
ネットワ ー ク デ バ イ ス 用
監 視 ソ フトウェア

CPU

メモリ
HDD空き容量

OS

サーバ
2GHz以上の32ビットIntel製プロセッサ
または互換性のあるプロセッサ(※1)

4GB以上

他のSNMPマネージャ, Webサーバがインストールされていないこと

日本語版 Windows XP SP3
日本語版 Windows 7（32ビット版）・（64ビット版）／2008R2
日本語版 Windows Server 2003（32ビット版）／2008（32ビット版）・（64ビット版）

クライアント

(※2)

(※2)

Windows XP SP3
Windows 7 
Windows Server 2003／2008／2008R2

Internet Explorer 7／8 (※4）／9 (※4）

帳票表示用にMicrosoft Excel2002以降がインストールされていること
リアルタイムグラフ表示用にAdobe Flash Player 10がインストールされて
いること

53GB以上（※3）

ブラウザ

その他

推奨スペック

機能一覧

導入事例

対象ネットワークデバイス

※1 64ビットOSを使用する場合2GHZ以上の64ビットIntel製プロセッサまたは、互換性のあるプロセッサ。
※2 特に規定しませんが、Webブラウザの表示・処理速度に影響することがあります。
※3 インストール容量は約120MBで、他はデータ領域として使用します。HDD使用量： 約4GB/1ヶ月（データサイズ： 監視点数5000点について10分毎にデータ記録した場合）
      24時間稼働するシステムではSerial Attached SCSI（SAS）ハードディスクを推奨します。
※4 Internet Explorer 7互換モードで動作します。

システム構成

ソフトウェア構成 サーバ・クライアント方式

帳票・グラフ

帳票出力 最大255点(Excel形式)

ユーザ管理

ユーザ数 最大100ユーザ

監視

監視形態 ポーリング ＋ SNMPトラップ
監視画面 マップ表示
しきい値 4段階

アイコン変化 アナログ5状態／接点2状態
イベント発生条件 状態変化

イベント処理
ログ記録対象

SNMPセット／外部コマンド実行／ログ出力／電子メール送信（1ユーザ1アドレス）
監視対象の事象ログとユーザ操作ログ

ログの保存 CSV形式
データ記録間隔 最短1分

状態・値表示更新間隔 最短1秒
接点出力（DO）操作 Webブラウザ上でON／OFF可能

階調表示 16段階

権限 権限分割　管理者／操作者／監視者
認証 サーバ接続時にユーザ名, パスワード認証

データのグラフ表示 折れ線グラフ：表示最大30点,  棒グラフ：表示最大8点
リアルタイムグラフ表示 表示最大8点（同時に4ウィンドウまで）

グラフの印刷機能 Webブラウザの印刷機能で対応可能
値の演算機能 総和演算, 四則演算

値の差分表示機能 基準日時からの差分値表示（単位：月, 日, 時, 10分）

クライアント Webブラウザ
監視機器 NDシリーズ,　汎用SNMPエージェント
監視対象 アナログ/接点/MIB情報
監視台数 最大100台
監視点数 最大5000点

無人の設備
接点信号による設備機器監視
警報表示盤監視

工場／ビル
電力・電流・電圧監視
温度・湿度監視
扉開閉監視

公共施設
ダム・河川の水位監視
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NDEW04 NDST01／NDST02DI NDSW01／NDSW02DI NDLM01

NDEW05 NDIO01／NDIO01S NDAW64

NDST01

NDST02DI NDSW02DI

NDSW01

NDIO01

NDIO01S

データセンター
電力・電流・電圧監視
温度・湿度監視
ラック扉開閉監視
ラック電気錠監視・制御

NDFA02

Web対応／サーバ・クライアント方式

C201310-015-1115/i    制作: 平成25年10月

代理店

※ 機能向上のため,おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい.
※ 記載されている商品名,会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です.

