TABS.IT
皆様に

TABS. ITを使ってみましょう

TABS. ITは小さなオフィス、中規模の会社から大企業まで、全

時間管理、資源・
コストの管理、ネットワークバンド幅の使用環

ての通信ネットワークを管理したい企業の要望に対して完璧な

境管理、誤用・
乱用の管理、サービス管理など…TABS. ITは

ソリューションを提供します。ホテル、テナント事業、病院、大

企業内のネットワーク資源の最適化を計り、資源を有効に活

学、通信サービスをリセールするサービスビューロ等にも最適

用する事ができる様にする為のデータを、正確にかつタイム

なソリューションです。また、TABS. ITは法律事務所、会計事務

リーに提供します。個人、部門、プロジェクトに対してコストを

所、専門的な通信業務コンサルタント等にも最適なソリューショ

割当てる為の情報を得た時、TABS. ITが現在、最も強力な通

ンです。TABS. ITはビジネスチャンスを逃しません。TABS. IT

信ネットワークの使用状況管理システムだという事を理解して

は全ての使用状況をトラッキングし、そのユーザーの通話使用

もらえるでしょう。新しいTABS. ITがあなたの通信ネットワーク

を正確に管理します。

においてどの様な手助けをできるのか、さらに詳しくお知りに
なりたい方は、販売会社まで御問合せ下さい。

-ネットワーク使用状況管理システム-

ネットワークの使用状況を管理する新たなソリューション

今日の様なデータ通信と電話通話の融合した社会
においては、様々な規模の企業がネットワークコ

TABS. ITはネットワーク使用状況の分野まで
も管理します

ミュニケーション全体の使用状況を管理できる、
データトラッキング、課金、レポーティングの強力な

TABS. ITのWebベースの機能には、大きく４つの

ツールを求めています。現在のPBXからの通話収

カテゴリがあります。

集システムへの要望が未だにある一方、それ単体
で独立したシステムを使用してデータを参照すると

VoIP TABS

いうだけでは不充分になってきています。ユーザー

IPスイッチやアンチPBXからのIPデータを収集し処

は強力で、それでいて簡単なデータ収集システム

理する事により、VoIP TABSはネットワーク上の

を望んでいます。ユーザーはネットワーク全体の管

VoIP通話だけでなく、IP ゲートウェイデバイス上の

理が簡単にできる様に、簡潔にまとめられたデータ

使用状況もトラッキングする事ができます。VoIPの

を望んでいます。ユーザーはWeb経由でアクセス

使用状況はTABS. IT通話詳細レポートの全ての

し、自由にカスタマイズ出来るレポートを望んでいま

機能でレポートにする事が可能です。さらに特徴と

す。そしてまたユーザーは様々なネットワークデバ

して、

イスからの使用状況のデータを収集し、レポートに
する事を望んでいるのです。

n ゲートウェイを通った通話やIP ゲートウェイ
デバイスをトラッキングします。

TABS. IT とは？
TABS. ITは音声通話の使用状況だけでなく、ネッ
トワークの全ての使用状況をトラッキングします。
TABS. ITの強力なデータ収集機能により、通常の
音声通話だけでなく、VoIP、ファイアウォール、メー
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ルサーバーなどを含む、複数の通信手段からの

n ゲートウェイのサービスやルートの割当てを
し ます。

n ダイアル電話番号、成功しなかった番号、
IPゲートウェ イのアドレスをトラッキングしま
す。

データをTABS. IT内に収集します。そして収集され

n 許可されたユーザーであるかを確認する為

たデータは、インターネットを通じ世界中のどこから

に、IP ネットワークを通りPSTNに戻ってきた

でもアクセスでき、レポートを作成する事ができるの

VoIP通話の電話番号をトラッキングします。

です。
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e TABS

Web アクセス

TABS. ITは、従来型のPBXに対しても幅広い通話レポートを

要求されたデータに最も見合ったレポートを、事前に指定した

E-mailのレポートを作る事は簡単な事ではありません。E-mail

ユーザーはインターネットを経由して、どのPCからもレポート

提供します。TABS. ITは音声通話ユーザーに対して以下の

スケジュールに添って自動的に作成する事ができます。

様な機能を提供します。

サーバーからの使用状況データをeTABS内に収集し、ネット

の選択、作成する事ができます。Webアクセスを使う事によ

ワークを経由したE-mailの数とファイルサイズについての統計

り、複数のユーザーがTABSデータベースにアクセスする事

データを集計します。送信者、受信者の両方のE-mailアドレス

ができる様になります。どのPCからでも、eTABS、wTABS、

の情報も収集できます。eTABSを使う事により、組織、E-mailア

VoIP TABSの各種レポートを簡単に作成できます。許可され

ドレス、E-mailタイプ、サイト、日付、時刻等、様々な項目を基

ているユーザーであれば、Webブラウザを使用する事により

準としたE-mail解析レポートを作る事ができます。また、E-mail

世界中どんなに遠くの場所からでもTABS. ITデータベース

使用頻度の最も高いものからのヒットパレードも作る事ができま

で作成されたレポートを参照する事ができます。Webアクセ

す。最もお勧めする点は、eTABSの機能によりネットワークの

スによって作成されたレポートはHTMLフォーマットによって

使用状況によるコストの再配分を行える事です。

表示されます。作成されたレポートは保存する事ができ、
バックオフィスシステムや予算プランナー、アカウンティング
システムの様な他のアプリケーションに送る事もできます。

