
障害管理

サービス管理

構成情報管理

CA Spectrum®

ITインフラストラクチャの障害管理、サービス管理、構成情報管理を包括的に提供！
既存の運用監視レベルを根底から底上げします！

CA Spectrum®の三大管理機能

従来のトポロジMAP監視はもとより、障害の根本原因が特定できる
分析機能を標準実装

サービス毎の品質低下やサービスダウンのインパクトを監視
ユーザー視点での性能監視が可能

構成情報の世代管理と監視が可能
構成情報の取得、比較、投入機能も実装

2010.10

Spectrumカタログ

Infrastructure Manager r9.1J
サポートについて
情報工房では、以下のサービス（有償/無償）を提供いたします。

インストール

●

● ●

●トレーニングサービス ●

● ●

監視MAP、ポリシーの作成

未サポートデバイスの認証手続き

障害対応

バージョンアップ

新規プロダクトご紹介、修正モジュールの情報提供

CA Spectrum Infrastructure Managerは、多くのITインフラストラクチャを抱える企業の通信事業者、
データセンタ事業者などにおけるITインフラストラクチャの障害監理、サービス管理、構成情報管理を
包括的に提供するソリューションです。
従来からの管理手法であるサーバー、ネットワーク機器の障害管理のみならず、仮想サーバーやVPN等の
テクノロジへの追従やインフラストラクチャをサービスの視点から管理するための機能を実装しています。
また、Spectrumは、そのスケーラブルな構成から、多くの通信事業者やデータセンタ事業者での採用
実績を誇ります。ITのスリム化が求められる現在、単一の管理サーバーからより多くのITインフラストラクチャ
を管理できることもSpectrumのバリューです。

Spectrum システム要件

OSのバージョンは使用するSpectrum バージョンにより異なります。
ディスク容量は、 監視間隔、 データの保存期間により異なりますのでお問い合わせください。

サポートOS ： Sun Solaris、 Windows Server、 RedHat Enterprise Linux
CPU ： １GHｚ（SPARC）×２ プロセッサ以上、 ２GHｚ（ｘ86）×２ プロセッサ以上
システムメモリ ： ４GB以上
ハードディスク容量 ： １２０GB以上（詳細は監視規模などにより異なります）
その他 ： 内蔵または外付けDVDドライブ、 ネットワークアクセス

販売代理店

株式会社情報工房
本　　　　　　社　　〒141-0022　東京都品川区東五反田 5-21-15 メタリオンOSビル 5F
　　　　　　　　　　　TEL ： 03-5447-6812 （営業部）　FAX ： 03-5447-6823

西日本事業所　　〒541-0052　大阪市北区松ヶ枝町 1-3 サンセンタービル 4F
　　　　　　　　　　　TEL ： 06-4800-1601 　　FAX ： 06-4800-1603

E-mail ： spim-sales@johokobo.co.jp    http://www.johokobo.co.jp

開発元

CA Technologies http://www.ca.com/jp

お問い合わせ

すべての製品名、サービス名、会社名およびロゴは各社の商標、または登録商標です。
製品の仕様・性能は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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Spectrum 標準システム構成

One Click Server / Report Server

SpectroServer

SystemEDGE

管理者用GUIとレポートを生成するためのサーバーです。管理者は
One Click ServerにアクセスしてGUI（One Click）を利用します

管理対象機器へのポーリングや障害情報の蓄積、RCAやインパクト
分析およびレポート機能を提供します

管理対象サーバに導入するエージェントです。OS付属のSNMPエージェント
やCertifyされている他社製エージェントも利用することができます

管理者用GUI
One Click Server/Report Server

SpectroServer

監視対象：
ネットワーク機器

監視対象：サーバー

SystemEDGE
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ITインフラの障害管理機能
Spectrumは大規模かつ複雑なITインフラストラクチャをリアルタイムに管理します。Spectrumではルータやスイッチ等の一般的な
ネットワーク機器の構成情報を予めデータベースに格納しています。この機器ごとの情報と、ルーティング、VLAN経路情報や
各機器のポート接続情報を統合的に管理することにより、高度なイベント相関や障害の影響範囲分析機能を提供します。

