Ipswitch WhatsUp Gold
パワー。シンプル。多くの付加価値。
あらゆる規模のビジネス向けの実証済み IT 管理

WHATSUP GOLD の主要な機能:

パワー。WhatsUp Gold™ は、ビジネスに必要な有線および無線ネットワーク、システム、および
アプリケーションの完全な IT 管理を提供します。レイヤー 2 と 3 の検出およびマッピングなどの
ルーチン管理タスクは WhatsUp Gold で完全に自動化することができます。組み込みの IT 資産お
よびインベントリレポート機能を使用すると、詳細なデバイス設定データと最新の監査/コンプライ
アンス情報を管理できます。また、リアルタイムの監視およびパフォーマンスレポート機能を使用
すると、インフラストラクチャ全体の正常性と最適なパフォーマンスを容易に維持できます。これ
らの機能は、1 つのアプリケーションをそのまま使用するだけで活用できます。

検出
• 完全なレイヤー 2 および 3 検出
• ARP、SSH、SNMP v1-3、IPv4/6 アドレス
範囲、ICMP、LLDP、Smartscan、ホストファ
イル…
• インフラストラクチャ資産 – ネットワークデ
バイス、WAP および LAN コントローラ、サー
バー、展開されたソフトウェア、VMware 仮想
マシン、VLAN、およびポート間接続
• オンデマンドまたはスケジュールされた検出
• ネットワーク (全体または一部) のスキャン
• マッピングとインベントリの自動更新

WhatsUp Gold は、あらゆる規模のネットワークの監視ニーズに合わせてスケーリングできま
す。1 台の WhatsUp Gold サーバーでは、地理的に分散したネットワークで 20,000 台のデバイ
スと 100,000 台のモニタを管理できます。プラグインのスイートを使用すると、WhatsUp Gold
の機能を拡張して、変更および設定管理、仮想インフラストラクチャ管理、および VoIP 監視を含
めることもできます。
シンプル。WhatsUp Gold およびそのプラグインスイートは、統合された 1 つのアプリケーショ
ンです。このことは、1 つのダウンロードと 1 つの画面でネットワークトポロジマップ、ルーター
設定ファイル、トラフィックフローデータ、リアルタイムの警告、そして 200 以上のネットワーク
およびインフラストラクチャレポートまで、あらゆる情報にアクセスできることを意味します。す
べてが直観的な 1 つの Web コンソールに統合されています。また、使いやすいドラッグアンドド
ロップ形式のインターフェイスでは、ダッシュボードの構築とカスタマイズを容易に行うことがで
きます。WhatsUp Gold のインフラストラクチャ、システム、およびアプリケーション監視では、
サービスレベルを容易に保証できます。
WhatsUp Gold では、追加のソフトウェアを購入する必要なく、1 つのダッシュボードビューでイ
ンフラストラクチャ要素のパフォーマンスをビジネスに重要なアプリケーションに関連付けること
ができます。また、デバイスベースのシンプルなライセンス体系が採用されているので、ライセン
スされたデバイス上でアプリケーション、インターフェイス、またはディスクボリュームを必要な
数だけ監視できます。
多くの付加価値。WhatsUp Gold は、出荷時の状態でもほとんどの IT 管理機能を最小限の総保有
コストで提供します。完全な IT 管理ソリューションの容易な使用、および迅速な展開と配布が可
能なので、追加のツールを購入したり管理したりする必要はありません。WhatsUp Gold のエディ
ションとオプションプラグインは、組織のニーズと予算に合わせて選択できます。ライセンス体系
はデバイスベースのシンプルなモデルなので、支払う料金は必要な監視の分だけです。要素ベース
のライセンスモデルのように更新時に予期しない料金が発生することがないので予算計画が容易に
なります。
さらに、Ipswitch が高品質で信頼性の高いソフトウェアを高い顧客満足度で継続的に提供すること
は、業界で広く認識されているお客様主体のサポートおよびトレーニングスタッフによって保証さ
れます。また、革新的でユーザー駆動型の WhatsUp Gold の機能のトラックレコードは、リリー
スごとに強力な新機能が提供されることを意味します。

実証済み。20 年以上にわたって世界中で 100,000 以上のネットワークにネットワーク管理を提供
してきた実績に基づく WhatsUp Gold は、スモールビジネスからエンタープライズまでのすべて
の IT 管理者が選択するソリューションです。