n 通話コストやデータ通信の使用使用状況の監視
n ユーザーやクライアントに対してネットワーク通信使
用料金の請求

n 部門別の予算や使用料金の再割当
n 電話サービスの再販
n PBXの有効利用の監視
n 作業効率に関する統計データの収集
n 電話の乱用の防止
n サービスプロバイダへの支払金額の確認

過去のデータを基に将来の計画を立てる
TABS. ITの新しい機能として、各種ベンダーの各種デバイス
からのデータを収集できます。例えば、一台のTABS. ITシス
テムで、あるメーカーの携帯電話からのデータを別なPBXメー
カーからのデータとしたり、他のベンダーのエージェントバッ
ファからのデータとして見る事ができます。また別のPBXメー
カーや他の販社のバッファからのデータでも問題ありません。
このデータは、別なサイトから収集されたり、ネットワーク経由
かモデム経由のダイヤルアップでポーリング収集する事がで
きます。

インターネット経由での使用を許可されている方であれば誰
でもWebアクセスを使用する事ができます。メニューはユー
ザーに使いやすいようにデザインされ、インターネット上での

PBXやVoIPに関する
通話レポート

レスポンスも快適です。スケジュールレポートを待ちながら、
ユーザーは次のレポート作成に取り組む事ができます。ま
た、システム管理者はユーザーの許可レベルや特権レベル
ヒットパレードレポート
及び各種フィルタキー

を監視しながらシステムアクセス状況を完全に管理・維持で
きます。Webアクセスは、ユーザーにあらかじめ指定させたり
レポートをダウンロードさせたりする事による時間や労力の浪
費からユーザーを開放し、大幅なコスト節減を実現します。

w TABS
ファイアウォールから使用状況のデータを収集し、WebやFTP

TABS. ITは、
ネットワーク通信の
様々なリソースから
データの収集を

サイトの動きをモニタリングする為のレポートを作成します。ネッ
トワーク上のユーザーが訪れたWebやFTPサイトが一覧表示さ
れ、統計が作成されます。Web解析レポートは、組織やユー
析できる使用状況データを提供します。ヒットパレードレポート

強力なTABS. ITのレポート作成機能により、幅広い様々な使

は、組織全体の中で最も使用回数の多い部門や個人の情報

用状況レポートを手軽に、分かりやすく、詳細に提供します。

を提供します。eTABSと同様、この機能により、WebやFTPサイ

使用環境

このレポートにより、通信ネットワークリソースがどの様に使用

トの使用状況によるコストの再配分を行う事ができます。

コストセンター別通話詳細/請求情報

されているか、確認する為に必要な情報を得る事ができます。

TABS. ITは複数のユーザー、複数のサイトを管理できます。

これらのレポートを、使用状況データの一覧レポートとして、或

ハードウェア、ソフトウェアは以下のパフォーマンスレベルを推

いはマネージメント上の決定をする上で必要な詳細レポートと

奨します。

して作成できます。この様な柔軟性のある機能により、ユー

一般的な機能の紹介
最新のユーザーインターフェイスによりTABS. ITは、ユー
ザーが音声通話情報課金システムで要望される全ての機能
E-mailサーバーや
ファイアウォール等
各種データソース
及び関連レポート

簡単に扱えます

最小限の操作でわかりやすいレポート

ザーログイン名、URLタイプ、サイト、日付、時刻等によって解

を提供します。TABS. ITはPBXから送られてくる内線番号、
ダイヤル番号、トランク、日付や時刻、通話時間、アカウント
コード等の通話情報を収集し、いろいろな通話レポートを
ユーザーに提供します。

ザーは重要な特定のデータを、簡単に指定して作成する事が

n TABS. ITサーバー

できます。過去のレポートは時間の制限なく保持されます。こ

Windows 2000, XP

の事により、TABS. ITはこれからの予算を検討する上で有効

Pentium III以上

なツールになるでしょう。レポートカテゴリには、使用状況内訳

(CPUサイズ、メモリ、HD空き容量など、さらに詳しい情報を

レポート、ヒットパレードレポート、ディレクトリレポート、例外レ

知りたい方は販売会社まで御問合せ下さい。)

ポート、トランクレポートなどがあります。さらに、カスタマイズレ
ポート機能として、標準カテゴリを超えたレポート作成も、ユー
ザーによって簡単に作成できる様な機能を提供します。この
カスタマイズレポート機能を使用する事によって、ユーザーは

n TABS. ITクライアント
Microsoft Internet Explorer 5.0以上を用意した各種PC

