FUJITSU Software
システムウォーカー

Systemwalker
ネットワーク管理ソリューション

FUJITSU Software Systemwalker Network Manager
ネットワークの安定運用を実現するネットワーク基盤管理

FUJITSU Software Systemwalker Network Assist
富士通製ネットワーク機器の管理

ネットワーク全体から機器までを一元管理することで、
ネットワーク運用コストを削減

こんな問題ありませんか？

最新のネットワーク構成を
把握するのは大変だ
・物理的な接続状態を簡単に捉えたい
・構成や機器の設定変更を検出し確認したい

ネットワークの
トラブル解決に時間がかかる
・異常箇所とその影響範囲を特定したい
・問題箇所を切り離したい
・トラフィックの異変やレスポンスの悪化を察知
したい

ネットワーク機器の状態が
よくわからない
・ネットワーク機器の詳細情報を現地に行かず
に確認したい
・機器の種類や特長に応じた管理がしたい
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Systemwalkerで解決！

ネットワーク構成情報の
自動把握で
運用管理コストを削減

豊富な情報と
わかりやすい表示で
トラブル解決時間を
大幅短縮

リアルな装置ビューで
トラブルの早期発見、
迅速対処

Systemwalker
システム運用管理

全社ネットワークの管理イメージ
ネットワーク全体を把握

ネットワーク機器を詳細管理

シームレスな
呼び出し連携

管理者

参照
運用管理サーバ

監視
拠点A

構成情報、
設定情報収集
構成情報、
設定情報収集

本社ビル

拠点B

IP-VPN／広域Ethernet

拠点C

センター

Webサーバ

アプリケーションサーバ

●ネットワーク構成情報の収集でネットワーク全体を簡単に把握
・ネットワークの構成変更や拡張にも対応
・ネットワーク構成管理の運用負担を大幅に削減可能

●機器の重要度に応じた監視・管理
・拠点の入口やセンター内重要機器の設定情報の世代管理によるコンプライアンス強化
・監視レベル分けにより監視の最適化

●性能・障害情報の収集と監視
・トラフィック異常の傾向や予兆を把握し、
トラブルの未然防止
・センター－ 各拠点間の接続状況／レスポンス監視による全社ネットワーク安定稼働と業務効率の向上

●Webブラウザによる機器監視
・時間や場所を問わず任意のクライアントから自由に監視、緊急時にも即座に現場と同等の状況確認が可能
・最新機種の増設時でもコスト・時間をかけずに監視システムを継続利用
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ネットワークの安定稼働を実現するネットワーク基盤管理

Systemwalker Network Manager

［システムウォーカー ネットワーク マネージャー］

ネットワーク構成情報の自動把握で運用管理コストを削減
ネットワーク構成の的確な把握と可視化

トポロジーマップ

ネットワーク構成情報の収集により、システム
を構築するルータ、スイッチ、サーバなどのネッ
トワークの 物 理 的な 接 続 状 態を把 握し、グラ
フィカルに監視します。定期的なネットワーク構
成情報収集で、監視対象ネットワークの構成変
更を検出できます。
冗長構成のように複雑なネットワークでも、
回線障害および閉塞状態を画面上で直感的に
判断できます。

目的別の監視ビューによる管理
ネットワーク全体

地域／建物／部署／業務ごとなどユーザーが

地域A

自由に監視ビューを定義できます。ネットワーク

ビュー分割による組織や地域など
目的に応じた監視

業務α

上に障害が発生した場合、その障害がどの監視

業務α

1

ビュー上の管理対象に影響するかを自動的に判
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地域C
業務α

ネットワーク

別、表示されるため、障害の影響範囲の把握が

地域B
業務β

容易にできます。

業務γ

業務β
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地域ごとのビュー

業務ごとのビュー
1

地域Aのビュー

地域Bのビュー

地域Cのビュー

1

2

3

3

業務αのビュー

業務βのビュー
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コンフィグ管理
ルータやスイッチのコンフィグを、運 用管理

管理サーバ

センター

ネットワーク機器のコンフィグ情報

サーバ上にバックアップし世代管理できます。
バックアップ時には差分チェックもできます。
保管されたコンフィグは、機器故障復旧／機器
交換時にリストアでき、再設定作業が容易で確
実に行えます。

バックアップ／
リストア／
ファーム配付

ルータやスイッチのファームウェア版数情報

ネットワーク機器のファーム管理

ネットワーク

ファーム管理機能
拠点

拠点

を取得し、一覧で管理したり、GUIからの簡単な
操作でファームウェアを一括で配付し、更新で
きます。

スケーラビリティ
管理対象数や稼働監視項目が多い場合、監視負荷を分散するための監視サーバを設けることで、
きめ細かな監視を実現します。監視サーバは並列配置することが可能なため、ネットワーク規模、
サービスの拡張が予想されるネットワークでも安心して導入できます。
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Systemwalker
システム運用管理

