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Elements
(エレメンツ)

インテリジェントなネットワークのためのプ
ロアクティブなシステムヘルスモニタリング
Sandvine Elementsは、運用とメンテナ
ンスのための単一のビューポイントであ
り、
アラーム、
ライセンス、構成およびデ
プロイメントを含む主要機能に対する
一元化されたグラフィカル・インターフェ
ースを提供しています。

主なメリット
• 顧客のモニタリングや運用サポート・システ
ムと密接に統合するための REST API
• サードパーティーの VNF マネージャーと
の統合のための柔軟な API
• リアルタイムの健全性チェックおよびパフォ
ーマンス監視
（しきい値に基づくアラーム）

Active Network Intelligence (ANI) Portal の不可欠なコンポーネントであるElementsは、
システ
ムおよびネットワーク健全性モニタリングのための Sandvine の統合型ツールです。これは、
イン
フラの高可用性を保証するために物理的であれ仮想であれ Sandvine のデプロイメントを監視
し、
ユーザーの高い Quality of Experience (QoE) を維持するためにシステムポリシーのリアルタ
イムの更新を可能とします。
Elementsは、
一元化されたグラフィカル・ユーザーインターフェース
（GUI）
のネットワーク全体用の
サービスポリシーを作成してデプロイし、
これにより Sandvine の運用管理のあらゆる側面を細分
化されたロールに基づく制御機能により大幅に簡略化することによりネットワークオペレーターが
新たなビジネス機会やトレンドを先取りして対応できるよう支援します。
Sandvine のElements アーキテクチャは高いパフォーマンスのリアルタイムの管理機能を提供する
ため身軽なマイクロサービスをベースにしています。リアルタイムの情報を提供することによりオペ
レーターがネットワークノードを緻密に制御することができる状態にし、
業界標準のインターフェー
スを利用した完全なオーケストレーションとオートメーションへの道へと誘導します。

• すべての Sandvine 製品を対象とする統合
された構成ツール
• HTML ベースのウェブクライアント
（プラグ
インや追加のソフトウェア不要

主な機能

Elementsは、
以下のサービスを含め Sandvine 製品の運用およびメンテナンスの機能全体をサポー
トしています。
•

デプロイメント: 複数ノードにまたがる大量の設定変更をワンクリックで実現する機能を含
め、
Insights、
Maestro および ActiveLogic 製品群に対する動的構成をサポート

•

コンフィグレーション: コンフィグレーションの継承と事前ステージングのための階層型コンフ
ィグレーショングループならびにロールベースのアクセスの完全サポートによる Sandvine 製品
を NETCONF/YANG プロトコルを通じて設定するための GUI

•

パフォーマンス監視サービス: リアルタイムならびに過去のパフォーマンス統計およびシステム
の健全性に関する主要パフォーマンス指標
（KPI）
メトリクス

•

運用統計およびヘルスチェックサービス: 設定インターフェースとログファイル・コマンドなら
びにデプロイされた製品とネットワークノードに関する主要な健全性指標に対するロールベー
スのアクセス

•

アラームおよび障害マネジメントサービス: リアルタイムでネットワークノードの障害情報を表
示設定可能なアラームおよびイベント

•

インベントリ・サービス: ロジスティクスとスペアリングコントロールおよびモニタリングを目的
とするシステムタイプ、
バージョン、
IP アドレスなどの複数のシステム特性によるリアルタイムの
インベントリ・レポート

•

ライセンス管理サービス: 容量とユースケースのライセンシングの動的なマネジメント、
すべて
のシステムにまたがる完全なインベントリ

•

監査: コンフィグレーションデータベースと nodev 間の設定の矛盾の有無についてシステムを
監査する機能
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図1
Elementsユーザーインターフェース
メインビュー:
• システムヘルス
• トポロジー
• コンフィグレーションおよびデプロイメ
ント
• ライセンス

図2
コンフィグレーションおよびデプロイメン

ト・サービス
• NETCONF/YANG サポート
• ネットワークエレメント構成および
YANG モデルの完全なビュー
• NETCONF またはバンドルを通じた設
定変更プッシュ
• 監査メカニズムおよび誤設定検出
• 設定テンプレート作成のための階層型
グループ
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図3
アラーム、
ログおよびシステムヘルス
• ウェブクライアントを通じた使用可能
な CLIへのアクセス
• ウェブクライアントを通じたログへのア
クセス
• アラームおよびアラーム履歴のビュー
• パフォーマンスのビュー
• CPU 使用率
• RAM 使用量
• ディスク使用率
• ネットワーク・エレメント・インベントリ

SANDVINE について

Sandvine のクラウドベースのアプリケーションおよびネットワーク・インテリジェンスにより顧客が高品質で最適化された体験を消費者や企業にお届けすることを支援し
ています。顧客は弊社のソリューションを使ってコンテキスト化された機械学習に基づくインサイトとリアルタイムのアクションを利用してアプリケーション体験を分析、最
適化そしてマネタイジングすることができます。ユーザー、
アプリケーション、
デバイスならびにロケーションによるモバイルと有線ネットワーク上のトラフィックの95％以
上を対象とする市場最先端の分類機能により、
ユーザーとアプリケーションの間のやり取りを大幅に強化するユニークでリッチなリアルタイムのデータを生成し、収益を
増加させます。詳細については、
http://www.sandvine.com にアクセスするか、
または@Sandvine の Twitter で Sandvine をフォローしてください。
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