
仮想化環境の運用管理ソリューション

Uila

成功するための仮想化を実現する運用監視の手法

◎問題の切り分け
◎障害原因特定
◎アプリ性能改善

◎ハイブリッドクラウド
　へのマイグレ

◎プロビジョニング
◎VDI環境の仮想マシン
　性能改善

◎アプリ、ネットワーク、
　メモリ、CPU、ストレージ



仮想化技術と運用管理のポイント

仮想化技術とは
IT技術はビジネス遂行を支える重要な基盤のひとつです。「仮想
化」とは、IT技術を構成するコンポーネンツであるサーバやストレー
ジ、ネットワーク機器などのシステム・基盤に関わるシステムリソー
スを、ソフトウェアによる設定や定義によって管理したり、構成を変
更したりする技術のことです。

◎根本原因の特定： アプリケーション性能劣化の
根本原因特定を迅速に行うことが困難である。

◎完全な可視化の確保：物理環境とは異なり、
仮想化環境ではアプリケーションやCPU、スト
レージなど様々なコンポーネンツが複雑に関連
する。ダウンタイムの発生と問題解決の遅延を
防ぐためには、ポイントツールを組み合わせるの
ではなく、完全な可視化手段が必要だ。

◎オーバー・アンダープロビジョニング：データ
センタのボトルネックになりうるCPU、メモリ、ス
トレージ、ネットワークの4つのオーバー・アン
ダープロビジョニングを防ぐ必要がある。

◎アプリケーション中心の監視装置の欠如： 
一般的なツールでは、アプリケーションとそれを
使用するユーザの問題に焦点をあてていない。
エンドユーザ視点からアプリケーションレスポン
スタイムを可視化することが必要だ。

◎運用管理チームの二分化：多くの企業では、基盤
とアプリケーションの管理は別組織で運営されて
おり相互のコミュニケーション不足やトラブル
シューティングの遅延、責任分界点の曖昧さが発
生し、ダウンタイムがさらに増加している。これは、
各々の管理ツールを持つ各管理チームの問題と
情報共有の欠如がもたらしているものである。

仮想化が支えるクラウドサービス
変化の激しいIT分野では、ビジネスの変化に迅速に対応する必要
があり、その都度サーバを発注し導入、検証を行っていたのでは間
に合わず時期を逸することもあり、且つコストも増大します。この課
題を解決するひとつの方法がクラウドです。クラウドコンピューティ
ングとは、サーバやネットワーク、ストレージなどの基盤をネットワー
クを通じてユーザに提供するサービスです。このクラウドサービスに
は次の3つの種類があります。

◎プライベートクラウド：自社やデータセンタのエリアに仮想化技術を用いて
サーバ環境を構築し運用することをいい、サーバの管理は自社で行います。

◎パブリッククラウド：クラウドコンピューティングを提供するサービスプロバ
イダのクラウドサービスで、不特定多数の利用者を対象に広く提供されている
サービスです。

◎ハイブリッドクラウド：パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合
わせたクラウドのことです。可用性やセキュリティ、コスト、ソフトウェア資
産の利用などを考慮し、2つのクラウドサービスを組み合わせてシステムを
構築します。プライベートクラウドからハイブリットクラウドに移行する際に
は、移行目的や期待する性能を満たしているかを確認する必要もあります。

仮想化環境の運用管理のポイント
仮想化とクラウドコンピューティングのエキスパートとして著名なデビッド・デービス氏＊は、
ActualTech Media社の「Solving Top5 Virtualized Application and Infrastructure Problems」
で、数百社とのインタビューによって仮想化アプリケーションと基盤の問題はすべて、右の
要素に関連していることが判明したと述べています。

