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はじめに
本書の内容

・本書記載の他社製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

商標について

システム監視サービスについて、ご説明します。
サービスにて提供する機能や内容が変更となる可能性がございますので、ご了承ください。

本書の表記について

本書では、各名称を以下のように表記します。

製品名称 本書の表記

Microsoft Azure Azure

Amazon Web Services AWS

ニフクラ ニフクラ

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Windows Server 2016

CentOS® CentOS

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Red Hat Enterprise Linux 

© 2018-2021 Fujitsu Limited1



目次

○ システム監視サービスとは

○ システム監視サービスの特長

○ 提供メニューと提供機能

○ 機能詳細

○ サービスイメージ

○ 監視画面の二重化

○ 監視方式について

○ 対応プラットフォーム

○ サービスメニュー

○ 課金の考え方について

○ 導入の流れ

○ サービス申込について

○ 制限事項・注意事項

© 2018-2021 Fujitsu Limited2



システム監視サービスとは

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O IaaS上のお客様業務サーバのほか、パブリッククラウド・プライベート
クラウド・オンプレミス環境が混在するシステム環境において、一括して「監視」「障害通知」を提供するサービスです。

システム監視サービス

監視画面

AWS

ニフクラ

プライベート
クラウド

お客様

障害メール
通知機能

確認

障害通知

FUJITSU Hybrid IT
Service FJcloud-O 

IaaS / PaaS

Microsoft
Azure

オンプレミス

お客様
業務サーバ

監視機能

・URL監視
・死活監視
・リソース監視
・業務監視

統合監視
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システム監視サービスの特長

○システム監視サービスで様々な価値を提供し、お客様の事業を強力にサポートいたします。

監視専用サーバや監視ソフトウェアの購入、構築、メンテナンス
(パッチ適用やソフトウェアの最新化等)に必要なコストを
削減可能です。

監視システム初期導入コストの削減が可能

専用サーバ不要！ ライセンス不要！ メンテナンス不要！

本サービスの利用に必要な監視設定情報を通知いただくことで、
統合運用監視を開始可能です。

※利用機能によっては、Zabbixパッケージまたは、Agentのダウンロードおよび
インストール、ならびに通信設定が必要となります。

スピーディーに統合運用監視を開始

お客様富士通

監視サーバを西日本と東日本の離れた地域で二重化しているため、
トラブルやメンテナンスにより一方の監視が中断した場合も、もう一方の
監視サーバで監視を継続することができます。

災害対策を踏まえた24時間365日監視
西日本

東日本
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提供メニューと提供機能

○本サービスでは、「URL監視」、「死活監視」、「監視パック」の3種類のメニューを提供します。

監視対象
※1

機能
提供メニュー

URL監視 死活監視 監視パック

外部サーバ URL監視 ○ ○ ○

外部サーバ・
内部サーバ

死活監視
(URL/Ping/ポート)

－ ○ ○

内部サーバ

リソース監視
(CPU/メモリ/ディスク)

－ － ○

業務監視機能
(プロセス/サービス)

－ － ○
※2

監視画面
(ダッシュボード)

○ ○ ○

障害メール通知 ○ ○ ○

○：提供 －：未提供

※1： 「外部サーバ」とは、インターネットから参照可能なサーバを指します。
「内部サーバ」とは、インターネットから参照不可能なサーバを指します。

※2：プロセス監視はLinuxサーバのプロセス稼動数、サービス監視はWindowsサーバのサービスの死活を1サーバあたり 5件まで監視します。
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機能詳細

○ 「URL監視」機能
○ DMZに配置されたInternetから直接アクセス可能なサーバ向けの機能監視対象URLに対し、応答時間の閾値監視と、指定された要求文字列の有無を

