNESIS IP]/mgmt/" からSYNESIS管理画⾯にアクセスします。
管理画⾯のユーザ名とパスワードの⼊⼒を求められますので、ユーザ名とパスワード(初期設定で



はadmin/synesis1)を⼊⼒してください。

8) NetKeeperサービスの「Stop」ボタンをクリックしてください。
※NetKeeperを停⽌すると、実⾏中のキャプチャは停⽌します。

9) NetkeeperのProcess IDが「n/a」に、「Stop」ボタンが緑の「Start」ボタンに変わったことを
確認してください。 NetKeeperが停⽌すると、VPEyesプロセスも同時に停⽌します。

10) アダプタの設定ファイル "/opt/napatech3/config/ntservice.ini" のバックアップファイルを、  
"ntservice.ini.org" というファイル名で作成します。
TeraTermまたはコンソール上のTerminalで下記のコマンドを実⾏してください。

$ sudo cp /opt/napatech3/config/ntservice.ini /opt/napatech3/config/ntservice.ini.org

11) アダプタの設定ファイルを開きます。

$ sudo vi /opt/napatech3/config/ntservice.ini

※アダプタが2枚以上の場合は[Adapter0]と[Adapter1]の設定箇所がありますので、[Adapter0]に対してのみ以
下の変更を⾏ってください。

12)  [TimeSyncReferencePriority] の項目を [PTP, FreeRun] に変更してください。
    【変更前】

[Adapter0]
TimeSyncReferencePriority = Ext1, OSTime # FreeRun* - PTP - Int1 - Int2 - Ext1 -
OSTime

    【変更後】



[Adapter0]
TimeSyncReferencePriority = PTP, FreeRun # FreeRun* - PTP - Int1 - Int2 - Ext1 -
OSTime

13) PTP通信⽤アドレスに固定IPアドレスを使⽤する場合は、[PtpDhcp] を [DISABLE] に変更して、
[PtpIpAddr]、 [PtNetMask]、[PtpGw]に実際に使⽤する固定IPアドレスを⼊⼒してください。

    【変更前】

[Adapter0]
PtpDhcp = ENABLE     # DISABLE - ENABLE*

    【変更後(設定例)】

[Adapter0]
PtpDhcp = DISABLE       # DISABLE - ENABLE*
PtpIpAddr=192.168.1.2      # IP address
PtpNetMask=255.255.0.0     # IP address
PtpGw=192.168.1.1       # IP address

14) 使⽤したいPTP Profileに合わせた設定を反映させます。
対応しているProfileは "Default" と "Telecom" です。
 ・PTP Default profile (profile Id: 00-1B-19-00-01-00)
 ・Telecom profile (profile Id: 00-19-A7-00-01-00)

    【変更前】

[Adapter0]
PtpProfile = Default           # Default* - Telecom - Power

    【変更後】
  A) Default、マルチキャストで通信する場合の設定

[Adapter0]
PtpProfile = Default           # Default* - Telecom - Power
PtpClockDomain = 0           # 0 .. 128

  B) Default、ユニキャストで通信する場合の設定例

[Adapter0]
PtpProfile = Default           # Default* - Telecom - Power
PtpClockDomain = 0           # 0 .. 128
PTPUnicastMasterAddr1 = 0.0.0.0    # IP Address

  C) Telecomで通信する場合の設定例

[Adapter0]
PtpProfile = Default           # Default* - Telecom - Power
PtpClockDomain = 4           # 4 .. 23
PTPUnicastMasterAddr1 = 0.0.0.0    # IP Address

※上記の値は実際の環境に合わせて書き換えてください。
※ユニキャスト通信時に記⼊する“PTPUnicatMasterAddr1”はGrandMasterのIPアドレスです。



15) SYNESISのOSの時刻をPTP同期したアダプタの時刻に同期させます。
[System] 内の [TimeSyncOsTimeRefernce] の項目を "adapter-0" に変更してください。

    【変更前】

[System]
TimeSyncOsTimeReference = None # None* - adapter-0 - adapter-1 - adapter-2 -
adapter-3 - adapter-4 - adapter-5 - adapter-6 - adapter-7