アプリケーションと基盤の
相関関係のGAP

仮想と物理基盤の
相関関係のGAP

アプリケーション
管理ツール 
◎基盤可視化に未対応
◎エージェントが必要
◎内部アプリのみ

アプリケーション
管理者

各部門の
ギャップを
埋める

統合ツール

アプリケーション

仮想基盤

物理基盤

Compute Networking Storage

サーバ仮想化とは
「サーバ仮想化」とは、1台の物理サーバに仮想化ソフトウェアを用
いて複数の仮想サーバを動作させるものです。これにより多数の物
理サーバで動作していたシステムを1台または少数のサーバに集約
することが可能になります。多種多様なサービスが求められるクラ
ウドサービスやデータセンタサービスを支える技術と言えます。
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セキュリティ
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ハイブリッドクラウド

セキュリティ確保された
パブリッククラウド

自社構築システムの
プライベートクラウド

ネットワーク管理ツール
◎コンピュータとストレージ
　可視化に未対応
◎仮想環境がブラインドスポット

ネットワーク管理者
IT管理者

仮想基盤管理ツール
アプリケーションパフォーマンス
とネットワーク可視化に未対応 

システム管理者
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アプリケーション、ネットワーク、基盤で別のツールを使うことで、情報にギャップが生じることになります。

＊「Solving the Top 5 Virtualized Application and 
Infrastructure Problems」 By David Davis, vExpert 
Co-Founder, ActualTech Media May, 2015より引用



望まれる仮想化対応ツールとUilaの構成

コンポーネント UMAS

4 vCPU

32GB

CPU要件

メモリ要件

vST（プライベートクラウド）

1 vCPU

1GB

vIC（プライベートクラウド）

2 vCPU

800GB(データ領域), 25GB(システム領域)ディスク要件 2GB 8GB

4GB

500台以下のVMを監視する場合の各コンポーネントvST、vIC、UMAS(SaaS利用の場合は不要)の要求仕様です。
VMware環境は バージョン5.0以降、vCenterが必要です。Hyper-V環境では、 Windows2012R2以降に対応しています。

更に、管理ツールには、以下の機能があることを推奨しています。

◎将来起こる可能性のあるパフォーマンスとキャパシティ問題の
予測が可能であること

◎根本原因の特定が可能であること

◎仮想化基盤とアプリの関連性の完全な可視化が可能であること

◎エージェントの追加導入なしで、常時アプリケーションの性能
監視が可能であること

デビッド・デービス氏は続いて、仮想化の運用管理を改善するため、
以下の5つの問題を考慮すべきと語っています。

１．シングル、マルチティアアプリケーションの根本原因を特定

２．重要なアプリケーションのネットワーク遅延を特定

３．vCPUのオーバー・アンダープロビジョニングを特定

４．Tier-1アプリのストレージI/O競合と遅延の障害解析

５．仮想化アプリケーションのダウンタイムの測定

望まれる仮想化監視ツール

ハイブリッドクラウド環境におけるUila構成図
Uilaは仮想/物理混在環境、ハイブリッドクラウド環境まで監視範囲を広げています。

vST ‒ Uila Virtual Smart Tap 
◎VM間、VM-外部デバイス間の通信データを仮想および物理スイッチの
プロミスキャスモードで取得

◎取得データをDPI、アプリケーションレスポンスタイム、ネットワークラウンド
トリップタイム解析

◎解析データを送信

◎プライベートクラウド：VMとして実装（エージェントレス）

◎パブリッククラウド：エージェントとして実装

UMAS - Uila Management & Analytic Server
◎vICから収集した解析データを蓄積

◎蓄積したデータをWebブラウザで閲覧、解析

◎Uila社が提供するSaaS版とユーザ環境に設置するオンプレ版を選択

vIC ‒ Uia Virtual Information Controller
◎リソース管理ツール（vCenter等）からリソース情報取得

◎vSTから転送された情報と併せた解析データをUMASに送信

Uila社製品は上記要件を含む仮想化環境に特化した監視ソリューションで、2017年のVM WorldではAwardを受賞し、ますます注目を
集めています。以下は、ハイブリッドクラウド環境におけるUilaの構成図です。