監視します。

○ 「死活監視」機能
○ 監視対象URLに対し、応答時間の閾値監視と、指定された要求文字列の有無を監視します。

○ 監視対象サーバの1ポート(TCP)に対し、 ICMP Pingを送信することで、死活監視します。

○ DMZに配置されたサーバに対しての死活監視は、内部サーバと同様の経路を利用して監視します。

○ 「リソース監視」機能（本機能はInternetから直接アクセスできない内部サーバ向けの機能となります。）

○ 監視対象CPUに対し、全コアの使用率の平均値を監視します。

○ 監視対象メモリに対し、使用率を監視します。

○ Linuxは1ファイルシステム、Windowsは1パーティションに対し、使用率を監視します。

○ 「業務監視」機能（本機能はInternetから直接アクセスできない内部サーバ向けの機能となります。）

○ 監視対象Linuxサーバのプロセスに対して、プロセス数を監視します。

○ 監視対象Windowsサーバのサービスに対して、死活を監視します。

○ 「監視画面」機能
○ 各種監視対象の状況および障害内容を把握するためのWeb画面を提供します。

○ 「障害メール通知」機能
○ 各種監視機能が問題を検知した場合に、指定されたメールに対して通知をします。

○ 複数の監視サーバが個別に監視しているため、通知メールは複数送信されます。
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サービスイメージ

○Webブラウザから監視画面にアクセスすることで、システム全体の状況を把握することができます。
＜監視画面イメージ＞

障害発生件数

障害発生ホスト数

最新の障害内容

通
知

監視サーバ

お客様
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監視サーバの二重化
○監視サーバを西日本と東日本の離れた地域で二重化することで、災害対策を踏まえた

24時間365日監視を実現します。

西日本

東日本

お客様システム

お客様

異なるリージョンからの
2通のメールでトラブルを

お知らせ

通常時

西日本

東日本

お客様システム

お客様

一方の監視が中断しても
もう一方の監視サーバで

監視を継続

監視サーバ

監視サーバ

監視サーバ

監視サーバ

監視

監
視

監視

監
視

トラブル・メンテナンス時

トラブル
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監視方式について
○以下の監視方式で監視を実施します。

○ URL監視(DMZ対象):エージェントレス／Proxyレス方式

○ : 選択可 - : 選択不可

監視サービス
監視内容 監視対象

Agent*1 Proxy*1
Ping URL ポート リソース プロセス DMZ 内部ネットワーク

URL監視 ‐ ○ ‐ - - ○ - 不要 不要

死活監視 ○ ○ ○ - - ○*2 ○ 必要 必要

監視パック ○ ○ ○ ○ ○ ○*3 ○ 必要 必要

○ 死活監視(DMZ/内部):エージェント／Proxy方式

内部ネットワーク

監視情報送信

監視

*1：お客様システム上へのProxyサーバの設置、監視対象となる各サーバへのAgentのインストール・セットアップが必要となります。
インストール・セットアップは弊社から手順書を提供します。なお、Proxyサーバ－Agent間は非暗号化通信となります。

*2：DMZに配置されたサーバの死活監視を行う場合、Proxyサーバから該当サーバに対し通信できる必要があります。
*3：DMZに配置されたサーバをAgentを使用してﾘｿｰｽ・ﾌﾟﾛｾｽ監視を行う場合、該当サーバからProxyサーバに対し通信できる必要があります。

内部
ネットワーク

監視
サーバ

Agent

Agent
Agent

○ 監視パック(内部):エージェント／Proxy方式

監視

DMZ

監視
監視
サーバ

プロキシ
サーバ
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対応プラットフォーム

○監視対象

○FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O

○Microsoft Azure

○ニフクラ

○Amazon Web Services

○プライベートクラウド

○オンプレミス環境

○監視対象OS

○Windows Server 2008

○Windows Server 2012

○Windows Server 2016

○CentOS 5系、6系、7系

○Red Hat Enterprise Linux 5系、6系、7系
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サービスメニュー(1/2)
メニュー 課金単位 備考

