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AT-Vista Manager EX
拡張機能

標準機能

チャンネルブランケット（AWC-CB）

無線LANコントローラー（AWC） SNMPマネージャー 

プラグインシステムAMF 管理機能

AT-Vista Manager EX　ビューワー

今後もさまざまな機能を拡張予定！

拡張機能とAT-Vista Manager EXの連携を実現！

AT-Vista Manager EX によってAMFと無線LANを統合管理。
AMFネットワークの可視化および無線LANの管理を同一GUI
から実現。

AMF Cloudを使用してAMFコントローラー
をクラウド上に配置。複数のローカルマスター
を束ねることで大規模NWをユニファイド化。

AMFアプリケーションプロキシーによって、
AMF-SECとAMFが連携、AMF-SECがAMF
メンバーを通じて端末のアクセスを制御。

SNMPエージェントの監視や
Trapにも対応。

1台のAMFマスターがスイッチとルーター
をAMFでシームレスに管理。 コントローラー

ルーター

マスター

スイッチ
マスター

ルーター

ルーター

無線LAN AP

マスター

SNMP

ファーム＆コンフィングを
自動配信

初期IPアドレス
設定なしで自動認識

ネットワーク機器を
一元管理・運用

障害時の自動復旧

一元管理 自動復旧 自動工事

ネットワーク
管理者 新規スイッチの自動参加

IoT時代のフレームワーク「AMF」に対応 複数拠点のネットワークを集中管理
ネットワーク管理・運用の「一元化」「簡素化」を行い、運用・管理にかかるコスト
や必要となる技術スキルを大幅に下げ利便性を提供する仕組みです。

複数のAMFエリアを一括して管理可能。遠く離れた拠点のネットワークも一元
的に管理・運用することができます。AMFエリアごとに異なる管理者を設定す
ればマルチテナント形式のサービス提供も可能です。

統合

Wireless

Wired

AMFエリアマップは自動的に生成
拠点

(AMFエリア2）
本社

(AMFエリア1)

AMF用トンネル

インターネット

WAN越えの機器も
一括管理

相対的位置 チャンネル 送信電力 受信電力

無線LANを最適な環境で維持するAWC
AWCは、次世代の無線インフラを実現します。無線環境の最適化、運用前後
の安定した環境構築・維持に貢献します。

適用 収集

分析

無線チャンネルの境界でローミングするセル型とは異なり、ブランケット型は
チャンネルの境界がなく、ローミングが発生しません。従って、無線クライアント
の移動が多い環境に最適なソリューションです。AWC-CBはセル型とブラン
ケット型の同時利用環境を提供します。

ローミングレスを実現するチャンネルブランケット

ブランケット

セル

リモート監視
ライトサービス

「リモート監視ライト」は、弊社クラウドからのリモート監視と、機器の故障検知、機器の故障切り分けをパッケージにしたサー
ビスです。また、お客様専用ポータルサイトでは機器状態をリアルタイムでご覧いただけます。リモート監視ライトは、1台から
お手軽に導入できますので、お客様の運用管理の負荷を軽減することができます。 ➡詳しくはP125をご覧ください。

機能概要

AT-Vista�Manager�EXは、AMFとAWCにより収集したネットワークの情報を分析・可視化し、各機器への設定適用を自律的に処理するネッ
トワーク管理ソフトウェアです。
インテントベースのネットワーク運用は、管理者の負担を軽減しつつ、快適で安全なネットワークを維持します。

AT-Vista�Manager�EXでは、AMFやSNMPによるネットワークトポロジーの可視化だけではなく、
AMFゲストノードや無線LANアクセスポイントなど有線、無線問わず、ネットワーク上のあらゆるデバイスを統合管理を実現します。

AMF管理機能
◦AMFで構成されたネットワークのマップを自動生成
◦VLAN構成もGUIで設定・管理
◦通信状態を可視化するフローベースのトラフィッ
クモニター

◦マルチテナントにも対応するスケーラビリティー
に優れた設計

無線LANコントローラー
◦外来波の影響や環境の変化も考慮した自律的な電
波調整を実現

◦大規模災害時のWi-Fi解放に対応する緊急モード
◦快適なモバイル環境を実現するAWC-CBによる
ハイブリッド無線LANシステム

◦無線端末の位置情報表示（Ver.3.0.0より）

SNMPマネージャー
◦IoTデバイスの情報も収集
◦AMF非対応デバイスもAMFメンバーと同一マップ
上で一元管理

◦統計情報の可視化により容易な管理を実現

Management

は有償サポートサービスのご契約が必須の製品です。本体にサポートサービス（保守）がバンドルされた製品をご購入いただくのが便利です。詳しくはP129をご覧ください。

ネットワークマネージメント
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ユニファイド・ネットワークマネージメント・ソフトウェア「AT-Vista�Manager�EX」は、有線と無線のネットワークを直観的かつ容易に管理する機能を提供します。
AMFに対応したスイッチやルーター/UTMなどの有線ネットワークでは、ノードマップ、VLAN構成、トラフィック量などをグラフィカルに表示するとともに、自動復旧な
どの利便性の高い環境を提供します。
無線ネットワークの管理では、AWC（電波出力および無線チャンネルの自動調整）にも対応するため、常に最適な電波環境をメンテナンスフリーで維持します。さらに、
SNMP管理機能によって詳細な機器情報を取得可能になるとともに、非AMFデバイスの監視にも対応しました。

