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1 概要
CloudMonitor は、Alibaba Cloud が提供する、Alibaba Cloud リソースとインターネット
アプリケーションをモニタリングするサービスです。
CloudMonitor は、クラウドユーザー向けの、すぐに使⽤できるエンタープライズクラスの
ワンストップのモニタリングソリューションです。 IT 施設、外部ネットワークの品質、イベ
ント、カスタムメトリック、サービスログをモニタリングできます。 CloudMonitor は、効
率性、包括性、費⽤対効果に優れたモニタリングサービスです。 クロスサービスおよびクロス
リージョンのアプリケーショングループ管理モデルとアラートテンプレートを採⽤しています。 
CloudMonitor を使⽤することで、数⼗のクラウドサービスと数万件のインスタンスのモニタ
リングおよびアラート通知の送信ができる効率的な管理システムを構築できます。 また、サービ
スのモニタリングダッシュボードを構築し、カスタマイズすることが可能です。 さらに、システ
ムサービスの可⽤性の向上や、IT システムの運⽤及び保守点検コストの削減を⽀援します。
CloudMonitor は、Alibaba Cloud リソースメトリックとカスタムメトリックに関するデータ
を収集します。 また、サービスの可⽤性の検出や、特定のメトリックに関するアラートの設定を
することができます。 CloudMonitor は、クラウドサービス、リソース使⽤率、アラートの概
要をリアルタイムで提供します。 この情報をもとに、例外が⽣じた場合は迅速に対応し、アプリ
ケーションの可⽤性を確保することができます。

アーキテクチャ

特徴
CloudMonitor には、次の機能があります。
• ダッシュボード ：必要に応じてモニタリングデータを表⽰できます。 ダッシュボードでは、

複数のサービスとインスタンスのモニタリングデータを中央地点から閲覧できます。
• アプリケーショングループ ：リージョンとサービスをグループ化してリソース管理をするこ

とができます。 この機能では、サーバー、データベース、SLB (Server Load Balancer) イ
ンスタンス、ストレージなどのサービス関連のリソースを管理できます。 アラートルールを
管理し、各サービスに関連するモニタリングデータを表⽰することで運⽤及び保守点検を効率
化できます。

• ホストモニタリング ：サーバーにプラグインをインストールすることで、CPU、メモリ、
ディスク、ネットワークを含む 30 以上のメトリックのモニタリングおよびアラート機能を提
供します。 インスタンス、アプリケーショングループ、またはリソースに基づいてアラート
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ルールを設定できます。 さまざまなメトリックに基づいて、多様なサービスのルールをカスタ
マイズすることができます。 現在、Linux と Windows ともにホストモニタリングに対応し
ています。

• カスタムモニタリング ：ビジネスの要件において重要なカスタムメトリックをモニタ
リングできます。 収集されたモニタリングデータは CloudMonitor に報告されます。
CloudMonitor はデータを処理し、処理結果に基づいたアラートを⽣成します。

• サイトモニタリング：全国のターミナルノードからサイトにユーザーリクエストをシミュレー
トして送信し、中国のすべてのネットワークオペレーターが提供するネットワーク品質のテス
トおよびモニタリングを⾏います。

• クラウドサービスのモニタリング ：購⼊したクラウドサービスインスタンスのパフォーマン
スインジケーターを照会できます。 この情報をもとに、リソースの使⽤状況の分析、ビジネ
ストレンドに関する統計の収集、システム障害のタイムリーな検出と診断を⾏うことができま
す。

• イベントモニタリング：イベントのレポート、クエリ、アラーム機能を提供します。 イベント
モニタリングは、ビジネスにおいて発⽣する例外事項と重要な変更点を CloudMonitor に報
告し、例外発⽣時はアラートを送信します。

• アラートサービス ：メトリック値が事前に設定されたしきい値を超えるとアラートを送信し
ます。 アラートルールの設定において、アラートシステムがモニタリングデータをチェックす
る⽅法とアラートを送信するタイミングを指定できます。 重要なメトリックにアラートルール
を設定することにより、メトリックデータの例外が発⽣した直後に通知を受け取ることができ
ます。 これにより、迅速に例外に対処することができます。
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2 特徴
Cloud Monitor は、ご利⽤のクラウドサービスに関する分析情報を得るために役⽴つ強⼒な
データ分析機能を統合しています。

シームレスな統合
Alibaba Cloud アカウントを有効化するとすぐに Cloud Monitor にアクセスできるため、ク
ラウドプロダクトやサービスの実⾏ステータスを表⽰と監視、および使⽤開始時点からアラーム
の設定が可能です。

データ可視化
Cloud Monitor では、ダッシュボードを通じて豊富なチャートおよびプレゼンテーション形式
を提供します。さらにフルスクリーンプレゼンテーションや⾃動データ更新もサポートされ、す
べての測定の可視化ニーズを満たします。

