
 



 
 

   翻訳に関する免責事項 

本書に掲載されている内容は、『Getting Started with PRTG Network Monitor (© 2012  Paessler 

AG)』（英文）の参考 訳です。あくまでもお客様の便宜のためのものであり、この内容が英文と合致す

ることを保証するものではありません。また、翻訳された情報が 新であることを保証するものではあり

ません。本書に書かれている情報の正確性に関して、疑問が生じた場合は『Getting Started with 

PRTG Network Monitor (© 2012 Paessler AG)』（英文）をご参考になることをお薦めいたします。万

一、本書の訳に誤りがあった場合でも、訳者は記載されている情報の利用による損害や損失に対する

いかなる責任も負いません。 

 ( Translation Accuracy Disclaimer 

The information in this document is translation of English version of the document      

“Getting Started with PRTG Network Monitor (© 2012 Paessler AG)”.  

This translation is intended solely as a convenience to Japanese users of PRTG.  

 Translation accuracy is not guaranteed nor implied. And the timeliness of any information 

translated in this document is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the 

accuracy of the information contained in the translation, please refer to the English version of 

the document. Should there be any inaccuracy of the information contained herein, translators 

assume no liability for damages from the use of the information contained in this translation. ) 
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1. PRTG Network Monitorへようこそ！ 

 
PRTG Network Monitor へようこそ！PRTG Network Monitor は使い易いソフトウェアというだけ

でなく、全ネットワークを監視するための様々な強力な機能を備えたソフトウェアです。 
 

このマニュアルに関しまして、 
 
このマニュアルは、ユーザーが PRTG によるネットワーク監視をすぐにでも開始できるようにクイッ

クスタートガイドとなっております。PRTG ソフトウェアの基本的な概念のみをご説明しております。

利用可能な設定等の詳細な情報に関しては、以下の URL から PRTGv12 のユーザーマニュアル

（英語）をご参照ください。 

 

http://download-cdn.paessler.com/download/prtgmanual.pdf 
 

 
すべての内容を読む時間がない方へ、 
 
PRTG に関してのマニュアルをまだ読んでいない方は、監視の 適な設定方法を理解していただ

くための有益な情報として、「オブジェクト階層」のセクションだけはぜひお読みいただくことをお勧

めします。 
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2. ダウンロード、インストールと 初のログイン 

 
PRTG のインストーラーをダウンロードして、そのインストーラーをインストールするだけです。 

ダウンロード 
Paessler 社の Web サイトでは、複数のインストーラーがダウンロード可能です。フリー版／特別

版／トライアル版用インストーラー（どなたでもダウンロード可能なインストーラー）と商用版インス

トーラー（商用版インストーラーは保守契約が有効なユーザーのみダウンロードが可能です）。 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paessler 社の Web サイト 
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フリー版／特別版／トライアル版用インストーラーのダウンロード 
 
Paessler 社のウェブサイトから 新のインストーラーをダウンロードしてください。トライアル版とし

てご使用の場合は、トライアルキー（無料）をインストール中に入力する必要があります。 

 
・http://www.paessler.com/prtg/download 
 
注：全てのフリー版のインストールは、30 日間使用可能な無制限センサーのトライアル版として開

始されます。トライアル期間が終了しますと、インストールされた PRTG は 10 センサーのみ使用

可能なフリー版として稼働し続けます。 

 
注：特別版の PRTG は使用可能なセンサー数を拡張したフリー版です。メーカからの要求を満た

すことができますと、センサー数を増やした特別版のキーをメーカから無料で送付されます。詳細

に関しましては、以下の URL をご参照ください。 
 
・http://www.paessler.com/prtg/download#30sensors 

 

商用版のダウンロード 
 
保守契約が有効な場合、 新バージョンの商用版 PRTG のダウンロードとバージョンアップを無

償で行うことができます。Paessler 社の Web サイトにログインしていただき、 新版をダウンロー

ドしてください。また、ここでライセンスキー等の情報を確認することもできます。ライセンスキーは

インストール時に入力します。 
 
・http://www.paessler.com/login 

 
ジュピターテクノロジー（株）よりライセンスを購入したお客様で保守契約が無効になってしまった場合

は「sales@jtc-i.co.jp」にお問い合わせください。 

 

注：１度PRTGのインストールを完了しますと、通常、PRTGの自動アップデート機能を使用して、

新バージョンのインストーラーのダウンロードとインストールを行うことができます。自動アップデ

ート機能により、アップデートのインストール作業が簡単になります。 

 

