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PRTGネットワークモニターとは？

・ドイツPaessler AG社が開発した、

オールインワンネットワーク監視ソフトウェア

・全世界で50万以上のインストール実績

・ヨーロッパで数々のアワードを受賞
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PRTGの特徴
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・簡単導入：エージェントレス。監視対象と項目を自動検出し素早く監視スタート

・簡単操作：直感的な操作が可能な、日本語化されたウェブGUI

・監視対象：ネットワーク機器、Windows、Linux、仮想環境、クラウド、

データベース ほか

・監視方法：PING、SNMP、WMI、flow、SSH、 ほか

専門知識不要で設定が可能

・必要なのはWindows環境のみ：別途データベースやミドルウェア不要

・機能はすべて標準搭載：追加オプション購入不要

簡単にネットワークを監視

多彩にネットワークを監視

オールインワンのネットワーク監視ソフト



PRTG監視イメージ

ネットワーク機器

物理サーバー

仮想サーバー
ストレージ/ファイル

サーバー

データベース

メールサーバー
ウェブサーバー

PC

クラウド

ウェブページ

ウェブブラウザ

警告灯点灯

監視ターゲット

モバイルアプリ

メール通知
プログラム実行

ほか

定期レポート
管理者へ自動送信

通知

レポート

グラフ

ダッシュボード Windows アプリ
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主な機能

監視機能

通知

レポート自動生成

自動検出・自動設定

マップ、ダッシュボード

スケジュール

高速なグラフ表示

ウェブインターフェース

追加監視エンジン

警告灯との連携

クラスタリング構成

主要機能一覧

監視項目 監視対象 方法

死活 / 可用性 Windows Ping

帯域 / トラフィック Linux / Unix / OS X SNMP

速度 / 性能 仮想環境 WMI

CPU使用率
ストレージ / ファイル

サーバー
HTTP

ディスク使用量 メールサーバー SSH

メモリ使用量 データベース Flow

ハードウェアパラメーター クラウドサービス SNMPトラップ受信

ネットワークインフラ ウェブサーバー Syslog受信

サービス ネットワーク機器 EXE / スクリプト

プロセス

ファイル / フォルダー

ポート
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デバイス(監視対象)とセンサー(監視項目)

PRTGでは監視対象をデバイスとして登録し、監視項目をセンサーとして
デバイスに追加して監視を行います。

PINGによる死活監視

ポートAのトラフィック量

ポートBのトラフィック量

CPU使用率

色で監視の状態が分かる
(緑：正常、黄：警告、赤：エラー)

監視対象をデバイスとして登録
(例：スイッチ、サーバー、等)

複数の項目を

監視する場合

複数のセンサー

を追加する。

監視項目はセンサーとしてデバイスに追加。
カラフルな四角の１つ１つがそれぞれセンサー

１つのセンサーが1つの項目を監視
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センサー(監視項目)画面

監視内容の詳細を確認することができます。
監視データをグラフ表示

２時間、２日、30日、365日、
期間毎の比較が容易

センサー全般画面 ライブデータ画面
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デバイス(監視対象)画面

デバイス上のセンサー（監視項目）が一覧表示されます。
デバイスの監視状況が一望できます。

デバイス全般画面 データグラフ画面

デバイスを監視中のセンサー
とその状態を一望

デバイスを監視中のセンサと
その状態を一望
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監視データのグラフを一覧表示
２日、30日、365日、
期間毎の比較が容易



デバイスツリー画面

デバイス（監視対象）とセンサー（監視項目）の一覧表示画面。
階層構造でネットワークを一望できます。

デバイスツリー画面

グループ(上位)

グループ(下位)

デバイス

センサー

階層(ツリー)構造

階層上位の設定は
下位に継承

グループを作成し
わかりやすく管理
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センサー追加画面

専門的な知識不要でセンサー（監視項目）追加。
デバイス（監視対象）の種類に応じた適切なセンサーがリスト表示されます。

センサー追加画面のウィザード 240を超えるセンサーを標準搭載

9



ステータス別のセンサー(監視項目)一覧画面

センサーのステータスは色分けで表示されます。
ステータスごとのセンサーの一覧をいつでも確認できます。

メニューバーには常に
「色」分けされた

センサーの数が常に表示

センサー、デバイス
詳細画面へ

ワンクリックで遷移

ステータス別のセンサー一覧画面

ダウン

ダウン
（確認済み）

異常

警告

アップ

一時停止

不明

センサーステータス
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センサーとは？
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監視に必要なことが事前に定義されている