データ処理のモニタリング
Cloud Monitor は、時間的および空間的次元に基づいたダッシュボードを通して、モニタリン
グデータを処理することに有⽤です。

フレキシブルなアラーム
Cloud Monitor では、アラームのルールや通知⽅法を設定できるアラームサービスが提供され
ます。このサービスを使⽤すると、サービスの例外事項を遅延なく識別して修正でき、プロダク
トの可⽤性を⾼めることができます。
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3 シナリオ
CloudMonitor は、サービスとモニタリングに関する幅広いシナリオに適⽤できます。

クラウドサービスモニタリング
Alibaba Cloud アカウントを有効化した後、CloudMonitor を使⽤してクラウドサービスの実
⾏ステータスとメトリックを表⽰し、メトリックにアラームルールを設定できます。

システムモニタリング
ECS サービスの基本メトリック値 (CPU 使⽤量、メモリ使⽤量、帯域幅など) をモニタリングす
ることで、リソースの過剰使⽤によるサービスの誤作動を防⽌し、インスタンスの正常稼働が確
保できます。

例外への迅速な対応
Cloud Monitor は、アラームルールに設定されたメトリックしきい値に基づいてアラーム通知
を送るため、例外に迅速に対応できます。

迅速なスケールアウト
帯域幅、接続数、ディスク使⽤量などメトリックのアラームルールを設定した後、クラウドサー
ビスのリアルタイムステータスを簡単に把握し、サービス量の要求に基づいてタイムリーにス
ケールアウトできます。

サイトモニタリング
Cloud Monitor では 8 つのプロトコル (HTTP (HTTPS)、ICMP、TCP、UDP、DNS、POP3
、SMTP、および FTP) をサポートし、サイトの可⽤性、応答時間、およびパケット損失率を検
出するために使⽤されます。 サイトの可⽤性についての分析情報を⼊⼿し、発⽣した例外を迅速
に解決できます。

カスタムモニタリング
Cloud Monitor ではカスタムメトリックの作成がサポートされ、特定のモニタリング要件を
ターゲットにすることができます。 これらの新しいメトリックが作成され、対応するデータが
アップロードされた後、これらのメトリックに基づく例外はすぐにアラーム通知として報告され
ます。
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4 ⽤語集
⽤語 説明
サイトモニタリング URL および IP の可⽤性を検出し、HTTP、

ICMP、TCP、UDP、DNS、POP3、SMTP
、および FTP プロトコル検出ポイントの作成
をサポートし、検出されたオブジェクトのス
テータスコードと応答時間を取得します。

クラウドサービスモニタリング ECS、RDS、Server Load Balancer、OSS
 など複数のAlibaba Cloud プロダクトからの
データをモニタリングおよび管理するためのパ
フォーマンスメトリクスを提供します。

カスタマイズモニタリング さまざまなビジネスニーズに応じて、カスタマ
イズ測定を作成し、スクリプトを使⽤してデー
タをモニター、管理、およびレポートすること
ができます。

アラームサービス Cloud Monitor によって提供されるモニタリ
ングサービスで使⽤されるさまざまなメトリク
スにアラームルールを設定することができま
す。 指定された 1 つ以上の測定値のモニタリ
ングデータが、設定したアラームルールで指定
された条件を満たした場合に、アラームがトリ
ガーされます。

測定値 指定したデータタイプ、またはデフォルトでモ
ニタリングインジケーターとして使⽤される
データタイプです。 たとえば、応答時間とス
テータスコードは、HTTP モニタリングに使
⽤されるデフォルトの測定値です。 ECS イン
スタンスのモニタリングには、CPU やメモリ
の使⽤率など、いくつかの測定値が使⽤されま
す。

ディメンション 測定データを⾒つけるために使⽤されます。
たとえば、測定ディスク I/O には、インスタ
ンスとディスク名の 2 つのディメンションがあ
ります。 ディメンションは、固有のデータを
⾒つけるためにも使⽤されます。 現在、カス
タマイズモニタリングでは、ディメンションは
フィールド情報によって表されます。
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⽤語 説明
アラームルール 特定の期間内の測定データに対して特定のし

きい値が満たされたとき、その条件を使⽤し
てアラームをトリガーします。 次に、アラー
ムルールの例を⽰します。インスタンスのメモ
リ使⽤率が、5 分間 3 回連続、すなわち 15 分
間、50　% になるとアラームが発⽣します。

ミュート期間 アラームルールで指定された条件が満たされた
としても、指定した期間内にアラームがミュー
トされトリガーされないように設定できる条件
です。 ミュート期間は最⼤ 24 時間まで設定で
きます。

アラーム連絡先 アラームメッセージの受信者です。
アラーム連絡先グループ 連絡先グループと省略されることもあります。

1つ以上のアラーム連絡先を含むアラーム連絡
先のグループです。 アラームルールを設定す
る場合に、アラーム通知を受信するアラーム
連絡先のグループを指定できます。 アラーム
システムは、アラームがトリガーされると、ア
ラームルールの設定に基づいてアラームグルー
プの連絡先に⾃動的にアラーム通知を送信しま
す。

通知⽅法 SMS メッセージやメールなど、アラーム通知
をアラーム連絡先またはアラーム連絡先グルー
プに送信する⽅法です。
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