インストール 
 
PRTG システムをインストールするコンピュータ上で PRTG のセットアップファイルをダブルクリック

してください。その後は、インストールウィザードに従って PRTG ソフトウェアをインストールしてくだ

さい。 
 
インストールが完了しますと、自動的に Web ブラウザーが起動し、PRTG の WebGUI に接続しま

す。接続が完了しますと、PRTG の「設定ウィザード」が表示されます。お使いの Web ブラウザー

が以下のブラウザーのどれかであることをご確認ください。 

mailto:sales@jtc-i.co.jp
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・Google Chrome 18 以上（推奨）, 
・Mozilla Firefox 4 以上 
・Microsoft Internet Explorer 9 
 
注：スクリプト言語の互換性の関係で、Microsoft Internet Explorer 8 以前の Web ブラウザーを使

用して、Ajax 機能の PRTG WebGUI に接続することはできないです。設定ウィザードにアクセス

できない場合は、別の Web ブラウザーで PRTG WebGUI の URL に接続してみてください。 

 

ログイン 
 
これまでの作業すべてが問題なく完了しますと、Web ブラウザーの起動後に以下のログイン画面

は表示されません。PRTG WebGUI に接続する Web ブラウザーを途中で交換した場合のみ、以

下のログイン画面からログインする必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・「ログイン名」と「パスワード」の入力欄は空白のままにしてください。 

 
・「AJAX WebGUI（機能制限：モバイルアクセス用に 適化された GUI）」を選択してください。 
 
・「デフォルト ID でログイン」ボタンをクリックしてログインします。 

 
PRTG にログインするには、PRTG がサポートしている Web ブラウザーをご使用になることをお勧

めいたします。Google Chrome 18 以上（推奨）、または Mozilla Firefox 4 以上。サポートしている

Web ブラウザーでのみ、「AJAX Web GUI（機能制限：モバイルのアクセス用に 適化された

GUI）」オプションを選択することができます。もし、「AJAX Web GUI（機能制限：モバイルのアクセ

ス用に 適化された GUI）」オプションが灰色になって選択不可になっている場合（たとえば、

Internet Explorer 8 以前の Web ブラウザーをお使いの場合）、他の Web ブラウザーをお使いく

PRTG ログイン画面 
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ださい。 
 
「設定ウィザードを使用する」は次の章をご覧になってください。 
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3. 設定ウィザードを使用する 

 
新規に PRTG をインストールすると、ログイン後、「設定ウィザード」が自動的に表示されます。 
設定ウィザードを完了するまで、この設定ウィザードが表示されます。設定ウィザードをスキップす

ることもできます。「ホーム」メニューの「設定ウィザード」ボタンをクリックしますと、設定ウィザード

をいつでも起動できます。 

 
 

 

ようこそ画面 
 
 
１０の簡単な質問に答えるだけで、この設定ウィザードが初期設定と基本的なネットワーク（デバイ

ス、サーバー、ウェブサイトなど）の監視のための事前設定を行なってくれます。ここで自動的に作

成された監視設定はいつでも変更することができます。 
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設定ウィザードでは以下のステップを進みます。 

 

・SSL 暗号を有効にする 

・管理者アカウントを設定する 

・Windows/WMI のクレデンシャルを入力 

・SNMP のクレデンシャルを入力 

・VMware/Xen サーバーのクレデンシャルを入力 

・Linux/Solaris/Mac OS のクレデンシャルを入力 

・インターネット接続を監視 

・LAN 内のサーバー監視 

・Web サイト／オンラインショップ監視 

・クラウドサービス監視 

・ネットワークセグメントの検出 

・完了しました！ 
 
 
「設定ウィザード」を開始のボタンをクリックして、ウィザードを開始します。「設定ウィザード」をスキ

ップのボタンをクリックすると、いつでもウィザードをスキップすることができます。 

設定ウィザードの画面 
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SSL 暗号を有効にする 

 
お使いの PRTG Web サーバーが http ポートで稼動している場合のみ、このステップが表示され

ます。SSL 暗号化（https ポート）を利用して、PRTG Web サーバーを稼動させることを推奨いたし

ます。特に、PRTG の WebGUI がインターネット経由でアクセスする場合は、SSL 暗号化（https
ポート）を利用してください。暗号化なしの場合、PRTG の WebGUI に入力したパスワードは平文