URL監視 初期費用 初期設定 回

監視項目初期設定 項目数

追加費用 監視項目追加設定 項目数

基本料金 基本料 月

URL監視 項目数・月

死活監視 初期費用 初期設定 回

監視Proxyサーバ初期設定 台数 監視Proxyサーバを監視する場合、別途監視対象サーバ初期設定の料金が発生します。

監視対象サーバ初期設定 台数
監視対象サーバ1台あたり以下の監視対象項目を含みます。
URL監視×2、Ping監視×1、ポート監視×1

追加費用 監視Proxyサーバ追加設定 台数 監視Proxyサーバを監視する場合、別途監視対象サーバ追加設定の料金が発生します。

監視対象サーバ追加設定 台数
監視対象サーバ1台あたり以下の監視対象項目を含みます。
URL監視×2、Ping監視×1、ポート監視×1

監視項目追加設定 項目数
新規申込および変更申込時に監視対象項目が監視対象サーバ1台に含まれる監視対象項目を超える場合に
料金が発生します。

基本料金 基本料 月

監視Proxyサーバ基本料 台数・月 監視Proxyサーバを監視する場合、別途監視対象サーバの料金が発生します。

監視対象サーバ 台数・月
監視対象サーバ1台あたり以下の監視対象項目を含みます。
URL監視×2、Ping監視×1、ポート監視×1

Ping監視追加 項目数・月 新規申込および変更申込時に監視対象項目が監視対象サーバ1台に含まれる監視対象項目を超える場合に
料金が発生します。

ポート監視追加 項目数・月

URL監視追加 項目数・月
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サービスメニュー(2/2)
メニュー 課金単位 備考

監視パック 初期費用 初期設定 回

監視Proxyサーバ初期設定 台数 監視Proxyサーバを監視する場合、別途監視対象サーバ初期設定の料金が発生します。

監視対象サーバ初期設定 台数
監視対象サーバ1台あたり以下の監視対象項目を含みます。
URL監視×2、Ping監視×1、ポート監視×1、CPU監視×1、メモリ監視×1、HDD監視×1、プロセス・サービス監視
追加×5

追加費用 監視Proxyサーバ追加設定 台数 監視Proxyサーバを監視する場合、別途監視対象サーバ追加設定の料金が発生します。

監視対象サーバ追加設定 台数
監視対象サーバ1台あたり以下の監視対象項目を含みます。
URL監視×2、Ping監視×1、ポート監視×1、CPU監視×1、メモリ監視×1、HDD監視×1、プロセス・サービス監視
追加×5

監視項目追加設定 項目数
新規申込および変更申込時に監視対象項目が監視対象サーバ1台に含まれる監視対象項目を超える場合に料金が
発生します。

基本料金 基本料 月

監視Proxyサーバ基本料 台数・月 監視対象Proxyサーバを監視する場合、別途監視対象サーバの料金が発生します。

監視対象サーバ 台数・月
監視対象サーバ1台あたり以下の監視対象項目を含みます。
URL監視×2、Ping監視×1、ポート監視×1、CPU監視×1、メモリ監視×1、HDD監視×1、プロセス・サービス監視
追加×5

Ping監視追加 項目数・月 新規申込および変更申込時に監視対象項目が監視対象サーバ1台に含まれる監視対象項目を超える場合に料金が
発生します。

ポート監視追加 項目数・月

URL監視追加 項目数・月

CPU監視追加 項目数・月

メモリ監視追加 項目数・月

HDD監視追加 項目数・月

プロセス・サービス監視追加 項目数・月
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課金の考え方について

○以下のとおり課金されます。
○初期費用

提供メニューの3種類をそれぞれ初めてお申込みいただく際に初期設定を行います。以下の料金が発生します。
○初期費用（回）

○監視対象数（※）に応じた設定費用（監視対象数・回）

○追加費用
利用中のメニューに監視対象を追加する場合に以下の料金が発生します。
○追加する監視対象数に応じた設定費用（監視対象数・回）

○基本料金
利用中のメニューについて月額料金が発生します。
○ メニューの基本料金（月）

○監視対象数に応じた月額料金（監視対象数・月）

○月額料金の考え方について
○利用開始日の月から利用終了日の月まで課金が発生します。

○月額料金について、日割りでの課金は行われません。

※ Proxy、サーバ、URLなどを指します。
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監視設定作業はサービス側で実施します。お客様は監視内容を所定の書式で依頼をするだけで、
手軽に監視システムの運用が始められます。

監視開始
障害時にメールを通知

構築
監視設定

監視設定依頼
監視対象サーバと監視項目を通知

監視項目設定依頼書
(申込書に添付)