要求仕様
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プライベートクラウド

パブリッククラウド

新規VM

vIC
vCenter

新規VM

UMAS

既存VM 既存VM新規VM

vST

ミラーリング
※Uila独自ポートグループ作成

仮想スイッチ

新規VM

vIC

新規VM

既存VM

iST

既存VM

iST

既存VM

iST

vST

Web UI



Uila製品概要
Uilaは、ハイブリッドクラウド環境のVMの通信アプリケーションや仮想基盤(CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク)の性能を串刺しで可視化・
分析し、障害一次切り分けや根本原因特定を簡単に行います。以下は仮想化環境の各性能を一画面で表したダッシュボードです。

特徴
Uilaには、以下のユニークな特徴があります。
◎ プライベートクラウドはエージェントレスを実現、設定不要な容易な導入と柔軟な拡張
◎ VMの通信情報をDPI(Deep Packet Inspection)、アプリケーションレスポンス解析
◎ 通信アプリケーションと仮想基盤の性能相関分析
◎ 1分分解能でデータを効率的に長期保存
   （例）1000台のVM情報を収集した場合、1.6TBytesのストレージに約180日間保存
◎ 自動学習閾値で4段階の状態色別表示(右図)し、 問題はメール、SNMP、シスログで通知
◎ 仮想マシンの通信パケットをGRE, ERSPANにより、キャプチャ装置へ送信
◎ ハイブリッドクラウドおよび仮想/物理混在環境の統合管理
　たとえば、仮想/物理/クラウドの構成、通信連携/フローを以下のように解析します。

ヘルススコア問題の深刻度 定義

0 – 25 20%以上のベースライン
パフォーマンスメトリックCritical

26 – 50 10%以上のベースライン
パフォーマンスメトリックMajor

51 – 75 5%以上のベースライン
パフォーマンスメトリックMinor

76 – 100 5%以上のベースライン
パフォーマンスメトリックNormal

問題深刻度の4段階表示
自動学習ペースラインを「1時間前」「昨日」「先週」「特定
週」から選択し、それをもとに問題の深刻度を表示します。

■アプリケーション
　パフォーマンス
VMの通信情報を取得し、解析結果を
表示します。

■ネットワークヘルス
VMの通信情報とvCenterの統計情
報を取得し、解析結果を表示します。

■CPUヘルス
vCenterの統計情報を取得し、解析結果
を表示します。

ホスト内のVM構成
各VMの通信情報は仮想スイッチから取得し、基盤情報は
vCenterから取得します。

■アラームリスト
ベースラインを超えた事象を一覧に
します。

■ストレージヘルス
vCenterの統計情報を取得し、解析
結果を表示します。

■メモリヘルス
vCenterの統計情報を取得し、解析結果
を表示します。

データストア

VM
アプリ
OS

メ
モ
リ

仮想
ディスク

vCPU

vNIC

VM
アプリ
OS

メ
モ
リ

仮想
ディスク

vCPU

vNIC

vSW

ハイパーバイザー

パフォーマンステーブルの階層
データセンタ、クラスタ、ホスト、VMの階層で性能を表示し
ます。

データセンター

クラスター
ー

ホスト

vSW

VM

ダッシュボード
各性能情報を一画面で表示し、画面上をクリックして詳細情報にドリルダウンします。
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仮想環境内でのホスト・仮想スイッチ・ポートグループ・VMのトラフィックフローと性能を
表示します。ネットワーク利用帯域はフローを表す帯の長さで表現されます。VDI環境で、各
仮想デスクトップが利用しているアプリケーション数と各利用帯域を簡単に把握できます。

仮想/物理/クラウドのVMの構成、通信連携を表示します。VMは点、通信は線、性能は色で
表現されます。過去の構成情報をホワイトリストに登録し、現在の構成情報と比較し、新たに
発生した通信や無くなった通信を検知することもできます。

ネットワークフロー解析アプリケーショントポロジー解析



Uilaの解析フロー
Uilaは、アプリケーション、ネットワーク、CPU、メモリ、ストレージ等、様々な観点からドリルダウン操作のみで、詳細な情報にブレークダウン
して解析を行うことが可能です。以下は解析フローを表しています。