豊富な情報とわかりやすい表示でトラブルの解決時間を大幅短縮
障害箇所の迅速な特定と対処
ネットワークノード障害、ポート障害、リンク
障 害や、VL A N障 害、IP 通 信異常、アプリケー
ション通信異常などをトポロジーマップ上で統合
して管理できます。発生した障害の影響範囲を
マップ上で一目で確認でき、障害検知から復旧
までにかかる手間と時間を軽減します。

トラブル発生

異常を検知した場合に、メールで通知できる
ので、管理者は常時画面を監視している必要は
ありません。
検知した異常によって、問題箇所をネットワー
クから切り離 す などの ネットワーク制 御 アク
ションが可能です。

E-mail

管理者へ通知

ＶＬＡＮ管理
Systemwalker Network Managerの導入前

導入後

VLANの経路設定や変更は、トポロジーマップ
上でVLAN経路となるリンクをマウスクリックす
るだけで、VL AN経路表示、経路設定・変更・削

クリック

除が可能です。VL AN-IDごとのVL ANの経路と
構 成 機 器が、マップ上で 一目瞭 然 で、例えば、
VLAN構築時や組織変更時のVLAN設定変更の
際にも柔軟に対応でき、ネットワークのセキュリ

VLAN

ティ確保が簡単にできるようになります。

クリック

！
装置ごとにいくつもの
コマンド入力で大変

リンクのマウスクリック
だけで簡単・確実

ネットワーク稼働状況の的確な把握
ネットワークトラフィックやセンター・サイト間の
IPレスポンス時間など、ネットワークの稼働状況を
監視、情報収集、蓄積できます。レスポンス時間な
ど、あらかじめ設定されたしきい値を超えた場合
は、アラームを発生させて異常を知らせます。
収集した情報は分析表示でき、サーバ・ストレー
ジと合わせて、ネットワークのサービス品質を一元
的に把握できます。
（＊）

負荷集中

＊：Systemwalker Service Quality Coordinatorと連携した機能
です。

負荷集中
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リアルな装置ビューでトラブルの早期発見、迅速対処
富士通製ネットワーク機器をオールインワンで管理

Systemwalker Network Assist
装置ビューによる詳細な監視

［システムウォーカー ネットワーク アシスト］

Si-R570

SR-S224TC2

Webブラウザで装置の状態を忠実に再現した
イメージを表示して、装置やインターフェースの
状態をグラフィカルに把握できます。

ネットワーク機器のグルーピング表示
監視対象機器リストを、お客様自身で自由にグ
ルーピングして表示できます。サブネットやフロア
といった単位で監視対象機器をグルーピングで
きるので、装置の障害がどのフロア、どのサブネッ
トで発生したのかなど様々な切り口による監視が

IPCOM EX2000

可能になり監視作業の効率化が図れます。
GSオープンネットワークアダプター（ONA）

柔軟な運用形態
Webブラウザさえあれば、いつでも、どこからで
も時間、場所の制約を受けずに自由な監視ができ
ます。単体導入によるネットワーク機器監視専用
システムから、Systemwalker Network Manager
やSystemwalker Centric Managerと連携した
高信頼・超大規模の統合運用監視システムまで、
様々なお客様のニーズに幅広く対応できます。
ネットワークトラブルの一次切りわけから特定の
機器にドリルダウンして障害の原因究明が一貫し
た操作で迅速に行えます。

ノードビュー

装置のシスログの収集・表示と障害監視
SNMPトラップに加え、装置のSyslogを受信し
リアルタイムに表示、監視対象機器の障害原因
を、より詳細に絞り込めます。受信したSyslogによ
り、障害発生時点のアラームだけでなく、過去に
遡っての根本原因の追求や解析が行えます。また
各種統計情報のしきい値設定により、きめ細かな
監視を実現します。アラームヘルプを利用するこ
とで、障害原因・対策を的確に把握できます。
アラームヘルプ

トラフィック急増
しきい値越え

障害・性能統計

監視
異常通知（Trap,Syslog）
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CSV出力

Systemwalker
システム運用管理

業務の安定稼働に向けたネットワーク監視

適用例１

～

データセンターへの適用

お客様要件

～

導入のポイントと効果

信頼性向上のために現用待機構成を採用したSolarisサーバの

●現 用系／待 機 系の 各ネットワーク・インターフェースの状 態を

ネットワーク･インターフェースについて、現用側だけでなく待機側

物理マップ上で表示色により一目で識別

の状態も常時監視したい。

● 待 機 ネットワーク・インターフェースの異 常 箇 所を早 期 確 認 .
両系ダウンによる業務停止を未然に防止
●障害発生時にメール通知による迅速な対処
Systemwalk
Systemwalker
Manager
Network Ma

