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サーバ・ネットワーク統合監視

製品概要

Hyper-V や VMware による仮想サーバと、物理サーバの監視を一元化！
ManageEngine OpManager （マネージエンジン オーピーマネージャ、以
下、OpManager） は、仮想/物理サーバ、ネットワーク機器、Syslog、イベントロ
グの統合的な監視の運用を実現する、コストパフォーマンスの高いサーバ・ネ
ットワーク監視パッケージソフトウェアです。サーバ・ネットワーク監視業務に不
可欠な機能を網羅した本製品は、日欧米をはじめ、全世界 9,000 社を超える
企業に利用されています。
本製品の特長的な機能であるカスタマイズ性の高い「マップ」と「レポート」が、複雑なサーバ・ネットワーク環境やインタフェー
スの構成と状態を可視化し、障害/性能管理機能は運用管理業務の負荷の軽減に役立ちます。最新版リリース 9.4 では、
NetApp ストレージシステムに対応した装置テンプレートとスナップショットの追加や、Windows Server 2012、Windows 8 に対応
した装置テンプレートの追加、装置のメモ情報を CSV ファイルから一括インポートする機能の追加、Active Directory 認証に対
応するなど、サーバ・ネットワーク管理者の運用工数を効率化する機能を追加、または強化しています。

特長


仮想サーバ/物理サーバ/ネットワーク機器/ログの統合監視
多様な監視対象、監視ニーズに対応し、マルチプラットフォーム対応で、低コストの統合監視を実現します。



仮想サーバ、物理サーバを一元管理
VMware ESX や Hyper-V の仮想化環境のホスト OS/ゲスト OS の監視が可能です。物理環境と仮想化環境の一元管理を実現します。



優れた操作性
インストールから実際に監視を始めるまで、わずか数分で完了します。運用についても、操作や設定手順を容易に習得でき、引き継ぎが

スムーズです。



カスタマイズ可能な監視画面と多彩なレポート
シンプルな画面構成を持ち、わかりやすく多彩なグラフ/レポート表示が可能です。

新機能/機能
強化強化

 NetApp ストレージシステム対応の装置テンプレートとスナップショットを追加
新たに、NetApp のストレージシステムを監視するための装置テンプレート、および、スナップショット
を利用できます。NetApp ストレージ用の装置テンプレートは、50 を超える NetApp ストレージシステ
ムの情報を収集し、ディスク、ファイル、ハードウェア、LUN、パフォーマンスなどを監視します。

 Windows Server 2012、Windows 8 監視に対応
Microsoft 社の最新 OS に対応しています。サーバ OS の Windows Server 2012、クライアントの OS
Windows 8 の装置テンプレートを利用できます。また、エンタープライズ向けデータベース MS SQL
2012 の監視にも対応しています。

 Active Directory 認証

【新機能】

Active Directory の ユ ー ザ や 、 Active Directory ド メ イ ン の 特 定 の グ ル ー プ の ユ ー ザ に 、
OpManager にアクセスする権限を与えられます。既に OpManager に登録済みの管理者が Active
Directory 認証でログインするよう設定することも可能です。パスワード管理を一元化し、作業効率を
向上します。

 CSV ファイルで装置のメモ情報をインポート
監視対象の機器に付与するメモの情報を、CSV ファイルで一括インポートできます。メモ情報を利
用した IT 資産の情報を容易に管理できます。

[図 1]
Active Directory 認証ログイン画面

主な機能
サーバ監視













ネットワーク管理

サーバ監視 (Windows/Linux/Unix)
CPU、メモリ、ディスク監視/ハードウェア監視
ファイル/フォルダ監視
Active Directory 監視
MSSQL 監視 【機能強化】
MS Exchange 監視
サービス監視 / Windows サービス監視
プロセス監視 【機能強化】
URL 監視
スクリプト監視（Windows PowerShell、Linux シェルスクリプ
ト、VBScript、Python、Perl）
ログファイル監視（オプション）