ダッシュボード アプリケーションパフォーマンステーブル

ネットワークヘルステーブル

CPUヘルステーブル

メモリヘルステーブル

ストレージヘルステーブル

依存関係マッピング

トランザクション解析

依存するサービス

テーブル

アラーム

DNS

ステータス

クエリー

ネットワーク

使用率

依存するサービス

プロセスサービスグルーピング 使用率

アラーム

依存するサービス

プロセス

サービスアベイラビリティ

ユーザエクスペリエンス 使用率

アラーム

依存するサービス

プロセス

ネットワーク

HTTP

MSSQL

MYSQL

ORACLE

アプリケーションパフォーマンスメトリック

アプリケーション

ステータス表示

ART

ネットワーク

CPU

メモリ

ストレージ

アラーム

根本原因

アラーム

環境設定

ブックマーク

レポート

設定＆ログ

ChordのトップN

SankeyのトップN

テーブル

アプリケーションパフォーマンスメトリック

アプリケーションパフォーマンスメトリック

インフラストラクチャ ネットワーク解析

フロー解析

ネットワークカンバーセーション

ネットワークテーブル

アラーム

サークルパッキング

CPU解析

ツリー

テーブル

アラーム 使用率

アラーム

テーブル

ストレージ解析

メモリ解析

アプリケーションパフォーマンスメトリック 根本原因 ストレージヘルス根本原因

メモリヘルス根本原因

CPUヘルス根本原因

依存サービスネットワーク

依存サービス アプリケーション（根本原因）

トポロジーマップ
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以下は、A社情報システム部のUilaのユースケースです。

■前提
・仮想サーバ環境とVDI環境を運用し、一部のサーバはクラウドに移行している。
・基盤性能（CPU、メモリ、ストレージ）は、リアルタイムに確認できる。

■課題
・遅延箇所の切り分けに時間がかかっている。
・問題の根本原因の特定ができないことがある。
・環境が最適な状態であるかを把握できていない。
・サーバリプレースやクラウド移行計画が妥当かどうか判断できていない。

■ツールの必要性
・VMの通信情報を分析することで、アプリケーションレスポンスとリソース情報との
相関分析、マルチクラウド環境の通信フローや相関関係を取得する。
・解析に必要な情報のみを抽出し、わかりやすいように表示する。
・蓄積した過去情報の傾向分析とリアルタイム情報との比較をする。

■導入効果
・仮想/物理/クラウドの構成/通信連携を串刺しで可視化、分析できるようになった（P7 図7.1）。
・遅延箇所と根本原因がアプリケーション、ネットワーク、CPU、メモリ、ストレージのどこにあるか特定する時間が大幅に短縮された（P7 図6と7）。
・通信情報を新たに取得したことにより、根拠をもってアプリケーションやネットワーク側の問題切り分けができるようになった（P7 図7.5）。
これによって、誰が対処するべき課題か明確になった。
・環境変化や環境変更作業後の性能や通信連携の変化を検知することができるようになった（図1）。
・VMや仮想デスクトップのアンダー /オーバープロビジョニング（図2）、IOPSのバランシング（図3）、帯域、DBやHTTP、DNSサーバのエラーレスポンス
（図4.1と4.2）までオールレイヤで状態を把握し、環境を最適な状態に保つことができるようになった。
・システム更改時に過去のリソース情報トレンドやレポート（図5）をもとに、ホスト数を半分に減らすことができた。

ユースケース
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各DB/WEB/DNSサーバを検知し、通信情報からクエリーとステータスの統計情報を集計す
ることでアプリケーションサービスの品質管理を自動化します。MSSQL、MYSQL、
ORACLE、Posgre、DNS、HTTPをサポートしています。

各性能の閾値を超えた事象と数を一覧にします。短期間かつ小さな範囲で発生している問題
もピンポイントで抽出します。アラーム数のトレンドから事象が多い時間帯を絞り込んでいく
ことは効率的な解析です。