選んで追加するだけで監視

※ベンダーMIBファイルをインポートしてセンサー作成もできる

プ ロ ト コ ル

C i s c o 固 有 の
監 視 項 目

：SNMP

：CPU負荷、利用可能メモリ、温度、
温度の状態、ファンの状態、
電圧、電源の状態…ほか

Cisco システム
の正常性

問いあわせるOIDをCiscoのMIBから
事前に定義



センサー例
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PING センサー
HTTP センサー
DNS センサー
メールサーバー監視

SNMP トラフィック
SNMP RMON
NetFlow V5
NetFlow V9
sFlow V5
jFlow V5
IPFIX
パケットスニファー

トラフィック監視

SNMP Linuxディスク空き容量
SNMP Linuxメモリ情報
SNMP Linux物理ディスク監視
SSH ロードアベレージ
SSH スクリプト 実行

Linux サーバー

SNMP CPU 負荷
SNMP メモリ
SNMP ディスク空き容量
WMI HDD ヘルス
WMI 共有
WMI サービス
WMI イベントログ
WMI Exchange サーバー
WMI IIS アプリケーション監視
Windows プロセス

Windows サーバー
Microsoft SQL 監視
MySQL 監視
Oracle 監視
Postgre SQL 監視
ADO SQL 監視

AWS
Azure
Microsoft365
Zoom

クラウドサービス

VMware 監視
Hyper-V 監視
Citrix Xen サーバーの監視

仮想環境

Fujitsuシステムヘルス
Cisco システムヘルス
HPE Proliant システムヘルス
Dell PowerEdge システムヘルス
NetApp I/O
Buffalo TeraStation

ベンダー専用センサー

・300を超えるセンサーを標準搭載
・ベンダーMIBをインポートしてセンサーを作成できる

死活監視 データベース



PRTG通知機能

状態変化や閾値超過などのトリガーによるアラート通知ができます。

メール通知の例

トリガータイプと例

状態トリガー

・PING応答なし

・センサー停止

閾値トリガー

・ディスク容量不足

・CPU使用率増加

速度トリガー

・トラフィック制限超過

ほか

通知手段

メール

SNMP トラップ

Syslog メッセージ

HTTP アクション

プログラム実行

Windowsイベントログ

ほか

トリガー
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！！
応用例：SNMPトラップ通知で

警告表示灯を点灯



PRTGレポート機能

レポートを自動生成。メールで自動送信することもできます。

レポート例

定型レポートをスケジュールで自動生成

HTML、PDF、CSV、XMLの出力に対応
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アドホック スケジュール

緊急メンテナンスなどの一時的な停止

定型スケジュール

平日⇔土日、定時内⇔時間外など

スケジュール機能

監視と通知の ON / OFF を簡単に設定できます。

スケジュール追加画面：タイムテーブル アドホックスケジュール設定画面

デバイスやセンサーごとに別のスケジュールを設定できます。
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PRTGマップ、ダッシュボード機能

位置関係をイメージした「マップ」が作成できます。
見たい情報を自由に配置した「ダッシュボード」として使用することもできます。

マップ機能で作成したダッシュボード

マップ画面 ダッシュボード例

配置したアイコンをクリックすればすぐに詳細画面が表示されます。
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自動検出
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デバイス、センサーを自動で登録・追加して監視をスタートします。

検出したデバイスを自動で登録

デバイスに合ったセンサーを自動で追加

インストール直後に自動検出を実行

※インストール直後の自動検出は抑制できます。

スイッチ

PC
サーバー

PING

CPU負荷

メモリ使用率

PING

トラフィック

稼働時間

PING

DISK空き容量

各種リソース

監視ネットワーク



追加監視エンジン：リモートプローブ

負荷分散、遠隔地監視のための監視エンジンを追加できます。

ローカルプローブ

PRTGコアサーバー
リモートプローブ２

リモートプローブ１

遠隔地拠点

負荷分散

リモートプローブによる負荷分散と遠隔地監視のイメージ

社内LAN

インターネット

無償で使えるオプション機能

※リモートプローブは SSL暗号化通信で
コアサーバーへ監視データを送信します。
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PRTG Desktop
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PRTGを管理するためのWindows、macOS用アプリケーションです。