ディスカバリとトポロジマップ

イベント相関と障害の根本原因分析

Spectrumでは、ディスカバリ対象ノードの指定からモデリングのオプションまで、全てGUIから設定することができます。
また、トポロジマップはネットワークの論理構成を反映させるだけでなく管理ポリシーにあわせて自由に作成できます。

ITインフラストラクチャの拡大に伴い、システム内で発生するイベントも数も増大する一方です。
Spectrumでは障害発生ノードの構成及び障害内容を分析し、根本原因と思われる障害のみを表示します。

トポロジマップ

コンポーネント（ネットワーク機器や
サーバ機器）の詳細情報を表示します

アラームリスト

ネットワーク機器の構成情報監視

さまざまなネットワークテクノロジに対応

イベント/アラームラッシュの抑制
　　　(帰納的モデリング技術)

ユーザーを意識したサービス管理
　　　(SLAの定義、影響の把握)

関連するアラームから、関連する機器への
影響度を算出します

インターフェースタブ

アラームの抑止されたインタフェース情報を
表示します

根本原因タブ

アラーム内容の詳細を表示します
更に兆候や想定される原因、アクションも表示します

アラームの根本原因となる現象を表示します

アラーム詳細タブ
影響度タブ

アラームによって影響を受ける顧客、
サービスを表示します

サービス管理機能
ITサービスの利用者にとっては、サービスはいつも同じように使えることが重要であり、CPUやネットワーク等のITリソース使用率は
大きな関心事ではありません。Spectrumのサービス管理機能では、地域や部門等のサービス提供単位でITリソースを
グルーピングし、あらかじめ設定したSLAの遵守状況をリアルタイムで追跡することができます。ITリソースとITサービスの
マッピングはGUI操作のみで可能であり、頻繁なサービスの追加/廃止が行われる大企業やサービスプロバイダの運用効率アップに
最適なソリューションです。

サービス管理およびサービスインパクト分析
Spectrumでは、サービスダッシュボードという機能を用いてサービス管理を行います。管理区分としてはユーザー単位やシステム単位、
サービス単位での状況（SLA）の把握やインパクト分析が可能です。またレポート機能も実装しているので記録用のデータとして保管も
可能です。

構成情報管理機能
ITインフラストラクチャの運用において、ネットワーク構成の変更や機器の設定変更は大きなリスクを伴います。
Spectrumではネットワークを構成するルータやスイッチなどの機器が持つ構成情報を自動的に記録し、変更内容の差分を表示する
ことができます。変更箇所は色づけされハイライト表示されるため、専任の管理者でなくても、容易に変更箇所の特定及び以前の
設定内容へのロールバックができます。ネットワークを前提としたサービスがますます増加する中、管理者が全ての機器情報を把握
することは非常に困難です。Spectrumは日々の運用で求められる様々な管理スキルやノウハウを製品機能の中に集約しています。

CA Spectrum Network Configuration Manager（NCM）
ルータやスイッチの構成情報を監視し構成情報の変化に対してアラームを生成することで、根本原因分析やサービスへの影響分析に
利用します。
またCA Spectrum NCM の特徴として、①構成情報のロード、マージ、アップロードが可能、②リアルタイム、またはスケジュール化された
構成情報の取得が可能、③過去の構成情報と現在の構成情報の世代比較が可能、④構成情報レポート作成機能、⑤マルチベンダ
対応が挙げられます。

比較

変更後のIOS情報 変更前のIOS情報
障害発生！

サービスダッシュボード

誰が、どんな影響を
受けたか把握可能

サービス
アラーム

根本原因
アラーム

サービスの提供状態サービスのパフォーマンス

現在と過去の設定情報を比較し、差分を表示
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