サーバー・ネットワーク監視ソフトウェア

公式サイトより
評価機貸出中
http://patrolclarice.jp
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監視の運用コスト削減にこだわって
開発された監視ソフトウェアです
主にウェブサービスをお預かりするデーターセンターにおいて、
監視の品質を上げながら運用コストを下げるために開発された監視エンジンをコアにした製品です。

2

エージェントレス技術の採用で
監視ソフトウェアの導入コストも削減されます
監視対象のサーバーに専用プログラムであるエージェントを
インストールする必要が無いエージェントレス技術を採用することで導入コストの削減も同時に実現しました。

3

幅広いOS、幅広いアプリケーション（サービス）、
幅広いネットワーク機器に対応
マルチベンダー、マルチプラットフォームのデーターセンターで
使用されることが前提の監視ソフトウェアのため、幅広い環境でスムーズに導入・運用していただけます。

4

有人で行っていた監視を自動化することができる
高いカスタマイズ性を備えています
ウェブブラウザを使った監視業務、コマンドラインを使った監視業務を自動化するために、
高いカスタマイズ性を監視機能とアラート機能に与えています。

5

使いやすさにこだわった
ウェブインターフェースでマニュアル要らずを実現
AJAX技術などを順次取り入れることで、操作時の不明瞭さや複雑さの軽減に取り組んでいます。
常に操作するスタッフの視点に立った画面設計を行っています。

6

ITインフラ管理ビジネスのサービス基盤としても

ご活用いただけます

ITアウトソーシングの進展により成長する監視業務、運用業務に、事業者様のノウハウを活かして
参入・強化することができるサービスプラットフォームとしてご活用いただくことも可能です。

PC-1005-21

パトロールクラリス2 種類の監視方法

外部監視

スイッチ、ルータ、サーバー等へ
外部からアクセスし、応答を監視

各サーバーへログインし、
内部情報を監視
・コンテンツ改竄監視
・Logキーワード監視
・Log詳細監視
・カスタマイズ監視
・カスタマイズ（RT･SW）監視
・Winサービス監視
・Win CPU監視
・Winメモリ監視
・Winトラフィック監視
・Winディスク監視
・Win プロセス監視
・Winイベントログ監視
・Winスワップ監視
・Winパフォーマンスカウンタ監視

・CPU監視
・ロードアベレージ監視
・トラフィック監視
・内部PORT監視
・プロセス監視
・ログインユーザー監視
・ディスク監視
・Hosts,Allow監視
・Logサイズ監視
・Rootkit監視
・放置ファイル監視
・メモリ監視
・Inode監視

・Oracle監視
・MySQL監視
・Postgres監視
・SQL Server監視
・ラディウス監視
・IMAP監視
・LDAP監視
・SNMP監視
・Winコンテンツ改竄監視
・コマンド実行監視
・LinkUp監視

・PING監視
・EZURL監視
・URL階層監視
・DNS監視
・FTP監視
・POP監視
・SMTP監視
・NTP監視
・指定PORT監視
・TRAP監視

内部監視

※対象OSはRedhat系Linux、
FreeBSD、
Solaris、
IBM AIX、
HP-UX、
Windows Server 2000/2003/2008
※未対応OSにつきましては、開発元・代理店にご相談下さい。

※OS、機種等の制限はございません。

大手企業様への実績が証明する、信頼性と導入効果
エージェントレスが実現する監視運用は、日々進化するシステム環境に最適な方式として、多大な評価を頂いています。

導入実績
●
●
●
●
●

主な導入事例

ニフティ様
三菱UFJニコス様
日立製作所様
KDDI 様
NTTぷらら様

● テクシードコンパス様
● マスチューン様
● JBサービス様

● エージェントタイプからのリプレイス導入

CSKシステムズ様
イージェーワークス様
チエル様
TOKYO企業情報様
大崎電気工業様
インフォメーション
クリエーティブ様
● リスクモンスター様
●
●
●
●
●
●

・対象機器 4,500台、コスト削減、運用効率の向上を実現

● エージェントタイプからのリプレイス導入

・対象機器1,000台、全国拠点へのリモート（遠隔）監視を実現

● JP1との共存利用

・対象機器20台以上、WEBサービスレイヤー等、目的別に利用

● Tivoliとの共存利用

・対象機器100台以上、リモート（遠隔）監視を中心に利用

● 外部委託からの自社運用への切り替え

・対象機器 30台、WEB監視強化とコスト削減を実現

その他、多数の企業様にご採用頂いております。

● 単機能製品からのリプレイス導入

・対象機器100台、監視項目の強化、レポート作成時間を飛躍的に短縮

● 自社開発ツールからのリプレイス導入

・対象機器1,000台、業務の効率化によるコスト削減と体制強化を実現

PATROLCLARICE 仕様

ハードウェア 仕様

動作環境：
搭載サーバーの推奨スペック：
監視対象との通信方式：
障害発生時の通知方式：
管理 GUI：
CPU
最大搭載メモリ
ハードディスク
チップセット
拡張ベイ
インターフェイス

株式会社コムスクエア
セールスグループ

Red Hat 系 Linux(CPU:x86 系、
glibc:2.3、
MySQL:4.1.1 以上、
PHP:4.3.x、
Perl:5.8 以上 )
CPU:800MHz 以上、
メモリ :512MB 以上、
HDD 空き容量 :1GB 以上
telnet、
ssh1、
ssh2、
netbios
Mail、
SNMPTRAP、
CGI キック、
コマンドキック
WEB ブラウザ ( 日本語表示 )

Intel® Atom ™ プロセッサー D510（1.66GHz）
DDR2 4GB（2GB x 2）
2.5 インチ SATA HDD
2.5 インチ SATA SSD
Intel® NM10 Express チップセット
内蔵 2.5 インチベイ 2（内 HDD 1 で使用済）
キーボードポート（ミニ DIN6pin） 1
マウスポート（ミニ DIN6pin） 1
シリアルポート（D-Sub9pin） 1
アナログ CRT ポート（D-Sub15pin） 1
USB ポート 2
LAN ポート 2
VGA 端子 1
IPMI 専用ポート 1

http://www.comsq.com
E-mail：nw̲product@comsq.com

平均電力消費量
環境条件
外部寸法
付属品

2 台構成時 70W 、1 台構成時 35W
温度 10 〜 35℃、湿度 10 〜 90%（但し結露しないこと）
1 台構成時 44.45（H） 200（W） 350（D）mm
2 台構成時 44.45（H） 450（W） 350（D）mm
取扱説明書 1
マザーボード /IPMI ドライバー（CD-ROM） 1
マザーボード /IPMI マニュアル 1
電源ケーブル 1
ラック設置用マウント金具 2 個入 1
ラックマウントキットセット一式 1（オプション＊ 1）
キーボード（オプション＊ 1）
マウス（オプション＊ 1）
＊１、購入されなかった場合は付属されません。

※PATROLCLARICEは株式会社コムスクエアの登録商標です。
※記載されている会社名、商標等は各社の登録商標又は商標です。
※記載されている仕様及び内容等については、予告なしに変更する場合があります。
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