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ProMD - 運用管理システム (EMS)

主な機能
•	 メディア配信経路の迅速な設定と選択（プロ
ビジョニング）
•	 メディア伝送のスケジューリング（ブッキング）
•	 メディア・ネットワークの動作監視（アラーム&
トラップ・ログ監視）
•	 冗長構成による集中型サーバー/クライアン
ト・アーキテクチャ
•	 Webブラウザからの予約
•	 デバイス・モデリング用XMLスクリプト・エンジ
ン搭載
•	 カスタマイズ可能なGUI
•	 新規デバイスを速やかに実装・統合可能
•	 迅速な初期セットアップ

アプリケーション：
•	 キャリア・クラスのメディア配信ネットワーク
•	 スタジアム・放送センター/局間ネットワーク
•	 放送局間・スタジオ間の素材伝送ネットワー
ク
•	 完全な冗長性を求める映像素材伝送
•	 地上や衛星ネットワークを経由した映像素材
伝送

ProMD	EMSはネットワーク内のすべての機器とその状態をグラフィカルに
表示します。オペレータに容易に理解可能な表示画面を提供することで、サ
ービス目的（ビデオ送信など）に応じて様々な機器の定義と配信経路の設
定を容易にします。その結果、ネットワークでの問題やアラームが発生した
場合の迅速な修正処置を可能にします

冗長構成による集中型サーバー/クライアント・アーキ
テクチャ
ProMD	EMSは、サーバー（ComManager）と使いやすいGUIクライアント・コ
ンポーネント（NetManager）で構成します。サーバーは、システム設定やク
ライアントから発行されたタスクを登録する待ち行列等を含むすべてのネ
ットワーク構成情報を保存・管理します。これにより、タスク同士の衝突を防
ぎ、確実な動作が保証されます。すべての管理者とオペレータは、いつでも
どこからでも情報を同期して更新できるようになります。

運用管理システムのソフトウェアはサーバーおよびクライアントの各コンポ
ーネントに分割可能です。制御ネットワークとメディアの配信ネットワーク
を分離することができるので、付加価値の高い映像伝送を完全に保護する
ことができます。サーバー/クライアント・アーキテクチャは、複雑な企業環境
で堅牢で安全なネットワーク・機器管理を提供します。任意の数のクライア
ントをサーバーに接続できるので、システムのスケーラビリティに高い柔軟
性を提供します。

ネットワークの運用・監視等に要求される、
多くの機能を搭載するソフトウェアツール

ProMD	EMSシステムは、メディア伝送用ネ
ットワーク導入に伴う伝送経路の設定等の
運用管理、ネットワーク内の機器のリアルタ
イム監視およびトラブル・シューティング等
の機能を提供します。
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柔軟なアーキテクチャ構造
ProMD	EMSは、ユーザ・インタフェースとネットワーク機器のモデリングを高度にカスタマイズすることを可能にする、柔軟
なXMLアーキテクチャに基づいています。ProMD	EMSには、新規のデバイスタイプやモジュールの統合、また個別のユーザ・
インタフェースを構成するためのユーザ・フレンドリーなXMLモデリング言語とインタプリタが付属しています。ProMD	EMS
は、そのGUI上で、デバイスのすべての変数を簡単かつ柔軟に統合あるいは変更できます。強力な統合スクリプトとマクロ機
能により、エンドユーザはそれぞれの用途に応じて、アプリケーションを自由にカスタマイズできます。
ProMD	EMSモジュールは、機器やモジュール、サービス等を簡潔で分かり易く表示するために、GUIにモデリングすることが
できます。

詳細な顧客要求を満たすユーザ・インタフェース設計とその実装のために、ProMD	EMSのフル・インテグレーションとネット
ワークのモデリング・サービスをオプションで対応します。

新規デバイスの速やかな実装
プロフェッショナル向けブロードキャスト機器とネットワーク機器、XMLスクリプト・エンジンを使用してこのソフトウェア内
に統合できます。ネットワーク機器は、汎用ネットワーク・モデルあるいは包括的なデバイス・モジュールを利用してProMD	
EMSに実装可能です。

最高のネットワークを目指して(BE ON TOP OF YOUR NETWORK)
最適配置可能なトポロジ・ビューにより、オペレータは常にネットワーク全体の状況を素早くかつ完全に把握できます。各デ
バイスを地図上に配置表示し、ネットワークにおける各リンクやデバイスの運用状態・問題点等を、シンボルや色分けによっ
て一目で把握できます。ProMD	EMSは、アラーム、システム、カードおよびサービス間でリンクを張りドリル・ダウンする機能
を搭載しています。

ユーザおよびユーザ・グループの統合管理
ネットワーク上の各タスクでは、個別のネットワークのアクセス権とビューを必要とします。ProMD	EMSはユーザ管理と認証
を一括して行うことで柔軟な管理機能を提供し、各タスクに必要なユーザまたはユーザ・グループを効率的に定義すること
ができます。各ユーザは、自分用にパーソナライズされたビューとシステムへのアクセスを実現可能です。

迅速な初期セットアップ
ProMD	EMSを使用すると、自動デバイス検出機能により、ネットワーク・インフラストラクチャ内にあるソフトウェアの初期設
定を迅速に行うことができます。時間のかかる手作業によるデバイスの設定は不要です。

