
企業の全ネットワークトラフィックを可視化

ネットワークサービスのパフォーマンスとユーザーの満足
度は、ビジネスの成功や生産性にとって欠かせません。
Allot 社のビジネス分析ツールは、企業ネットワークの利
用状況データから有意義なビジネスインテリジェンスを引
き出し、目標の実現に向けた適切なビジネスの意思決定
を可能にします。

Allot ClearSee Network Analytics には、企業ネットワー
クで起きていることをすべて把握して理解するための完全
なツールキットが含まれています。そのため、IT チームは
迅速に行動できるようになり、あらゆる規模のネットワー
クで運用の向上、高速化、安全性の強化を図ることがで
きます。

ClearSee Network Analytics
Allot SmartNW

Allot ClearSee Network Analytics は、ネットワークビジネスインテリジェンスを実現する革新的なソリューションを企業に提供します。
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Allot Data Science Services によるカスタマイズ

Allot Service Gateways によるデータ収集から ClearSee 

によるビジネス分析まで、完全なバリューチェーンが提供
されるため、さまざまなアプリケーション、ユーザー、デバ
イス、エクスペリエンスの質（QoE）、セキュリティデータ
をリアルタイムに記録できます。

セキュリティチームや IT チームは、可視性が向上すること
で、ネットワークサービスやパフォーマンスの保証や保護の
方法について必要な見極める力を得ることができます。

Enterprise-wide Visibility of All Network Traffic

Network service performance and user satisfaction 

are critical to business success and productivity. With 

Allot business analytics, you get meaningful business 

intelligence from your company’s network usage data, 

and the ability to make the right business decisions to 

achieve your goals. 

Allot ClearSee Network Analytics includes a complete 

toolkit for seeing and understanding everything that is 

happening on your company network. As a result, your 

IT team can act faster and more decisively to make any 

size network operate better, faster, and safer.

ClearSee Network Analytics
Allot SmartNW

See. Control. Secure.

Allot ClearSee Network Analytics provides enterprises with a breakthrough solution for network business intelligence
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Customized by Allot Data Science Services

Providing you the full value chain from data collection 

with Allot Service Gateways, up to business analytics 

with ClearSee, you get a rich variety of application, user, 

device, quality of experience (QoE), and security data 

records in real-time. 

This increased visibility provides Security and IT teams 

with the necessary insights on how to assure and 

protect network services and performance. 



機能

ネットワーク型のビジネスを運営している方でも、企業ネットワークを運用している方でも、Allot のビジネス分析を活用
すれば、ネットワークやユーザーとアプリケーションの動作を深く理解することができます。

弊社の実績では、お客様が ClearSee ソリューションを導入すれば、ネットワークやビジネスの分析を

行い、価値を生み出す新しい革新的な方法を見つけることができます。たとえば、ある全世界に店舗展

開をする小売り事業者は、Allot の Service Gateway と ClearSee を使い、データセンターから千以上

の店舗へのトラフィックを一元監視、コントロールしています。会計取引向けや業務コラボレーションの

アプリの最適化に加え、店舗内でのお客様のオンラインでの行動も確認しています。購買パターンから

商機を見つけ、その情報を活用してターゲットを絞った関連性の高い宣伝を行っています。

理解を深め、ビジネスに欠かせない見極める力を得る

ClearSee Network Analytics

Allot ClearSee は、ネットワーク運用とセキュリ
ティの機能の両方を提供し、ユーザーやアプリ
ケーションの動作を追跡することで、ネットワー
クの健全性を維持します。これは BYOD やシャ
ドウ IT の時代において欠かせない機能です。
たとえば、以下のような方法でネットワークの
不正利用や不必要なリスクを特定できます。

 o ストリーミング加入者による VOD（Netflix 

など）などの遊びや個人的利用によるネッ
トワークリソースの不正利用を特定

 o セキュリティ検知から逃れるために利用さ
れる可能性があるプライベート VPN の利
用を特定

 o 海賊版コンテンツや「ライセンスフリー」
ソフトウェアによるマルウェアの混入の
可能性が伴う P2P アプリの利用を特定

 o 暗号マイニングなどのアプリを識別し、
サーバーの危険性や企業リソースへの不
正アクセスを特定

企業の IT スタッフは、視覚的なレポートや
ネットワークトラフィック、オンライン活動、
異常なトラフィック量の分析、そしてその原
因をピンポイントで示す情報から、鋭い洞
察力を得ることができます。たとえば、慢性
的に輻輳が生じている回線について、どの
アプリケーションやデバイスが帯域幅を消費
しているかをリアルタイムにレポートします。
また、履歴分析を使い、時間によるトラフィッ
クの傾向やネットワークのパフォーマンスに
与える影響を把握することもできます。アプ
リケーションごとの帯域幅の消費量や利用
状況、ユーザーやサイト、QoE などの重要
な統計情報でまとめた日次や週次のレポー
トから、IT チームが問題がある領域を把握
し、すぐに対処することができます。