    【変更後】

[System]
TimeSyncOsTimeReference = adapter-0 # None* - adapter-0 - adapter-1 - adapter-2 -
adapter-3 - adapter-4 - adapter-5 - adapter-6 - adapter-7

16) 下記のコマンドを実⾏し、アダプタの設定の変更を反映させます。

$ sudo /opt/napatech3/bin/ntstop.sh
Stopping NTService (this may take a while)
NTService stopped                 [Done]
$ sudo /opt/napatech3/bin/ntstart.sh
Starting NTService (this may take a while)     [Done]

17) 時刻同期が正常になされていることを確認します。下記コマンドを実⾏してください。

$ sudo /opt/napatech3/bin/monitoring

18) アダプタの使⽤状況を確認するためのツールが起動します。
[Shift]+x キーを押下して画⾯を切り替えてください。

19) Current referenceが "PTP" になっていれば成功です。
アダプタが複数ある場合には、Adapter 0のみCurrent referenceが "PTP" になります。



20) SYNESIS管理画⾯にアクセスし、NetKeeperサービスの「Start」ボタンをクリックします。

この後は、通常通りキャプチャを実⾏することが可能です。
キャプチャの開始⽅法は3-3-1-1. キャプチャの開始・終了を参照してください。
この設定を⾏った後は、SYNESISを再起動した場合もPTP時刻同期の設定が適⽤されます。
設定前に戻したい場合はE-2. 設定の切り戻しの⼿順を実⾏してください。



E-2. 設定の切り戻し

アダプタの時刻同期の設定を元のOS時刻同期に戻したい場合は、設定変更時に作成した設定ファイル
のバックアップファイルを使⽤します。

1) ブラウザを起動して、"https://[SYNESIS IP]/mgmt/" からSYNESISの管理画⾯にアクセスし、
NetKeeperサービスの「Stop」ボタンをクリックしてください。

2) NetkeeperのProcess IDが「n/a」に、「Stop」ボタンが緑の「Start」ボタンに変わったことを
確認してください。

3) SSHまたはコンソールでログインしてください。

4) PPS時刻同期⽤pps̲osが実⾏中であれば、停⽌させてください。PTP時刻同期を使⽤している場合
は不要です。

5) 以下のコマンドでバックアップした設定ファイルをリストアします。

$ sudo mv /opt/napatech3/config/ntservice.ini.org /opt/napatech3/config/ntservice.ini

6) 以下のコマンドでアダプタの設定を反映させます。

$ sudo /opt/napatech3/bin/ntstop.sh
Stopping NTService (this may take a while)
NTService stopped                [Done]
$ sudo /opt/napatech3/bin/ntstart.sh
Starting NTService (this may take a while)    [Done]



7) アダプタの時刻同期の設定がOS時刻同期に戻っていることを確認します。
下記コマンドを実⾏してください。

$ sudo /opt/napatech3/bin/monitoring

8) アダプタの使⽤状況を確認するためのツールが起動します。
[Shift]+x キーを押下して画⾯を切り替えてください。

9) Current referenceが "OsTime" になっていることを確認します。
アダプタが複数ある場合には、Adapter 0のみCurrent referenceが "OsTime" になります。

10) SYNESIS管理画⾯にアクセスし、NetKeeperの「Start」ボタンをクリックします。

11) 必要に応じて、OSとNTPサーバとの同期を再開させます。
詳細は11-15. 時刻同期を参照してください。



Appendix F. SYNESISのディスク構成

SYNESIS内部のディスク領域は3つに分かれています。それぞれの名称は「パケットデータ領域」、
「OS・統計解析データ領域」、「データバンク領域」です。

F-1. パケットデータ領域

この領域には、下記のデータが保存されます。

アダプタ（キャプチャカード）でキャプチャしたパケット
パケットデータのインデックス情報

実際のファイルパスは /pvc/data/packetdbN/ (N = 1, 2, …) です。
パケットデータ領域の全容量および使⽤量は、エージェント・ワークスペースのレコード・タブ上の
「ストレージ情報」ボタンをクリックすることでご確認いただけます。
詳細は3-3-2-7. ストレージ情報を参照してください。