仮想サーバの監視※1





VMware ESX 監視
Hyper-V 監視【機能強化】
ホスト OS 及びゲスト OS のパフォーマンス、CPU、メモリ、デ
ィスク、ネットワークなど 50 項目を超えるリソース監視に対応







マップ/障害管理/レポート










ネットワーク図の作成、ネットワークの可視化 【機能強化】
カスタマイズ可能な監視画面(ダッシュボード/CCTV ビュー)
メール/音声/RSS での障害通知【機能強化】
緊急度別のしきい値の設定
Windows イベントログ/Syslog 監視
Syslog/トラップ送信
IT ワークフロー機能※2（一連のタスクを自動で実行） 【機能強化】
レポート機能 【機能強化】

REST API※2 【機能強化】
ヘルプデスクや上位のネットワーク監視ツールなど、外部のアプリケ
ーションとの連携を実現する REST API 機能で、装置の追加と削除
や通知プロファイルの追加などの操作が可能です。











[図 2] Hyper-V 監視ダッシュボード画面

死活監視 / 可用性監視
トラフィック / ワイヤレスネットワーク監視
ルータ / スイッチ / ファイアウォール監視
Cisco IP SLA 対応の WAN RTT 監視、VoIP 監視
プリンタ監視

その他の特長
NMAP、WMI、SNMP、CLI を使用したディスカバリ機能
700 種類を超える装置テンプレート 【機能強化】
ルールエンジン 【機能強化】
カスタマイズ可能な SNMP 監視/WMI 監視
MIB ブラウザ、Ping、Traceroute、RDP、Telnet 等のネットワーク
情報分析ツール
データ保管先を PostgreSQL / MSSQL から選択
タブのカスタマイズ
Active Directory 認証によるログイン 【新機能】
iPhone、BlackBerry のスマートフォン用ブラウザ UI の提供

動作環境
プラットフォーム

OS

ハイパーバイザ（監視対象）

CPU

メモリ

ディスク
容量

ブラウザ

Windows

Sever 2003 / 2008 / 2012
32bit/64bit

VMware ESX 3.5、ESXi 3.5、ESX 4.x、
ESXi 4.x、ESXi 5.x
（ESXi 5.x は、ESXi 4.x と同等の監視
項目のみ対応）
Windows Server 2008 Hyper-V

Pentium 4
3.4 GHz
以上

4GB
以上

40GB
以上

Firefox 2.0 以上、
Chrome 4.0 以上
Internet Explorer 7.0 以上

Linux

Red Hat Enterprise Linux 4/5/6
32bit/64bit

ライセンスとオプション機能
監視対象（デバイス）数に基づくライセンスを用意しています。オプションライセンスにより様々な機能を追加できます。
※1 リリース 9.0 より、標準で仮想サーバの監視に対応しています。 ※2 IT ワークフローおよび API に関するサポートは、標準保守サポートには含まれません。
評価版/製品版ともに別途費用が必要です。※ライセンスの詳細は次の URL を参照ください。（http://www.manageengine.jp/products/OpManager/pricing.html）
年間ライセンス料金
通常ライセンス料金
ライセンス
監視対象数 / 機能
（消費税別、年間保守サポート付）
（消費税別、初年度保守サポート付）
Essential Edition （50 デバイス～）

50 装置～

\ 170,000～

\ 408,000～

Enterprise Edition （1000 デバイス～）

1000 装置～

※お問い合わせください

※お問い合わせください

 無料で製品を評価できます！

OpManager ダウンロード

本文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。
このリーフレットの記載内容は、2013 年 1 月現在のものです。記載されている内容は事前の予告なしに変更する場合があります。
製品に関するご質問、ご購入は、下記までお問い合わせください。
(C) ZOHO Japan Corporation. All rights reserved.

製品提供元
ゾーホージャパン株式会社
神奈川県横浜市神奈川区金港町 6-3 横浜金港町ビル 6 階
Tel:045-444-3881 （ManageEngine 営業担当）
http://www.manageengine.jp/
E-mail: jp-mesales@zohocorp.com
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