で送信されます。以下の２つから選択してください。 
 
・はい：PRTG Web サーバーが SSL 接続を利用するように変更します。 

次回、PRTG WebGUI にログインしたときに、「証明書に関する警告」のポップアップ画面が

表示されます。「はい、SSL 接続に切り替えます。」をクリックして、表示された警告に同意し

ます。警告に同意後、「PRTG Core Server」サービスは再起動され、WebGUI は再起動され

ます（Web ブラウザーで証明書に関する警告が表示される場合があります）。Web ブラウザ

ーの警告に同意して、ログイン画面へ進んでください。 
 
・いいえ：この設定をスキップします。暗号化されない http 接続の利用が選択されます。 

この設定がスキップされた場合、「SSL暗号を有効にする」設定のステップは次回からは表示

されなくなります。Windows のスタートメニューから「PRTG Server Administrator Tool」を起

動して、いつでも SSL 接続に切り替えることができます。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 
 

管理者アカウントを設定する 

 
デフォルト設定では、PRTG は、管理者アカウントとして、ログイン名「prtgadmin」とパスワード

「prtgadmin」を使用します。セキュリティー上の観点から、パスワードだけでもデフォルト以外の

設定に変更されることをお勧めいたします。 

 
管理者アカウントのログイン情報のクレデンシャルと「Email Address」を入力してください。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 

 

Windows/WMI のクレデンシャルを入力 

 
WMI（Windows Management Instrument）を利用して、Windows サーバーやクライアントのシス
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テムを監視するには、監視対象の Windows システムの管理者アカウント情報を入力してください。

（Active Directory をご使用の場合は）ドメインの管理者アカウント情報をご使用になることをお勧

めいたします。 
 
PRTG はデバイスツリーの 上位の「ルート」グループに監視対象のクレデンシャルを登録するこ

とができます。すべての Windows ベースのデバイス設定は自動的に「ルート」グループで設定さ

れた値が継承されます。継承された設定を上書きするには、下位のレベルで異なる値を設定しま

す。 

 
 
監視で利用される標準的な技術に関する情報は、「詳細な情報」に記載されたユーザーマニュア

ル（英語）への URL をご参照ください。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 
 

SNMP のクレデンシャルを入力 

 
ハードウェア機器（ルーター、スイッチなど）を監視するためには、SNMP（Simple Network 
Management Protocol）プロトコルでの監視が、 も一般的な監視です。すべてのSNMP機能

を持ったデバイスは、デフォルトで次の値が設定されております。SNMPバージョン「1」、コミュニ

ティー名「public」、SNMPポート番号「161」。 
 
監視対象ネットワーク内のSNMP機能を持ったデバイスで他の値が設定されている場合は、「設定ウィ

ザード」でPRTGの設定を変更します。以下の選択肢（いいえ／はい）を選択します。 
 
・いいえ：監視対象のすべてのSNMPデバイスはデフォルトのクレデンシャルを使用します。 

不明な場合は、このオプションを選択してください。 

 
・はい：監視対象デバイスのSNMPクレデンシャルまたは設定を入力するには、「はい」を 
  選択します。詳細な設定の入力欄が表示されます。SNMPバージョンを選択し、 
  コミュニティー名とSNMPポート番号を入力しSNMP接続のタイムアウト時間を指定します。 
 
PRTG はデバイスツリーの 上位の「ルート」グループに監視対象のクレデンシャルを登録するこ

とができます。すべての SNMP ベースのデバイス設定は自動的に「ルート」グループで設定された

値が継承されます。継承された設定を上書きするには、下位のレベルで異なる値を設定します。 

 
監視で利用される標準的な技術に関する情報は、「詳細な情報」に記載されたユーザーマニュア

ル（英語）への URL をご参照ください。 

 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、
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「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 

 

VMware/Xenサーバーのクレデンシャルを入力 

 
PRTG はご使用の VMware や Citrix Xen Server などの仮想環境も監視することができます。 
監視対象の仮想環境の「root」にアクセスするためのクレデンシャルを入力してください。以下の