F-2. OS・統計解析データ領域

この領域には、下記のデータが保存されます。

出荷時にインストールされたOSおよびアプリケーションデータ
キャプチャしたパケットのDLC統計データ、およびMFA解析・APM/NPM解析・マイクロバースト
解析データ

SYNESISを継続して使⽤すると統計・解析データの容量が増加し、動作に影響を与える場合がありま
す。それを防ぐため、出荷時にはデータベースのエイジアウト機能が有効になっています。
詳細は11-7. 解析の「データベースのエイジアウトを有効にする」を参照してください。

F-3. データバンク領域

この領域には、下記のデータが保存されます。

トレース保存時に保存先フォルダとしてビルトインフォルダを指定したトレースファイル
トレースファイル・タブ の「トレースバンカー」にアップロードされたトレースファイル
⾃動保存(デフォルト設定)で作成されたトレースファイル
バックアップ機能で作成されるバックアップデータ
統計のエクスポートで作成したCSVファイル



レポート・メニューで作成されたレポートファイル

実際のファイルパスは /pvc/data/databank です。
データバンク領域の全容量および使⽤量は、トレースファイル・タブのビルトインファイル・タブに
表⽰されている「ディスク容量情報」でご確認いただけます。
詳細は3-3-4-1. ビルトインファイル・タブを参照してください。



Appendix G. 使⽤するポートの⼀覧

以下の各表に⽰されたポートがSYNESISで使⽤しているポートです。
通信に制限を掛ける場合にはご注意ください。

G-1. SYNESISで使⽤するポート

SYNESISでは管理ポート(eno1〜4)を介した通信に以下のポートを使⽤しています。
記載のないポートについては、SYNESIS上のFirewallにて遮断されています。

22 不可 リモートからSSHで接続する際に使⽤します。

80 可能 SYNESISのWebアプリケーションで使⽤します。
ただし、"https://〜"(ポート番号 443)へ強制的にリダイレクトされます。

443 不可 SYNESISのWebアプリケーションで使⽤します。

1311 可能
Open Manage Server Administrator で使⽤します。
このポートは SYNESIS Distributed のみ使⽤します。
SYNESIS Portable では使⽤しません。