※無線LANコントローラー機能、無線チャンネルブラケット機能またはSNMPマネージャー管理機能のみをお使いになる場合でも基本パッケージが必要となります。
※無線LANコントローラーライセンス及び無線チャンネルブランケットライセンスは1ライセンスで10台までの無線LANアクセスポイントを管理できます。
※ ソフトウェアバージョン2.2.0以前において、無線LANアクセスポイントの管理台数を追加する場合は、同一の無線LANコントローラーライセンスをご購入ください。なお、管理台数を追加する場合は、利用開始日を指定できません。利用

可能期間については、最初にインストールした無線LANコントローラーライセンスの利用開始日が適用されます。ソフトウェアバージョン2.3.0 以降では、追加分のライセンスごとに指定した利用開始日が適用されます。各バージョンのシ
ステム要件に応じた上限数まで無線LANコントローラーライセンスを追加可能です。

※無線チャンネルブランケットライセンスをお使いの場合は同数以上の無線LANコントローラーライセンスが必要となります。

●AMFエリアマップ
AMFエリア上のAMFノード構成表示

●無線AP詳細
統計情報表示

●VLANコンフィグ
VLAN情報表示

●フロアマップ（無線AP）
無線チャンネルと電波強度の表示

●トラフィックモニター
AMFエリアのトラフィックをマップ表示
※��上記はGoogleChrome使用時の画像です。画面表示は使用ブラウ
ザーによって異なります。詳細はユーザーガイドをご確認ください。

AT-Vista�Manager�EX�基本パッケージ�
（AMFノードマネージメント）� アカデミック

AT-VST-BASE-1Y 02691 ¥250,000� 税込�¥270,000

AT-VST-BASE-6Y 02692 ¥750,000� 税込�¥810,000

AT-VST-BASE-7Y 02955 ¥875,000� 税込�¥945,000

AT-VST-BASE-1Y 更新用 03201 ¥250,000 税込�¥270,000

AT-Vista�Manager�EX〈AWC〉
無線 LANコントローラーライセンス（10AP）� アカデミック

AT-VST-WL-1Y 02693 ¥15,000� 税込�¥16,200

AT-VST-WL-6Y 02694 ¥50,000� 税込�¥54,000

AT-VST-WL-7Y 02957 ¥59,000� 税込�¥63,720

AT-VST-WL-1Y 更新用 03204 ¥15,000 税込�¥16,200

AT-Vista�Manager�EX�
SNMPマネージャーライセンス� アカデミック

AT-VST-SNMP-1Y 02695 ¥60,000� 税込�¥64,800

AT-VST-SNMP-6Y 02696 ¥200,000� 税込�¥216.000

AT-VST-SNMP-7Y 02956 ¥234,000� 税込�¥252,720

AT-VST-SNMP-1Y 更新用 03203 ¥60,000 税込�¥64,800

AT-Vista�Manager�EX〈AWC-CB〉
無線チャンネルブランケットライセンス（10AP）� アカデミック

AT-VST-CB-1Y 03015 ¥100,000 税込�¥108,000

AT-VST-CB-6Y 03016 ¥300,000 税込�¥324,000

AT-VST-CB-7Y 03017 ¥350,000 税込�¥378,000

AT-VST-CB-1Y 更新用 03202 ¥100,000 税込�¥108,000

AlliedView NMS Standard Edition（100ノード）-W5 01311W5 ¥368,000� 税込�¥397,440

AlliedView NMS Standard Edition（200ノード）-W5 01312W5 ¥613,000� 税込�¥662,040

AlliedView NMS Standard Edition（500ノード）-W5 01313W5 ¥1,225,000� 税込�¥1,323,000

AlliedView NMS Standard Edition（1000ノード）-W5 01314W5 ¥1,960,000� 税込�¥2,116,800

AlliedView NMS Standard Edition（2000ノード）-W5 01315W5 ¥2,940,000� 税込�¥3,175,200

AlliedView NMS Standard Edition（100ノード追加）-W5 01561W5 ¥307,000� 税込�¥331,560

AlliedView NMS SE DVD-R Media Kit 01324 ¥5,500� 税込�¥5,940

※AlliedView�NMS�Standard�Edition�（100ノード追加）-W5は、100〜2000ノードのライセンスのご購入が必要です。

Windows Server 2012/2008/2003 Windows 7/8

ネットワークマネージメント・ソフトウェア�AlliedView�NMS�Standard�Edition
直感的で使いやすいユーザーインターフェースでネットワーク監視や管理機能を提供するネットワーク統合管理ソフトウェアです。ディスカバリー（ネットワーク機器の
自動探索）、ツリーやマップによるネットワーク機器の構成や状態の表示、継続的な状態監視などの機能を備え、構成管理、障害管理、性能管理など多岐にわたるネット
ワークの管理を強力にサポートします。

AlliedView�NMS�Standard�Edition

製品名にW5が含まれる製品は5年間のソフトウェアダウンロードサービス行使権利付です。

W5：5年間のソフトウェアダウンロードサービス行使権利付
◦管理画面

ユニファイド・ネットワークマネージメント・ソフトウェア　AT-Vista�Manager�EX

●ネットワークツリー
SNMPエージェントのツリー表示

製品名に1Yまたは、6Y、7Yが含まれる製品はご利用可能期間が設けられています。ご利用可能期間　1Y：1年間　　6Y：6年間　　7Y：7年間
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Management▶▶▶  アカデミック アカデミック製品は、P105〜106をご覧ください。 ▶▶▶
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