マッピング
• 有線、無線、物理、および仮想インフラスト
ラクチャによる詳細なレイヤー 2/3 トポロジマ
ップ
• 物理および IP 接続、VMware ホスト/ゲスト
リレーションシップ、VLAN およびサブネットビ
ュー、物理システムの場所
• マップの完全なカスタマイズ
• デバイスの依存関係およびマルチレベルトポロ
ジの可視化
• レイヤー 2 トレースルートユーティリティ
• マップの保存、印刷、またはチームとの共有
監視
• SNMP、SSH、および WMI のサポート
• 無線インフラストラクチャ: 帯域幅消費、クラ
イアントカウント、不正アクティビティカウン
ト、RSSI データ、CPU 使用率、信号対ノイズの
割合、メモリ使用率
• 1 台の WhatsUp Gold サーバーでサポートさ
れる最大 20,000台 のデバイスと 100,000 の
台モニタ
• Split-Second Graphs と InstantInfo による
強化されたリアルタイム監視
• WMI アプリケーション監視
• ハードウェア監視 (UPS、プリンタ、ファン、
温度など)
• 総合的なアプリケーション監視
• カスタム監視: Jscript、VBScript、および
PowerShell
• SQL Server、My SQL、および Oracle の
SQL クエリモニタ
• MIB Walker、MIB Explorer、および MIB
Manager
• パフォーマンスモニタ (CPU 使用率、ディスク
領域、メモリなど)
• 構成済みのアクティブ/パッシブモニタ
• 32 ビットと 64 ビットの両方のカウンタのサ
ポート

最適な WhatsUp Gold エディションの選択
WhatsUp Gold Premium Edition
WhatsUp Gold Premium は、有線、無線、物理、および仮想デバイスすべてにわたるネットワー
クのパフォーマンス、設定、および接続性を監視および管理するエンタープライズグレードの IT
管理ソリューションです。WhatsUp Gold Premium では、インフラストラクチャ、システム、お
よびアプリケーションの予防措置的な監視と強力な警告および通知が連携して、潜在的な問題がリ
アルタイムで通知されます。問題が発生した場合、直観的なダッシュボードから必要なビジネス ク
リティカルな情報に直ちにアクセスできます。包括的な監視機能を備え、最大で数千台もの管理デ
バイスを監視できる WhatsUp Gold Premium は、規模と複雑さを問わず、すべてのネットワーク
に理想的なソリューションです。
WhatsUp Gold Standard Edition
WhatsUp Gold Standard Edition は豊富な機能を装備した中小規模のビジネス向けの手頃なネッ
トワーク管理ソリューションで、使いやすく予防措置的なネットワークインフラストラクチャ監視
と管理機能を提供します。WhatsUp Gold Standard には、統合されたアラートセンター、レイヤ
ー 2 と 3 の検出、およびマッピングおよび資産レポートが含まれていますが、WhatsUp Gold プ
ラグインを使用して機能を拡張することもできます。このエディションは、最高のコストパフォー
マンスを誇るネットワーク管理ソリューションです。
WhatsUp Gold Distributed Edition
WhatsUp Gold Distributed Edition は、自立した複数のサイトでの大規模ネットワークのスケー
ラブルで安全な管理を実現する完璧なソリューションです。各サイトに WhatsUp Gold Premium
の完全な管理機能が提供されるので、ローカルネットワークを完全に制御できます。重要なデータ
は中央の NOC にロールアップされ、ネットワーク全体でのインフラストラクチャ、システム、お
よびアプリケーションのステータスがリアルタイムで可視化されます。
統合プラグインの WHATSUP GOLD スイート
1 つの画面からの IT 管理
• WhatsVirtualは、VMware仮想インフラストラクチャの一括検出、マッピング、監視、および
管理をWhatsUp Goldに追加するので、物理および仮想資産を監視することが可能になります。
• WhatsConfiguredは、ネットワークデバイスの設定ファイルのバックアップと復元、保管、
および変更管理プロセスを自動化し、手動の設定作業と反復的な設定作業を排除します。

インベントリ
• 包括的な資産およびインベントリレポート
• デバイスおよび資産情報: ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、モデル、電源、シリ
アル番号
• システムインベントリ情報: OS バージョン、
パッチ、保証情報
• 設定情報: インターフェイス、ブリッジポー
ト、スイッチポート、および VLAN
• IP/MAC アドレス検索ツールユーティリティ
警告、レポート、および管理
• すべてのパフォーマンスの問題、トラフィック
ボトルネック、および設定エラーに関する一元化
された警告
• カスタマイズ可能な 200 以上のダッシュボー
ドとレポート
• 設定可能なマルチエスカレーションポリシー
• Web およびモバイルアクセス
• 停電レポートおよびアラート制御
• Active Directory 統合によるロールベース管理
• 自動更新レポートおよびレポート配布のスケジ
ューリング
• 電子メール、Excel®、または PDF を使用した
レポートのエクスポート
• 電子メール、ポケットベル、SMS テキストな
どの設定可能な 18 種類の警告
セキュリティ
• FIPS 140-2 暗号化および認証、証明書番号
1051 (NIST)
• FIPS 140-2 認証済みオペレーティングシステ
ムの自動検出
• Active Directory および LDAP サービスによ
るロールベースのアクセス制御と統合

• Flow Monitorは、ネットワーク帯域幅と機能がどのユーザーによってどのように使用されて
いるかを正確に把握するための詳細な情報を提供します。
• Flow Publisher. は、ネイティブでフローに対応していないデバイスのサポートを追加して
Flow Monitor の機能を拡張します。
• VoIP Monitorでは、ネットワークのVoIP通話の品質・能力を監視およびレポートできます。
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WhatsUp Goldの30日間無料体験版のダウンロードはこちら:
www.whatsupgold.com/products/download/
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