IT 管理者は、企業ネットワーク全体を一元
的に確認できるため、ビジネスの目標を満
たすためのさらに優れたトラフィック管理ポ
リシーを定義し、社員の生産性を維持するこ
とができます。ビジネス分析により、業務基
盤への投資やアップグレードがいつどこで必
要になるかなど、情報やデータに基づいた
意思決定が可能になります。ClearSee の 

Web ベースのダッシュボードは、各種デバ
イスを使用してどこからでも参照できます。

ClearSee Network Analytics



Allot ClearSee は、企業ネットワークの利用状況データを非常に簡単かつ効率よく分析できる完全なツールキットを提供します。
必要とされる以下のような重要なツールを、すべて 1 つの画面にまとめています。

　o リアルタイムネットワーク監視

　o ネットワーク測定

　o セルフサービス型レポート

リアルタイム監視
Allot のリアルタイム監視ダッシュボードを使うと、ネットワーク
とアプリケーションの利用状況をリアルタイムで視覚化できます。
異常なネットワーク活動は、ライブパフォーマンス測定によって
わずか数秒で報告されます。定義したポリシー適用要素に従っ
たトラフィックも、アプリケーション別、社員別、場所別、リン
ク別にリアルタイム表示されます。このように細かく表示される
ので、簡単にリアルタイム活動を追跡し、適用ポリシーに関連
する個々のユーザー、リモートの場所、WAN リンク、アプリケー
ションその他の要素に関連する問題のトラブルシューティングを
行うことができます。さらに、ライブダッシュボードビューをカス
タマイズし、厳密な要件やビジネス上の優先事項に対処するこ
ともできます。

分析領域 レポーティングダッシュボード

ネットワーク リアルタイム正常監視、輻輳分析、輻輳時間帯、ピーク期間、

アプリケーションの利用状況/頻度、プロトコルの利用状況

など

ユーザー アプリの利用状況、デバイスの利用状況、コンテンツの利

用状況、動画および VoIP の利用状況、QoE 測定など

エクスペリエンス アプリ/サブスクライバ/デバイスごとのトップコンテンツ、トッ

プ使用者、トップ Web アプリ、動画および HTTP の QoE 

など

セキュリティ セキュリティダッシュボード表示 Web 活動、脅威イベント、

ブロックされたターゲット

ネットワーク測定ダッシュボード

豊富な見極める力をもたらす 
ネットワーク測定
Allot ClearSee のレポーティングダッシュボードを使うと、最も問題視され
るネットワークやユーザの活動を IT 管理者が簡単に測定して視覚化できま
す。ダッシュボードのレポートは相互に連携し合っており、インタラクティ
ブに操作できます。1 つのレポートのデータフィールドをドリルダウンしたり
変更したりすると、ダッシュボード内の別のレポートの表示が即座に更新
されます。また、個々のレポートやダッシュボードは簡単にカスタマイズで
きます。レポーティングダッシュボードは、ネットワーク、ユーザー、エク
スペリエンス、セキュリティなど、すべてのネットワーク管理者に関連のあ
る領域に分類されています。

機能

強力に威力を発揮するセルフサービス型分析

Allot Real-Time Monitor Dashboard

ClearSee Network Analytics
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データサイエンスサービス
Allot Data Science Service のエキスパートが、適切なデータセットを識
別、取得し、独自の分析に必要となる具体的なユースケース用にレポート
をカスタマイズする方法を支援します。専門知識と経験に基づいて適切な
データセットを集計し、カスタムレポートを生成し、ネットワーク利用状況
に関する重要な見極める力をすばやく提供するカスタムダッシュボードを構
築できるため、時間と費用を節約することができます。

サイジング
Allot ClearSee Network Analytics のソフトウェアとハードウェアのパッ
ケージは、中小企業や大企業、データセンター、クラウドサービスプロバ
イダ向けのデータ収集とエクスポートをサポートするように設計されたノー
ド構成で購入することもできます。システムは高いスケーラビリティを備え、
キャリアのネットワークや数百万のエンドポイントをサポートするように設計
されています。
Allot ClearSee ソフトウェアは物理マシンにも仮想マシンにもインストール
できます。仮想エディション、個々のサイジング、インストール要件の詳細
については、弊社の営業担当にご相談ください。