※PRTG Desktopの言語設定は日本語に変更することはできません。
GUIで日本語登録したデバイス名などは日本語で表示されます。

※一部の機能ではウェブブラウザを使用します。

PRTG Desktop 画面

複数のPRTGサーバーを管理

複数のPRTGのアラートを
一画面で表示



クラスタリングによる冗長構成

標準機能でクラスタリング構成が可能です。

追加ライセンス不要で利用できます。

設定の同期

主系 副系

アラート通知

レポート

設定
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• Active - Activeの冗長構成
• 取得したデータはそれぞれが保存

• 設定、アラート通知、レポート機能は
主系のPRTGで集中的に管理

• 主系がダウンした場合に副系が仮主系
として動作

• 1ライセンスで１：１のクラスタリング
構成が可能

PRTG クラスタリング構成イメージ

ポーリングポーリング



PRTGモバイルアプリ
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モバイル端末からPRTGの監視機能を利用できます。
iPhone・Android用アプリが提供されています。

PRTG for iOSアプリ 画面 PRTG for Androidアプリ 画面

※PRTGモバイルアプリの言語設定は日本語に対応しておりません。
GUIから日本語で登録したデバイス名などは日本語で表示されます。



センサー例１： SNMP トラフィックセンサー

ポートごとのトラフィック量の監視
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受信、送信、合計、のトラフィックを１つの「SNMP トラフィック」センサーで監視

・ポートのリンクアップ/ダウンも同時に監視できる。
・エラー、廃棄、ユニキャスト、非ユニキャスト、マルチキャスト、

ブロードキャストパケットのトラフィックの監視も追加できる。

※設定の詳細は別紙「簡易マニュアル」から”センサーの追加”を参照



センサー例１： SNMP トラフィックセンサー

監視したいポートを選択するだけでセンサーの追加完了
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・センサー追加ウィザードで、監視可能なポートが一覧表示される。
・監視したいポートを選択してセンサー追加。
※センサーはポート毎に１つ追加される。

※設定の詳細は別紙「簡易マニュアル」から”センサーの追加”を参照



センサー例１： SNMP トラフィックセンサー

グラフとデータ
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[ライブデータ]、[2日]、[30日]、[365日]タブで、期間ごとのグラフとデータを即表示

※グラフとデータの表示は表示期間によって平均化されます。



センサー例１： SNMP トラフィックセンサー

グラフとデータ
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HTML、XML、CSVで出力可能
※グラフとデータの表示は表示期間によって平均化されます。

生データの表示には表示期間の制限があります。
例）監視間隔60秒のデータを表示できるのは表示期間40日未満

日、時を指定してレポートを作成



センサー例２： xFlow センサー

ネットフローを受信してネットフロー監視
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「トップリスト」、「プロトコルごとの通信量」を「xFlow」センサーで監視できます。
NetFlowv5、NetFlowv9、IPFIX、sFlow、jFlowv5に対応。

トップリスト

プロトコルごとの
通信量



センサー例２： xFlow センサー

トップリスト 通信量上位のリスト
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デフォルトのトップリスト
「トップトーカー」 「トップコネクション」 「トッププロトコル」

※ユーザー独自のトップリストも作成可能です。弊社ブログでもご紹介しております。
※トップリストはHTML、CSVなどで出力できません。ウェブGUIから確認するか、プリントアウトして利用します。
※トップリストに表示される情報の検索、ドリルダウンはできません。

IPアドレス間の通信量上位のリスト
トップトーカーに”通信ポート”を

加えた通信量上位のリスト
プロトコルごとの通信量上位のリスト



センサー例２： xFlow センサー

プロトコルごとの通信量
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プロトコルごとの現在の通信量が確認できる。



PRTGの製品ライセンス体系
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使用するセンサー数で、PRTGのライセンスが決まります。