選択肢（いいえ／はい）を選択します。 
 
・いいえ：PRTG は仮想環境の監視を行わない。 

  「root」にアクセスするためのクレデンシャルはいつでも入力できます。 
 
・はい：VMware や Xen Server システムを監視するためにはユーザー名とパスワード入力しま

す。 
    VMware の監視の場合、接続に使用するプロトコルも指定します。 
 
PRTG はデバイスツリーの 上位の「ルート」グループに監視対象のクレデンシャルを登録するこ

とができます。すべての VMware／Xen Server ベースのデバイス設定は自動的に「ルート」グル

ープで設定された値が継承されます。継承された設定を上書きするには、下位のレベルで異なる

値を設定します。 

 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 
 

Linux/Solaris/Mac OS のクレデンシャルを入力 

 
PRTG はご使用の Linux や Solaris や Mac OS X などのシステムも監視することができます。 
監視対象の仮想環境の「root」にアクセスするためのクレデンシャルを入力してください。以下の

選択肢（いいえ／はい）を選択します。 

 
・いいえ：PRTG では SSH／WBEM を利用して Linux や Solaris や Mac OS X などの 
   システムを監視しません。いつでも SSH／WBEM を入力して監視を開始することができます。 

 
・はい：SSH／WBEM クレデンシャルを入力します。ユーザー名とパスワードを入力するか、 
   秘密鍵を入力欄に貼り付けます。WBEM へアクセスするには、接続のためのプロトコルと 
   ポート番号を入力します。 
 
PRTG はデバイスツリーの 上位の「ルート」グループに監視対象のクレデンシャルを登録するこ

とができます。すべての SSH／WBEM ベースのデバイス設定は自動的に「ルート」グループで設

定された値が継承されます。継承された設定を上書きするには、下位のレベルで異なる値を設定
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します。 

 
監視で利用される標準的な技術に関する情報は、「詳細な情報」に記載されたユーザーマニュア

ル（英語）への URL をご参照ください。 

 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 

 

インターネット接続を監視 

 
PRTGでは、デフォルトゲートウェイやDNSサーバーへの接続が可能かどうかの可用性を監視す

ることができます。PRTG は自動的に IP アドレスを検出し、検出した IP アドレスを各入力欄に入

力します。設定されたインターネットへのデフォルトゲートウェイや DNS サーバーの IP アドレスを

ご確認してください。 
 
注：通常のネットワーク環境では、デフォルトゲートウェイはファイアーウォールやルーターの IP ア

ドレスもしくは DNS 名になっている場合が多いです。セカンダリ DNS サーバーがない環境では、

「DNS サーバー２」の入力欄は空白のままにしてください。 

 
PRTG は入力された IP アドレスもしくは DNS 名をもとに新規に監視対象デバイスを作成し、オー

トディスカバリーを実行してセンサー（監視項目）を作成します。このステップでの設定が完了後、

すぐにオートディスカバリーがバックグラウンドで実行されます。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 
 

LAN 内のサーバー監視 
 
PRTG では、監視対象ネットワーク内の Exchange サーバーやその他のメールサーバー、Active 
Directory ドメインコントローラーなどのサーバーを監視することができます。PRTG は自動的に IP
アドレスを検出し、検出した IP アドレスを各入力欄に入力します。設定されたインターネットへのデ

フォルトゲートウェイや DNS サーバーの IP アドレスをご確認してください。IP アドレスや DNS 名

は１行ずつ入力します。 
 
PRTG は入力された IP アドレスもしくは DNS 名をもとに新規に監視対象デバイスを作成し、オー

トディスカバリーを実行してセンサー（監視項目）を作成します。このステップでの設定が完了後、

すぐにオートディスカバリーがバックグラウンドで実行されます。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動
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します。 
 

Web サイト／オンラインショップ監視 

 
PRTG は、運営している Web サイトやオンラインショップなどを HTTP プロトコルを使用して監視

することができます。監視対象の URL を１行ずつ入力してください。 
 
PRTG は監視対象の Web サイトのデバイスを新規に作成します。１つの監視対象 URL に対して、

１つセンサーが作成されます。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 

 

クラウドサービス監視 

 
ご利用のクラウドサービスが稼動中か停止中かの死活監視をするために、PRTG では、クラウド

サービスを監視するための HTTP センサーを作成することができます。クラウドサービスの一覧表

で、ラジオボタンを「はい」に切り替えると、そのサービスは監視されます。以下のサービスから選

択できます。 


・Google Search, Google Mail, Google Drive 

・Microsoft Office 365 

・Salesforce 

・Dropbox 

・iCloud 

・Facebook 

・Twitter 

・Skype 

 
PRTGは監視対象のクラウドサービスのデバイスを新規に作成します。１つの監視対象URLに対

して、１つセンサーが作成されます。 
 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 

 