本社・工場
プロダクトソリューション事業部
プロダクトソリューション部

仙台オフィス

名古屋オフィス

西日本営業所

九州オフィス

ISO/IEC27001認証 ISO14001 認証
  JQA-EM0406
本社、藤野製作所、
  山梨明野事業所

ISO 9001 認証
  JQA-1374 JQA-IM0826

●お問合せは、プロダクトソリューション事業部 プロダクトソリューション部  ☎（042）621-5531または営業所・各オフィスへ
※ NAT環境での動作はサポートしておりません。

（※）



異常発生時

監視画面

温度分布

帳票（Excel形式）

グラフ

ロ グ

SNMP監視

監視画面での操作

W e bブラウザ で 簡 単アクセス !

SND-UM01は、ネットワークデバイス（NDシリーズ）を使用して、様々な監視対象をネットワークにより監視できる
ソフトウェアです。 Webブラウザで温度、湿度、電力などの状態を視覚的に分かりやすく、簡単に監視できます。
異常発生時にはメールの送信、アイコンの変化、ネットワーク監視表示灯の点灯などですぐにお知らせします。収集
したデータを記録・分析して省エネ効果の目安として利用することができます。

サーバルームの温度分布を表示します。温度異常の発生源の
特定、熱だまりや冷え過ぎ箇所を把握でき、空調の最適化に役
立てることができます。
温度によって表示色が16段階に変化します。

監視対象の状態変化、ユーザの操作、設定
変更などを記録します。ログごとにメモを
記入することができ、異常の原因や処置な
どを残すことができます。 ログを絞り込み
検索できるため、監視対象で発生した事象
を素早く把握できます。重要なログは常に
ログ画面上部に表示させておくことができ
ます（維持ログ）。

SNMPでNDシリーズを監視・
制御します。NDシリーズが異
常を検知したときは、SNMPト
ラップを受信し、ユーザにすぐ
に異常を通知します。NDシ
リーズ以外のSNMP対応機器
も監視できます（SNMP Getに
よる監視、SNMP Setによる制
御のみ）。
pingによるネットワーク機器
の応答監視もできます。

監視画面上のアイコンメニューから簡単にしきい
値を変更できます。監視開始後でもユーザがし
きい値を容易に変更できます。他にも、選択した
監視対象のデータ記録及び異常発生時の動作
を一時的に抑止するためのメンテナンスモード
への変更操作も監視画面上から行えます。

任意の背景に合わせて監視対象のアイコンを配置でき、階層化・グループ化することで分かりやすく監視できます。
異常が発生した場合、アイコンの変化や色で異常箇所をすぐに特定できます。

監視対象

収集したデータを帳票出力します。一つ
の帳票に対象を最大255点出力できま
す。ユーザが作成したテンプレートを登
録することでユーザごとに合わせた形式
で出力できます。帳票の自動出力機能に
より、一定期間毎に自動で帳票ファイル
を作成できます。

収集したデータを平均値・最大値・最小値・実測値から選択してグ
ラフ表示します。棒グラフまたは折れ線グラフで表示できます。
棒グラフの場合は最大8点、折れ線グラフの場合は最大30点の監
視対象を表示できます。

監視対象の取得値をリアルタイムにグラフ表示し
ます。最新の取得値の変動を知ることができま
す。最大8点の監視対象を同時に表示できます。

※Microsoft Excel2002以降に対応

※Adobe Flash Player 10をインストールする必要があります。

温　度 湿　度 電　力 電　流

電　圧 接　点 パルス 電気錠

サーバルームの環境を見える化!  問題点の把握、分析で省エネをサポートします!

ココが発熱源!
一目でわかる!

期間を指定

棒グラフ＆折れ線グラフ リアルタイムグラフ

維持ログ

通常ログ

メモに異常の原因や
処置等を書込み

ネットワーク
監視表示灯の点灯

アイコンの変化

IPネットワーク

メールで通知

● 温湿度センサ　　● ドアセンサ
● 電流センサ　　　● マルチメータ

サーバラック

監視ルーム

SND-UM01サーバ

分電盤

PC等
ネットワーク機器

ルータ、PDU等
SNMP対応機器

ND-AW64
NDシリーズ

ND-EW05

SND-UM01

NDシリーズ

IP
ネットワーク

SNMP Get / Set

SNMPトラップ

SNMP Get / Set

SNMPトラップ

SNMP Get / Set

ping