監視サーバ

監視サーバ

お客様はコア業務に集中 お客様

お客様システム

1.サーバを監視したい
と思ったら…

2.要件をまとめて依頼

3.監視設定依頼を基に
サービスにて設定

通報メール

当社担当者

お客様システム

導入の流れ
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【参考】申込～開通までの流れ
お客様 富士通

利用申込

Proxy・Agentのインストール

構築完了連絡

疎通確認完了連絡

初期設定実施

構築完了連絡受領

疎通確認完了
連絡受領

※当社から初期設定の完了を通知した後、30日以内にお客様からのご連絡がない場合は請書送付と同時に初期費用および月額費用の課金をいたします。

申込受領後
約5営業日で
初期設定完了
連絡を行います。

構築完了連絡後
約2営業日で
疎通確認完了
連絡を行います。

営業 作業者

申込書受領、
作業依頼

請書送付請書受領

お
客
様
作
業
期
間

課
金
開
始

初期設定完了通知
受領

ご連絡なし

ヘルプデスク

初期設定
完了通知

疎通確認実施

30日以内に
ご連絡がない場合
請書を送付いたし
ます。※

（
死
活
監
視
・
監
視
パ
ッ
ク
の
み
）
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サービス申込について

○利用開始／変更／利用終了について

※1 死活監視／監視パックにて、監視対象サーバが6台以上になる際はこの限りではありません。
また、お客様のProxy/Agentインストール作業に要する日数を2日と想定しており、これ以上の日数となる際も
この限りではありません。利用(変更)開始日をご相談させていただく場合がございます。

※2 死活監視／監視パックにて、当社からの設定完了通知後30日以内にお客様からのご連絡がない場合は、
疎通確認を実施せずに利用開始日を設定させていただきます。この場合、申込内容に応じた初期費用ならびに
利用開始日を起点とした月額費用が発生しますのでご注意ください。

○以下の変更については、ヘルプデスクにお問合せください。
○ 閾値変更

○ 監視間隔変更

○ アカウント・通知先メールアドレス変更

サービスメニュー URL監視 死活監視／監視パック

所要
日数

利用開始(※1) 5営業日 10営業日

変更
追加

サーバ追加設定を伴う(※1) - 10営業日

サーバ追加設定を伴わない 5営業日 5営業日

削除 5営業日 5営業日

利用終了 5営業日 5営業日

初期費用／月額費用の課金開始日について
申込請書に記載の「利用開始日」をもって初期費用ならびに月額費
用が発生します(※2)。
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制限事項・注意事項

○ 本サービスの提供リージョンについては、 FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O 公開ホームページの
サービス仕様書をご参照ください。

○ お申込から利用開始までにかかる期間は「サービス申込について」に記載のとおりです。

○ 本サービスに深刻なダメージを与えるような集中利用があった場合は、本サービスへのアクセスを拒否する場合が
あります。

○ 監視設定作業は当社にて実施するものとします。
ただし、Proxy・Agentのインストールはお客様にて実施いただきます。

○ 本サービスの監視画面は状況を把握するためのものであり、監視設定値を変更することはできません。

○ 本サービスを構成するソフトウェアは適宜更新されることがあり、当社が事前の通知なく修正ソフトウェアを適用する
ことをお客様は了承するものとします。
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【参考】LCMサービス トラブル対応サービス

富士通お客様

PROXYサーバ

お客様
情報システム部門

・障害受付/QA対応
・システム監視
-稼働監視
-リソース監視
-プロセス監視

・切り分け、障害復旧支援
・エスカレーション
・定期報告/改善提案 等

障害報告/
定期報告/
改善提案
承認依頼

エスカレーション

障害通知

問合せ/
保守作業依頼

回答

障害対応

QA/問合せ

システム監視サービス

監視サーバ

障害通知
メール

別途LCMサービスをご契約いただくことで、本サービスで検知したトラブルへの対応を支援いたします。

※サービス例

監視対象サーバ

お客様システム

LCMサービス

LCMセンター

サポート窓口

障害

リモート対応
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