VMの性能やリソース管理レポートを作成します。各VMに割り当てられているリソースの利
用状況やプロビジョニングが適正であるかを確認し、サーバリプレースやクラウド移行計画に
貢献します。

データストア・ホスト・VM・仮想ディスクの相関関係を表示します。IOPSは帯の長さ、レイテンシ
は色で表します。IOPSのバランシングやIOPSを占有しているホストやVMを把握します。ここでは、
2台のデータストアが原因で、いくつかのVMにレイテンシが発生していることが見てとれます。

エラートランザクションの詳細にドリルダウンすることができます。外の円からデータセンタ、クラスタ、ホスト、VMの階層で表します。円の大きさはキャパシ
ティ、円の太さは使用率（穴が大きいほど低い使用率）を表します。VM①はアンダープロビ
ジョニング、VM②はオーバーコミットを示すことが見てとれます。

図4.1：アプリケーショントランザクション解析図1：アラーム一覧

図4.2：トランザクション詳細図2：CPU/メモリ分析

図5：レポート機能

図3：ストレージ解析

データセンタ

クラスタ

ホスト

VM

VM①：アンダープロビジョニング

VM②：オーバーコミット

Uilaでモニタリング

仮想基盤

VDI基盤

物理サーバ

自社データセンタ

パブリッククラウド



アプリケーション通信遅延解析 VMの構成/通信連携からボトルネック解析

図6.4：ストレージヘルス根本原因
対象VMの仮想ディスクで書き込み遅延が発生していることがわかります。書き込みIOPS
の最大処理能力が低く、ディスクの遅延が発生してアプリケーション通信に影響を与えて
いることが考えられます。

図7.5：根本原因（アプリケーショントランザクション）
アプリケーション通信トランザクションを確認すると、mysql通信の特定トランザクション
のレスポンスタイムが最大822ms・最小542msで、遅延しています。これらのトランザ
クションは複数VMからの同一のリクエストであり、mysqlサーバがクライアントリクエス
トに対して応答を返す際にCPUの使用率が100%に上昇していることがわかります。

図7.3：根本原因
遅延原因はCPUに起因していることがわかります。トレンドからは最初のア
プリケーション通信で遅延が発生し、次の通信ではさらに遅延時間が増大
して通信トランザクションが減少しています。さらに詳細を調査するために、
CPUをクリックします。

図7.4：CPUヘルス根本原因
対象VMのCPU使用率が100%になっていることがわかります。プロセス情報から
は、mysqlのみがCPU使用率を占有していることがわかります。対象VMでmysql
通信が発生するとCPU使用率が100%に上昇し、アプリケーション通信に影響
を与えていると考えられます。根本原因に戻るために、右上をクリックします。

図6.1：ダッシュボード
トレンドからアプリケーションレスポンス遅延の定期的な発生を確認します。
遅延しているVMを見つけて、クリックします。

直感的な操作性と画期的なビジュアル
Uilaは、VMのアプリケーション通信遅延を検知し、根本原因にドリルダウンすることができます。以下2つはその解析例です。

図7.2：アプリケーションパフォーマンスメトリック
該当VMは2つのアプリケーション通信を行っています。この中で、mysql通
信のレスポンスタイムが203msであることを確認します。遅延原因調査の
ために、mysql通信をクリックします。

トレンド

7

図6.2：アプリケーションパフォーマンスメトリック
対象VMは3つのアプリケーション通信を行っています。この中で、mysql
通信のレスポンスタイムが492msであることを確認します。遅延原因調査
のために、mysql通信をクリックします。

図6.3：根本原因
遅延原因はストレージに起因していることがわかります。トレンドからは遅
延はアプリケーション通信が行われるたびに発生していることがわかりま
す。さらに詳細を調査するために、ストレージをクリックします。

図7.1：アプリケーショントポロジー
VM間や外部デバイスとのアプリケーション通信から構成情報を自動作成し
ます。通信連携と相関関係の中でボトルネックになっているVMを見つけて、
クリックします。