インターネット

現用待機構成のネットワークが正常な場合
・機器アイコン(ノード)は“緑色”(稼働中)
・現用系リンク線は“緑色”(稼働中)
・待機系リンク線は“青色”(待機状態)

運用管理サーバ
Oracle Solaris 10

データセンター
データセンター
障害発生による
現用から待機へ切り替え

トラブル発生

PRIMECLUSTER
GLS(NIC*切替)

運用管理クライアント

キャンパスネットワークのネットワーク機器監視

適用例２

～

セキュリティを重視したネットワーク環境への適用

お客様要件

導入のポイントと効果

ネットワークセキュリティを重視したキャンパス内機器の監視を
確実に実施したい。

●新棟の各フロアの壁面や床下など隠蔽設置したネットワーク機器
の状態を、大学キャンパス内の管理システムからビジュアルに監視

Systemwalker Network Assist

●機器障害の早期検出と保守管理者への的確な通知で迅速な対応

ノードマネージャー

新棟

無線LANアクセスポイント
FMWT-55AG
FMWT-55AG

IPCOM L1420

IPCOM L1420 SR-S716C2

～

IPCOM L1420
Telnet接続

3F

2F

1F

管理対象機器が一目でわかります

Catalyst 3750

大学 構内
L AN

・アクセススイッチにSR-Sを導入
・各フロアにIPCOM Lを導入
・無線LANアクセスポイントを導入

Catalyst3750G(※)

FMWT-55AG

Webコンソール呼び出し
Webコンソ ル呼び出し

Systemwalker
Network Assist
管理棟
管理棟

管理クライアント

※標準サポート機種以外のネットワーク機器は、
標準
準サポ
準サ
ポート機
ト 種以外の
ト機
ト機種以外の
種以外のネットワ
以外の
外のネットワ
ネットワーク
ク
「Systemwalkerネットワーク管理適用設計サービス」
Systtemwalke
lk rネット
ネ トワーク管
ク管理適用
ク管
適
により対応
で対応します。

ネットワ ク機器のコンソ ルを
ネットワーク機器のコンソールを
ノードビューより呼びだせます。
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製品体系
カテゴリー
システム運用管理

動作環境

ネットワーク監視

製品名

機能概要

Systemwalker Network Manager

トポロジー／障害／稼働／性能／VLAN管理などを実現するネットワーク運用管理基盤

Systemwalker Network Assist

富士通製ネットワーク機器の管理

※動作環境の詳細は、ホームページをご確認ください。

製品名

サーバ動作OS
Server 2016
Server 2012
Server 2008 R2

Systemwalker Network Manager

Microsoft Windows
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Oracle Solaris 11
Oracle Solaris 10
Red Hat Enterprise
Red Hat Enterprise
Red Hat Enterprise
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Oracle Solaris 11
Oracle Solaris 10
Solaris 9

Server
Server
Server
Server

Systemwalker Network Assist

クライアント動作OS
Windows® 10
Windows® 8/8.1
Windows® 7
Windows Vista®

Linux 7
Linux 6
Linux 5
2016
2012
2008
2003

̶

サービス＆サポート
FUJITSU Managed Infrastructure Service
SupportDesk

ハードウェア/ソフトウェアに関するお客様のさまざまな問題をサポートセンターの専門技術者が一括で24時間365日サポート、
お客様の運用負荷を軽減する、月額払いの運用・保守サービスです。

Network Assist

Systemwalker Network Assist 新機種サポート
当社ホームページより追加モジュールをダウンロードし、監視サーバへ組み込む
だけで、バージョンアップ製品の購入費用や手間もなく最新の富士通製機器の
監視が即時可能となります。別途、SupportDeskサービスのご契約が必要です。

新規サポート
機器情報

インターネット

ダウンロード

新規サポート機器
監視サーバ

＊Microsoft、Windows、
Windows Vista は、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊その他、使用している会社名、製品名は、
各社の登録商標または商標です。
＊本資料に記載されているシステム名、
製品名などには、
必ずしも商標表示（TM、Ｒ ）
を付記しておりません。

製品・サービスについてのお問い合わせは
富士通コンタクトライン
（総合窓口）

0120-933-200
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

http://www.fujitsu.com/jp/software/systemwalker/
CZ4238-14-2017年12月