ネットワークセグメントの検出 

 
PRTG では、オートディスカバリー機能を使用して監視対象のネットワークセグメント全体に対して
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スキャンを実行して、自動的に監視対象のデバイスを検出しセンサーを作成します。 
 
PRTG は自動的に IP アドレスの範囲を検出し、検出した IP アドレスの範囲を各入力欄に入力し

ます。設定されたインターネットへのデフォルトゲートウェイや DNS サーバーの IP アドレスをご確

認してください。IPv4 ベースの入力欄では、監視対象ネットワークの IP の範囲の 初の３オクテッ

トを入力してください。例、192.168.0 また 10.0.0 などの範囲をしてします。IP 範囲の開始と終了

の値を変更しない場合は、PRTG は自動的に「.1」～「.254」の範囲のすべての IP アドレスに対し

てスキャンを実行します。 

 
IP 範囲などに対してより細かな設定でオートディスカバリーを実行したい場合、いつでも追加のオ

ートディスカバリーを実行することができます。 

 
「保存して、次へ」ボタンをクリックして変更を有効にします。また、この設定をスキップするには、

「スキップ」ボタンをクリックします。ここでどちらかのボタンをクリックしますと、次のステップへ移動

します。 
 

完了しました！ 

 
「設定ウィザード」での作業を完了すると、PRTG は監視対象デバイスの作成やセンサー（監視項

目）の設定を完了します。監視データも自動的に取得し始めます。 
 
「新規追加のセンサーを確認する」ボタンをクリックしますと、デバイスビュー画面に遷移します。 

 

詳細な情報 

 
ユーザーマニュアル（英語）：Sensor Technologies 
・http://www.paessler.com/manuals/prtg/sensor_technologies.htm 

 
ユーザーマニュアル（英語）：Ajax Web Interface - Basic Procedures: General Layout 
・http://www.paessler.com/manuals/prtg/general_layout.htm 

 
ユーザーマニュアル（英語）：Ajax Web Interface - Device and Sensor Setup: Auto-Discovery 
・http://www.paessler.com/manuals/prtg/auto_discovery.htm 
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4. オブジェクト階層 

 
PRTG に関してのマニュアルをまだ読んでおられない方は、このセクションだけはお読みいただく

ことをお勧めします。容易に監視設定を定義したり変更したりするには、PRTG でどのようにオブ

ジェクトが設定されるかを理解することは重要です。 
 
このセクションでは、デバイスツリーの概念とオブジェクトに関して解説いたします。 
 
・デバイスツリー 
・ルートグループ 
・probe（プローブ） 
・グループ 
・デバイス 
・センサー 
・チャンネル 

 

デバイスツリー 
 
PRTG の監視設定上のすべてのオブジェクト（ルート、グループ、デバイス、センサーなど）は、ツ

リー構造の階層になっており、オブジェクトの位置を容易に特定することができます。また、同類の

デバイスやサービスやロケーションが類似するオブジェクトを同じグループとして定義することがで

きます。階層構造では上位で定義した基本設定を継承することができます。 
例えば、「ルート」グループの設定は下位に追加したすべてのオブジェクトに適用されます。 
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PRTG のオブジェクト階層のモデル 
 

ルートグループ 
 
「ルート」グループは、PRTG の 上位のインスタンスです。ルート以下には、設定したすべてのオ

ブジェクトが含まれます。PRTG の「ルート」グループのデフォルト設定を変更しますと、PRTG の

継承機能により、ネットワーク全体の設定に反映されます。デフォルトでは、ルートグループの設

定をルート以下のすべてのオブジェクトが継承します。この階層により、オブジェクトの設定が非常

に容易になります。 
 

プローブ 
 
ルート以外のすべてのグループは、Probe（プローブ）の構成メンバーになります。監視はこの

probe（プローブ）単位で行われます。Probe（プローブ）以下に設定されたすべてのオブジェクトは、

この Probe（プローブ）によって監視が行われます。 
PRTG コアサーバーをインストールすると、自動的に Local Probe（ローカルプローブ）サービスが
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インストールされます。通常のインストレーションの場合、Probe（プローブ）が１つインストールされ