・デバイスあたり10センサー程度が使用センサー数の平均的な目安です。

・30日間の無償トライアル版（センサー数無制限）で実際の機能をお試しいただけます。

※トライアル版は30日間経過後に100センサー制限のフリー版として動作します。

・PRTG    500   センサーライセンス （1年/3年/5年サポート付）

・PRTG  1000   センサーライセンス （1年/3年/5年サポート付）

・PRTG  2500   センサーライセンス （1年/3年/5年サポート付）

・PRTG  5000   センサーライセンス （1年/3年/5年サポート付）

・PRTG  無制限センサーライセンス （1年/3年/5年サポート付）

ライセンスはアップグレード可能 設定を引き継いでアップグレード
価格は差額＋α ※ダウングレードは不可



基本メニュー

・ 100   センサーまで

・ 500   センサーまで

・1000   センサーまで

・2500   センサーまで

・5000 センサーまで

・センサー数に合わせて選ぶシンプルな基本メニュー

・要件定義～設計～構築～運用準備までワンストップでご提供

PRTGおまかせ構築パック

30

シンプルなメニューと価格でPRTGを構築するサービス

※オプションメニューは、基本メニューの付加サービスとなります。基本メニューの購入が必要となります。
※詳細はお問い合わせください。

※Ping、SNMP（トラフィック、ディスク、CPU、メモリ）センサーのみ

オプションメニュー
を追加可能

・ SNMPトラップセンサー
・ SNMPカスタムセンサー

（ベンダーMIB用）他



PRTGシステム要件（１）
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システム要件（OS）

PRTGコアサーバーおよびプローブ用OS (以下の32/64ビットOS)
Microsoft Windows Server 2022
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows 11
Microsoft Windows 10

※ 詳細は弊社ホームページ 「PRTGネットワークモニター」‐「システム要件」 をご覧ください。

システム要件（ウェブブラウザ―）

PRTGのウェブGUIがサポートするブラウザー
Google Chrome（最新版） ※推奨ブラウザー
Mozilla Firefox（最新版）
Microsoft Internet Explorer 11



PRTGシステム要件（２）
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システム要件（推奨ハードウェア）

※ 詳細は弊社ホームページ 「PRTGネットワークモニター」‐「システム要件」 をご覧ください。
※ 仮想環境で5,000センサー以上を使用する場合は

「Running large installations of PRTG in a virtual environment  (英語)」の指示に従ってください。

センサー数
（コアサーバーごと）

CPU、
メモリー

ディスク容量
(1年分の監視

データ)

ユーザー
アカウント数

リモート
プローブ数

仮想
環境

PRTG
クラスター

500センサー未満
4 CPUコア、
4 GB RAM

100 GB 30ユーザー未満
30プローブ
未満

可能 可能

1,000センサー未満
6 CPUコア、
6 GB RAM

500 GB 30ユーザー未満
30プローブ
未満

可能 可能

1,000～2,500センサー
未満

8 CPUコア、
8 GB RAM

750 GB 20ユーザー未満
30プローブ
未満

可能 可能

2,500～5,000センサー
未満

8 CPUコア、
12 GB RAM

1 TB 20ユーザー未満
60プローブ
未満

可能 非推奨

5,000～10,000センサー
未満

10-12 CPUコア、
16 GB RAM

1.5 TB 15ユーザー未満
80プローブ
未満

可能 サポート外

10,000センサー以上 弊社サポートまでお問い合わせください。

https://paessler.canto.global/direct/document/8m76k1v9td5mbac9lmf4tk9r7s/xaFgQadvTbZkdpGf8JugVKdXJjU/original?content-type=application/pdf&name=Best-Practice-Guide+v1.0-PRTG-Large-Installation-Virtual-Environment.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php


PRTGに関するお問合せ先

• 国内販売元： ジュピターテクノロジー株式会社

• 住所： 〒183-0023 東京都府中市宮町一丁目40番地 KDX府中ビル6F

• URL： https://www.jtc-i.co.jp

• 電話番号： 042-358-1251

• FAX番号： 042-360-6221

• メールアドレス：sales@jtc-i.co.jp

• 評価用にセンサー数無制限で30日間利用可能なライセンスを提供

お問い合わせは https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php まで
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https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php