パフォーマンストレンドと
トランザクション数トレンド

パフォーマンストレンドと
トランザクション数トレンド
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◎ 1ヵ月間の無償トライアルライセンス発行
◎ 無償アセスメント／トラブルシューティング支援サービス
　  Uilaで仮想化環境を可視化し、現状分析や現在抱えている障害の切り分けを支援をします。
　  情報取得(4週間)後、問題箇所や改善点をUila社が分析し、結果をレポートします。

ライセンス体系

S-AIPM-10T

S-AIPM-25T

S-AIPM-50T

S-AIPM-100T

S-AIPM-500T

S-AIPM-1000T

S-AIPM-5000T

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x10 - 24 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量10 - 24でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x25 - 49 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量25 - 49でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x50 - 99 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量50 - 99でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x100 - 499 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量100 - 499でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x500 - 999 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量500 - 999でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x1000 - 4999 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量1000 - 4999でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Subscriptionライセンス 物理CPUソケット x5000 - 9999 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量5000 - 9999でご購入ください。

1. Subscriptionライセンス
製品名・記述型番

本カタログに記載された商品の機能･性能は断りなく変更されることがあります。
本カタログに記載されている社名・ロゴは各社の商標及び登録商標です。各社の商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

https://www.toyo.co.jp/ict/products/detail/uila.html

以下のサービスを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

Click!

※初年度保守は、別途ご購入ください。

プライベートクラウド用 物理CPUソケットライセンス

S-CIPM-Base-
10VMT

S-CIPM-Base-
50VMT

S-CIPM-Base-
100VMT

S-CIPM-Base-
250VMT

S-CIPM-Base-
500VMT

S-CIPM-Base-
1000VMT

S-CIPM-Base-
2500VMT

S-CIPM-Base-
5000VMT

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x10 - 49対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量10 - 49でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x50 - 99対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量50 - 99でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x100 - 249対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量100 - 249でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x250 - 499対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量250 - 499でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x500 - 999対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量500 - 999でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x1000 - 2499 対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量1000 - 2499でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x2500 - 4999 対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量2500 - 4999でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Subscriptionライセンス VM x5000 - 9999 対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量5000 - 9999でご購入ください。

パブリッククラウド用 VM（エージェント）ライセンス

P-AIPM-10T

P-AIPM-25T

P-AIPM-50T

P-AIPM-100T

P-AIPM-500T

P-AIPM-1000T

P-AIPM-5000T

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x10 - 24 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量10 - 24でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x25 - 49 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量25 - 49でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x50 - 99 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量50 - 99でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x100 - 499 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量100 - 499でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x500 - 999 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量500 - 999でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x1000 - 4999 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量1000 - 4999でご購入ください。

Uila AAIPM ソフトウェア年間Perpetualライセンス 物理CPUソケット x5000 - 9999 対象モデル
- 物理CPU x1の単価となりますので、数量5000 - 9999でご購入ください。

2. Perpetualライセンス
製品名・記述型番

プライベートクラウド用 物理CPUソケットライセンス

P-CIPM-Base-
10VMT

P-CIPM-Base-
50VMT

P-CIPM-Base-
100VMT

P-CIPM-Base-
250VMT

P-CIPM-Base-
500VMT

P-CIPM-Base-
1000VMT

P-CIPM-Base-
2500VMT

P-CIPM-Base-
5000VMT

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x10 - 49対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量10 - 49でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x50 - 99対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量50 - 99でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x100 - 249対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量100 - 249でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x250 - 499対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量250 - 499でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x500 - 999対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量500 - 999でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x1000 - 2499 対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量1000 - 2499でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x2500 - 4999 対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量2500 - 4999でご購入ください。

Uila クラウドモニタリングベースソフトウェア年間Perpetualライセンス VM x5000 - 9999 対象モデル
- VM x1の単価となりますので、数量5000 - 9999でご購入ください。

パブリッククラウド用 VM（エージェント）ライセンス