ますので、その Probe（プローブ）の下にグループを設定します。 

 
PRTG コアサーバーのネットワークから離れたサイトを監視するには、「リモートプローブ」を追加

することができます。クラスター構成では、すべてのノードに「クラスタープローブ」が追加されます。

「クラスタープローブ」の下に設定したデバイスは、クラスター内のすべてのノードから監視されま

す。これにより、異なる複数の場所からの監視を可能にします。もし、１つのノードがダウンした場

合でも、監視自体は停止することがないように冗長化された構成を構築することができます。

PRTG をクラスター構成でお使いになる場合は、ユーザーマニュアル（英語）をご参考にされること

をお勧めいたします。 
 

グループ 
 

ツリー構造をグループ化したい場合、Probe（プローブ）に、１つ以上のグループを追加することが

できます。同じ設定を継承させたいオブジェクトは同じグループの構成メンバーにすると便利です。

グループ内にデバイスを追加します。グループを入れ子にすることもできます。監視するネットワ

ークの構造に適したグループ化ができます。 

 
以下は設定のサンプルです。Local Probe（ローカルプローブ）のデバイスツリー、複数のグルー

プ、デバイス、センサーが設定されております。 
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PRTG のデバイスツリー一覧 
 

 
デバイス 
 
それぞれのプローブやグループに監視対象のデバイスを追加します（PRTG 設定の「デバイス」と

は、実際の監視対象のハードウェアデバイスを指します）。以下がデバイスの一例です。 
 
・Web サーバーやファイルサーバー 
・クライアントコンピュータ（Windows、Linux または Mac OS） 
・ルーターまたはネットワークスイッチ 
・ネットワーク内で IP アドレスを割り振られたデバイスのほとんどすべて 

 
さらに PRTG の Local Probe（ローカルプローブ）には、Paessler 用語で言うところの Probe 
Device（プローブデバイス）も追加されます。この Probe Device（プローブデバイス）は、物理的な

デバイスではなく、PRTG の内部的なデバイスで、プローブが稼動しているコンピュータに対して

複数のセンサーでヘルスチェックしています。 
 

センサー 
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それぞれのデバイスに複数のセンサーを作成して、それぞれのセンサーでデバイスの様々な状

態を監視します。以下は、センサーの一例です。 

 
・SMTP、FTP、HTTP などのネットワークサービスを監視するセンサー 
・ネットワークスイッチなどのインターフェースのトラフィックを監視するセンサー 
・ネットワークデバイスなどの CPU 負荷を監視するセンサー 
・ネットワークデバイスなどのメモリ使用状況を監視するセンサー 
・ネットワークカードのトラフィックを監視するセンサー 
・NetFlow のストリームを受信して監視するセンサー 

など。 

チャンネル 
  
それぞれのセンサーには、複数の「チャネル」という 小単位の監視データがあります。センサー

の種類によって、チャンネルの種類が異なります。以下がチャンネルの一例です。 

 
・デバイスの「Downtime（停止時間）」 
・デバイス（例、ルータなど）のトラフィック受信 
・デバイス（例、ルータなど）のトラフィック送信 
・デバイス（例、ルータなど）のトラフィック送受信合計 
・NetFlow デバイスの WWW トラフィック 
・NetFlow デバイスの Mail トラフィック 
・NetFlow デバイスのその他のトラフィック 
・デバイスの CPU 負荷 
・Web ページのロード時間 
・Web ページが 初のバイトを受信するまでの時間 
・デバイスへ Ping を送信したときの応答時間 
・リモートデスクトップサービスへの応答時間 

       など。 

詳細 
 
詳細なユーザーマニュアル（英語）の「Understanding Basic Concepts」を参照してください。 
・http://www.paessler.com/manuals/prtg/understanding_basic_concepts.htm 
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5. 詳細な情報 

 
PRTG の Ajax Web GUI をご使用になって、PRTG のメニュー、デバイスツリー、設定などに慣れ

ることをお勧めいたします。各ページの右上の角に青色のヘルプボックスがあります。そこから詳

細なヘルプへの Web GUI から直接移動が可能です。 
 

PRTG の機能に関して疑問等がある場合は、以下の詳細なユーザーマニュアル（英語）をご参考

にしてください。 
 

・HTML 版： http://www.paessler.com/manuals/prtg/ 
・PDF 版： http://download.paessler.com/download/prtgmanual.pdf 

 
 

PRTG で 適なネットワーク監視を！
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日本語マニュアル発行日 2012 年 2 月 22 日 

本マニュアル原文は 

『Getting Started with PRTG Network Monitor』です 

ジュピターテクノロジー株式会社 翻訳グループ 
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