高速プロビジョニングとスケジューリング
ProMD	EMSは、アドホック・サービスとして高速なプロビジョニングの追加を可能にします。それに加えて、スケジューリン
グ・モジュールは、カレンダーとトラフィック制御を使用したサービススケジュールの計画と管理を行います。プロビジョニ
ングの制御では、使用可能なモジュール、ネットワーク・トランク・モジュール、さらにはネットワーク・パスを自動的に検出し
て、ネットワーク管理における日々の作業を効率化します。
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グラフィカル・ユーザ・インタフェース

デバイス・ビュー
•	 ネットワーク内に設置されているすべての機器の状態
•	 モジュール毎の情報を含む各デバイスのグラフィック・ビュー
•	 容易なモジュール・コンフィギュレーション・インターフェイス
•	 モジュールでのサービスの状態表示

トポロジ・ビュー
•	 拡大・縮小可能なグラフィカル・ネットワーク・ビュー。背景の画像には、ユー
ザ毎に地図またはシステム図を用いることが可能
•	 エラーや警告、システムの使用状況をさまざまな色、アイコン、グラフィック要
素等で表示
•	 トポロジ・ビューでのエラーは詳細ビューのドリル・ダウンにリンク
•	 自由に設定可能なアイコンとネットワーク・マップ

サーキット&スケジュール・ビュー
•	 設定済のサーキット（メディア配信経路）をグループ化するためのオーダー・
リスト
•	 設定済みのすべてのサーキットのリスト
•	 直感的にサーキット構成やサーキット・テンプレート（事前設定されたコネク
ション・プロファイル）の作成と変更が可能
•	 予約されたサーキット/オーダーの管理
•	 実際のコマンドや状態などのステータス表示を含むサーキットのすべてのサ
ービスのリスト
•	 簡単なサーキット切り替え
•	 スケジュール済みサーキットのタイム・バー・ビュー

トラップ・ビュー
•	 詳細情報を含むすべての着信トラップのリスト
•	 トラップの重要性による色分け
•	 トラップのフィルタリング
•	 トラップ・イベントのサマリー（迅速な障害検出のためのユーザ定義のトラッ
プ・グループ）

ログ・ビュー
•	 ログ・ビューはシステム・ログとユーザー・ログに分割
•	 ソフトウェアで検出できるすべての問題点の追跡
•	 システム・ユーザの追跡
•	 ユーザビリティを高める包括的フィルタリング・システム

ボタン・パネル
•	 サーキットまたはサーキット・グループの迅速な有効/無効設定
•	 ボタン・パネルとハードウェア・スイッチ・パネルのリンク可能
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以下の利用可能なモジュールを個別の要求毎に適用することができます

基本NMS
•	 サーバー・コンポーネント	(ComModule)
•	 クライアント・コンポーネント	(NetManager)、デバイス・ビュー、トポロジ・ビュー、回線ビューを含む
•	 重要性マッピング可能なトラップ・コレクタとインタプリタ
•	 トポロジ・ビューでのデバイスとリンク・ステータスを含むネットワーク・ステータス・ビュー
•	 アラーム処理とフィルタリング・オプション付きのロギング
•	 アドホック・コネクションのプロビジョニング
•	 システムとデータベースのコンフィギュレーション
•	 ユーザの認証、承認、アカウンティング
•	 アプリケーションのカスタマイズ、デバイスの統合および変更を容易に実現するXMLおよびマクロのインタプリタ
•	 自動ネットワーク・デバイス検出
•	 データベース・バックアップ機能
•	 ログ、機器目録、トポロジおよび機器構成のインポート/エクスポート・インターフェイス
•	 SNMPまたはその他公開された管理プロトコルに基づく機器のデバイス・ドライバ

コネクション・ハンドリング
•	 手動または自動のネットワークルート検索
•	 自動リソース・ハンドリング
•	 各種サービス向けのコネクション・プロファイルの自動設定

アドホック・コネクション
•	 ショートカットで容易に開始できる事前定義されたエンド・ツー・エンド・コネクション
•	 外部スイッチ・パネル利用可能

スケジューリング・モジュール
•	 コネクションのプランとスケジューリング
•	 自動プロビジョニングとプロビジョニング解除のプラン
•	 トラフィック管理モジュールがリソース管理を担当
•	 コネクション・カレンダー

ノース・バウンド・インタフェース(NBI)
•	 EMS機能とデータの問合せ・制御のための外部接続NBIモジュール
•	 外部通信フロー用のリアルタイム制御とログ
•	 スケジュールされた順番のコネクション（スケジュールされたサービスをオーダーするためのカスタマ・ドリブン・モジュー
ル）
•	 イベント・ビュー&ヒストリー・ログ

ハードウェア冗長パッケージ
•	 冗長ハードウェア構成でサーバー・コンポーネントとデータベースを同期させる
•	 自動フェールオーバー・プロテクション切替え

ProMD基本EMSネットワーク管理システム ノース・バウンド・インタフェース(NBI)

スケジューリング・モジュール ハードウェア冗長パッケージ
ご注文