セルフサービス型データマイニング

Allot ClearSee Network Analytics なら、あらかじめ定義されたレポー
トや固有のデータ分析手法に制限されることはありません。新たな要件
が登場したり、新たなデータ情報が提示されたりしても、セルフサービ
ス型分析モジュールが複雑なビジネスの問題に対する疑問をモデリング
して回答を見つけられるよう支援します。たとえば、SLA 検証ダッシュボー
ドでは、コラボレーションや Web 会議、財務取引、CRM やクラウドベー
スのサービスなどのビジネスクリティカルなアプリケーションで許容可能
な QoE を維持し、社員の満足度を保ちます。

セルフサービス型モジュールは誰でも簡単に使えますが、多様かつ詳細
で正確なソースデータにアクセスできる経験豊富なアナリスト向けの優れ
たツールでもあります。カスタムでアドホックな分析とレポートの作成に、
ソフトウェアの開発やアップグレードは不要です。変更や仮定のシナリオ
もすぐに試すことができます。セルフサービス型であるため、具体的な疑
問に対する回答を見つけたり、考えられる行動方針を検討したり、予期
しない問題や機会を発見したりすることができます。

複数の共有方法

ダッシュボードとセルフサービス型レポートは、GUI を通して他のユー
ザーと共有したり、Excel（プレーンテキストまたは書式設定済み）、
PDF、CSV ファイルなどのさまざまな形式でエクスポートして共有したり
することができます。

GDPR に準拠
IT 管理者の最大の関心はデータのプライバシーと整合性にあります。
Allot は GDPR 要件を満たす堅牢なセキュリティ設定を提供します。管理
者はアプリケーションへのアクセスを制限したり、データやさまざまな分
析ツールに対する特権を使用または表示したりすることができます。シス
テム管理者は、以下のセキュリティ設定をコントロールできます。

　o  ログイン権限をコントロール Access Authentication

　o  各ユーザー /グループが使用できる機能をコントロール  

Functional Privileges

　o  各ユーザー /グループが使用できるビジネスオブジェクトを 

コントロール Object Permissions

　o  各ユーザー /グループがアクセスまたは参照できるデータを 

コントロール Data Security フィルタ

　o  Allot データウェアハウスへの直接アクセスをコントロール  

Database Security

機能
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Data Science Services

Allot Data Science Service experts can help you identify and obtain 

the right data sets and build customized reports for specific use cases 

that need specific analysis. Our expertise and experience can save you 

time and money as we help to aggregate the right data sets, generate 

custom reports, and build custom dashboards that quickly give you 

critical network usage insights.

Sizing

Allot ClearSee Network Analytics software and hardware packages 

may be purchased in node configurations designed to support 

data collection and export for SME and large enterprises, as well as 

datacenter and cloud service providers. The system is highly scalable, 

designed to support carrier networks and millions of endpoints. 

Allot ClearSee software may be installed on physical and virtual 

machines. for more details about the virtual edition, individual sizing, 

and installation requirements, please consult your Allot representative.

Self-Service Data Mining

With Allot ClearSee Network Analytics you aren’t limited to a 

predefined set of reports or a specific way to analyze data. As new 

requirements arise, or new data information presents itself, our self-

service analytics module helps you model your questions and find 

answers to complex business problems. For example, SLA validation 

dashboards ensure employee satisfaction through acceptable 

QoE for business-critical applications such as collaboration and 

web conferencing, or finance transactions, CRM and cloud-based 

services. 

While the self-service module is easy enough for anyone to use, it 

provides an excellent tool for experienced analysts who have access 

to source data that are varied, detailed, and accurate. Custom, ad 

hoc analyses and reports can be built without the need for software 

development or upgrade. Changes and what-if scenarios can be 

tested on the fly. With self-service, you can find answers to specific 

questions, explore possible courses of action, and often discover 

problems and opportunities that were not anticipated.

Multiple Ways to Share

Dashboard and self-service reports may be shared with others via 

the GUI, and exported in a variety of formats, including Excel (plain 

text or with formatting), PDF, and CSV file.

GDPR Compliance

Data privacy and integrity are top concerns for IT administrators. 

Allot provides robust security settings that meet GDPR requirements, 

allowing administrators to control access to the applications as well 

as use/view privileges to the data and to the different analytics tools. 

The system administrator controls the following security settings:

o Access Authentication controls login permissions

o Functional Privileges control the functions that each 

user/group may use

o Object Permissions control the business objects that each 

user/group may use

o Data Security filters control which data each user/group 

may access or view

o Database Security controls direct access to the Allot data warehouse
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