3389 可能 リモートデスクトップで使⽤します。

※1 ポートの開閉は管理ポート(eno1〜eno4)に対してのみ可能です。

G-2. SYNESIS内部でのみ使⽤しているポート

SYNESISでは内部(loopback)での通信に以下のポートを使⽤しています。

 3000 SYNESIS Admin Management Pageで使⽤します。

 5432 PostgreSQLデータベースへのアクセスに使⽤します

 5433-5435 バックアップを作成する際に、PostgreSQLデータベースへのアクセスに使
⽤します。

 8080 SYNESISのWebアプリケーションで使⽤します。

 8443 AA解析のサービスで使⽤します。AA解析対応モデルでのみ使⽤します。

 9010 SYNESISのプロセス間通信(thrift)で使⽤します。

 9012 SYNESISのエージェントプロセスを監視する⽤途(VPEyes)で使⽤します。

 9013-9014
バックアップを作成する際に、エージェントプロセスを監視する⽤途
(VPEyes)で使⽤します。

 9050-9059 Decodeサービスの通信で使⽤します。

 9090 SYNESISのプロセス間通信(mvp)で使⽤します。



 9999 Remote monitoring JVMで使⽤します。

G-3. DistributedモデルのiDRACとの通信に使⽤するポート

Distoributed モデルではiDRACとの通信に、以下のポートを使⽤しています。

 22 リモートからSSHでiDRACに接続する際に使⽤します

 80
iDRACのWebアプリケーションで使⽤します。
ただし、"https://〜"(ポート番号 443)へ強制的にリダイレクトされます。

 443 iDRACのWebアプリケーションで使⽤します

 5900 iDRACの仮想コンソールで使⽤します。



Appendix H. モデルによる違い

SYNESISはモデルによって対応する機能や性能が異なります。
モデルごとの機能や性能を、以下の表でご確認いただけます。

ラック
マウント

SYS-2G-ER2 4 × △※ × ○

SYS-4G-R 4 ○ ○ × ○

SYS-10G-ER 4 × △※ × ×

SYS-8G2-HCR 12 ○ ○ × ○

SYS-20G-HPR2 12 ○ ○ ○ ×

SYS-40G-HPR2 12 ○ ○ ○ ×

SYS-80G2-HPR2 12 ○ ○ ○ ×

SYS-100G-HPR2 12 ○ ○ × ×

ポータブル

SYS-2G-EP2 4 × △※ × ○

SYS-4G-HPP 4 ○ ○ × ○

SYS-10G-EP 4 × △※ × ×

SYS-20G-HPP2 4 ○ ○ × ×

SYS-40G-HPP2 4 ○ ○ × ×

SYS-80G-HPP2 12 ○ ○ × ×

SYS-100G-HPP2 12 ○ ○ × ×

※保存フィルタの１機能であるエラーフィルタが使⽤できません。



Appendix I. 100M固定リンクの切替え⼿順

SYNESISでは、通常オートネゴシエーションによって回線速度が決定されますが、 100M/1Gbpsの
リンクスピードに対応したキャプチャポートを100M固定の設定に切り替えることができます。
ご使⽤の際にはI-1. 100M固定リンクの設定⼿順に従って設定を変更し、リンク状態を確認、統計値
の使⽤率の計算での分⺟(100％の基準)として使⽤される「ラインスピード」を変更してください。

なお、この機能がご使⽤いただけるのはキャプチャパフォーマンス1Gのアダプタのみです。

I-1. 100M固定リンクの設定⽅法

固定リンクを切り替えるには、SYNESISのターミナルからコマンドを送信し、アダプタ(キャプチャ
カード)の設定を変更します。
⼿順中ではターミナルを使⽤していますが、TeaTermなどSSHによる操作も可能です。

1) SYNESISのアダプタ(キャプチャカード)にSFPモジュールを装着してください。
※SFPモジュールを取り外すと、設定した固定リンクは解除されます。

2) SYNESISのシステムにログインし、デスクトップの左上に位置する検索アイコン をクリックし
ます。

3) 検索ウィンドウに「Terminal」と⼊⼒し、検索結果で表⽰されるターミナル(端末)アイコンをク
リックして、ターミナル・ウィンドウを開きます。

4) 起動したターミナルで、以下のコマンドを⼊⼒します。

$ /opt/napatech3/bin/config --cmd set --port [ポート番号] --autoneg off --speed 100M

※ポート番号は0から始まる整数値で、チャネルAが0、チャネルBが1、… に対応しています。

例えば、チャネルAを100Mの固定リンクにする場合は、下記のコマンドを⼊⼒します。

$ /opt/napatech3/bin/config --cmd set --port 0 --autoneg off --speed 100M

5) ⼊⼒後、以下のようなメッセージが表⽰されることを確認してください。

Setting manual speed for port 0 to (2) 100M
Setting auto negotiation for port 0 to (1) off

固定リンク設定後、I-2. リンク状態の確認の⼿順に従い、正しく指定したリンクスピードでリンクし
ているか、リンク状態を確認してください。
ネットワークカードからSFPモジュールを取り外すと、設定した固定リンクは解除されます。



I-2. リンク状態の確認

リンクしているか否かはSYNESISの操作画⾯から確認できます。
ブラウザを起動してSYNESISにアクセスしてください。画⾯右上に各チャネルのリンク状態が表⽰さ
れますので、固定リンクを指定したチャネルの表⽰が●になっていることを確認してください。

リンクしていない場合は●に表⽰されますので、ケーブルの接続を確認してください。
リンクが確認できましたら、以下の⼿順でモニタリング・ツールを起動して、実際に設定されている
リンクスピードを確認してください。

1) ターミナルを起動し、以下のコマンドを⼊⼒してください。

$ /opt/napatech3/bin/monitoring

2) 以下のモニタリング・ツールが起動し、チャネルAから順に、1⾏ごとに各チャンネルのステイタス
が表⽰されます。

3) 上図の⾚枠で⽰される部分がリンク状態を⽰しています。



リンクしている場合はその速度が表⽰されますので、指定した速度でリンクしていることを確認し
てください。リンクしていない場合は "Down" と表⽰されます。

モニタリング・ツールで確認する項目は以下の通りです。

P ポート番号です。ポート0がチャネルA、ポート1がチャネルBになります。

Type
ポートに取り付けられているSFPの種類が表⽰されます。
何も取り付けられていない場合は、"Empty" と表⽰されます。

Link リンク状態が表⽰されています。リンクされている場合は、その速度が表⽰
されます。リンクしていない場合は "Down" と表⽰されます。

キーボードの "q" を押下すると、元のターミナル画⾯に戻ります。

I-3. ラインスピードを変更する⽅法

100Mの固定リンクの指定に伴い、「ラインスピード」（統計値、およびマイクロバーストの使⽤率
の計算で100％の基準として使⽤される値)を変更する必要があります。
固定リンクの切替えを⾏った際には、キャプチャを開始する前に「キャプチャオプション」の「ライ
ンスピード」を変更してください。
具体的な作業⼿順は以下の通りです。

1) 「エージェント」メニューの「概要タブ」に移動してください。

2) 「オプション」ボタンをクリックしてください。
キャプチャオプションダイアログが表⽰されますので、チャネル設定タブを選択します。

3) 「チャネル設定を⼿動で変更する」にチェックマークを付けてください。
各チャネルの「ラインスピード」が変更できるようになります。



4) 固定リンクを指定したチャネルに、指定したラインスピードを⼊⼒してください。

5) ダイアログ右下の「適⽤」ボタンをクリックしてください。

指定した「ラインスピード」を分⺟として、使⽤率が計算されるようになります。
詳細は3-3-1-2-5. チャネル設定オプションを参照してください。

I-4. 固定リンクを解除する⽅法

アダプタからSFPモジュールを取り外すと、ポートの設定は初期状態に戻り、設定した固定リンクも
解除されます。
その他、初期状態で有効だった「Auto Negotiation」を再度有効にすることで、固定リンクを解除す
ることも可能です。「Auto Negotiation」を有効にする⼿順は以下の通りです。

1) ターミナルを起動し、以下のコマンドを⼊⼒してください。

$ /opt/napatech3/bin/config --cmd set --port [ポート番号] --autoneg on

2) 以下のようなメッセージが表⽰されることを確認してください。

Setting auto negotiation for port 0 to (2) on

例えば、ポートAをAuto Negotiation有効に戻す場合は、以下のコマンドを⼊⼒します。

$ /opt/napatech3/bin/config --cmd set --port 0 --autoneg on



問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせ先は以下の通りです。

営業的なお問い合わせ

資料請求・価格・納期・オプション追加・打ち合わせ/デモ依頼・保守更新など

(株) 東陽テクニカ 情報通信システムソリューション部
TEL：03-3245-1250
FAX：03-3246-0645
E-mail：synesis-sales@toyo.co.jp
受付時間: 平⽇ 9:30〜17:30 (⼟⽇、祝⽇、年末年始および弊社指定休業⽇を除く)

https://www.synesis.tech/

技術的なお問い合わせ

操作/設定⽅法・各種調査・ハードウェア異常など

(株) 東陽テクニカ 技術部 SYNESISサポートグループ
TEL：03-3279-0771(代表) 03-3245-1107(直通)
FAX：03-3246-0645
E-mail：synesis-support@toyo.co.jp
受付時間: 平⽇ 9:30〜17:30 (⼟⽇、祝⽇、年末年始および弊社指定休業⽇を除く)

いずれの場合も、電話にてご連絡の際は、「SYNESIS担当」とお申し付けください。


