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概要  
サーバーの設定後、サーバーを安定稼動させるにはディスクやメモリなどの

ハードウェアリソースやプロセスなどの監視が欠かせません。サーバーの監

視を行うことにより、サーバーが不安定になる前にパフォーマンス低下やリソ

ース不足などの予兆を検知・対処することで、様々な障害を未然に防止できま

す。 

しかし、システム管理者が常にサーバーを監視することは、多大な時間が必

要であること、見逃しなど人為的ミスが発生し易いので現実的ではありません。 

「自己監視」を使用すれば、システム管理者の代わりにサーバーの状況を定

期的に把握して異常時にログやメールで警告したり、あらかじめ設定しておい

たスクリプトを実行させたりすることにより、障害を自動復旧することもできま

す。また、「グラフレポート」で表示する時系列グラフのデータとなるサーバー

の状況を定期的に収集します。 

「グラフレポート」を使用すれば、現在までのサーバーの状況を時系列グラフと

して表示できます。これを元に「自己監視」でしきい値(異常と見なす値)を超え

た場合のアクション(メール送信やスクリプト実行)を設定しておくと、コンピュー

ターに異常を検知させることができます。  

また、システム管理者は「サーバーステータス」を使用すれば、その瞬間のサ

ーバーの状況を確認したり、必要に応じてサービスを起動または停止したりす

ることもできます。 

ここでは、HDE Controller を用いたサーバーの監視方法について述べます。 
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 サーバー監視の自動化 

 監視項目の選定としきい値の決定 
自己監視で監視できる項目には、次のようなものがあります。 

監視項目ごとに、それぞれの意味やしきい値の決め方について説明します。

これを参考に監視項目を選定し、しきい値を決めてください。 

◇ (1) ディスク使用率、iノード使用率 

ファイルシステムによって適切な値は異なりますが、ディスク使用率や i ノード

使用率が 100%になるとディスクにメールなどのデータが保存できなくなりま

す。また、システムを続行できなくなることもありますので余裕を持った設定を

お勧めします。 

◇ (2) 実メモリ使用率 

バッファメモリ(buffers と cached)を含まないメモリ使用率です。 バッファメモリ

を含むメモリ使用率(物理メモリ使用率)より小さい値になります。 実メモリ使用

率が高くなるとシステムが使用できるバッファメモリが少なくなりパフォーマン

スの低下を招きます。しきい値を設定する場合は、グラフレポートで通常使用

されている実メモリ使用率を把握して多少大き目の値をお勧めします。 

◇ (3) 物理メモリ使用率 

この値が 100%近くであっても特に問題ではありませんが、実メモリ使用率と

の差が小さい場合はパフォーマンスが低下している可能性があります。 

◇ (4) swap使用率 

性能を重視するサーバーであれば、swap を使用するようなら物理メモリの増

設を検討することも必要となります。あまり性能を重視しないサーバーであっ

ても 100%となった場合にはシステムが停止することもありますので余裕を持

った設定をお勧めします。 

◇ (5) システム負荷 

システム負荷とは簡単にいうと、CPU の稼働率のことで 1.00 以下であれば

滞りなくプロセスが実行されているということを、1.00 以上であれば負荷が重

くいくつかのプロセスの実行に遅延が生じていることを示します。  

高負荷がかからない環境では 2.0 前後、データベースなどを使用し、高負荷

がかかる環境では正常に処理が行える範囲の目安を作り適切な値を設定し

てください。 
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◇ (6) CPU使用率 

前回の監視時点からの CPU 使用率(idle を除く)の平均値です。この値が

100%近くであ れば、監視間隔が 5 分なら 5 分間 CPU を 100%近く使用し続

けていたということになります。CPU の能力不足や動作しているプロセスに異

常が発生してい る可能性が考えられます。なお、プロセスによっては正常な

動作として一定期間 CPU を 100%近く使用する場合がありますが、監視間隔

を長めに設定すれば このようなプロセスでアラートは上がりません。 

◇ (7) ログインユーザー数 

ログインユーザーの増加に伴い、メモリや CPU などのシステムリソースが消

費されます。システムがサービスを提供する上で必要なシステムリソースまで

も消費してしまい、システムが続行できなくな ることもあります。また、ログイン

を開放していないシステムであれば不正侵入などセキュリティ上の問題が考

えられます。  

telnet、ssh のログインを開放し、ユーザーのログインが行われていたり、管理

を頻繁に行っていたりする環境でない限り、管理に 低限必要なログイン数

の設定をお勧めし ます。各種ログインを許可している環境ではログインユー

ザーの使用状況により適切な値を設定してください。 

◇ (8) 全てのプロセス数 

プロセスは、メモリや CPU などのシステムリソースを消費します。プロセス数

が多くなるほど、システムリソースの消費量も増加し、ついにはシステムが続

行できなくなることもあります。  

システムの状況により適切な値を決定し、設定してください。 

◇ (9) 実行中プロセス数 

システムで実行中のプロセスの数です。特殊な場合を除き、この数を監視す

る必要はありません。 

◇ (10) スリープ中プロセス数 

システムで実行待ちのプロセスの数です。特殊な場合を除き、この数を監視

する必要はありません。 

◇ (11) 停止中プロセス数 

ユーザーの指示などにより、実行を一時停止しているプロセスの数です。実行

を一時停止しているプロセスもメモリなどのシステムリソースを消費しています。

この数が多いとシステムリソースが有効に使用できず、システムリソース不足

を招く要因になることもあります。  

システムの状況により適切な値を決定し、設定してください。 
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◇ (12) ゾンビプロセス数 

ゾンビプロセスそのものは動作していませんが、システムリソースを無駄に消

費している良くない状態です。システムで新たなプロセスを起動することがで

きなくなる要因になることもあります。  

通常は、1 をお勧めしますが、システムの状況により適切な値を決定し、設定

してください。 

◇ (13) 任意のプロセス数 

プロセスには、crond のように１つだけ起動されるものもあれば、httpd のよう

に ある数の範囲内で起動されるものもあります。１つだけ起動されるプロセス

が二重起動されていたり、あるいは１つも起動されていない（サービスダウン）

場合 や、ある範囲の数で起動されるプロセスがこの範囲外で起動されている

場合は、正常な運用ができなくなることがあります。  

プロセスごとの適切な下限数と上限数（どちらか１つでも可）を設定してくださ

い。 

 

 

 設定の流れ 

◇ 異常時にメールを送信したい 

→ 「自己監視」－「基本設定」で送信先メールアドレスなどを設定します。 

◇ サーバーのリソース（メモリ、ディスク）を監視したい 

→ 「自己監視」－「リソース監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプト

を設定します。 

◇ サーバーの負荷を監視したい 

→ 「自己監視」－「パフォーマンス監視」でしきい値や異常時に実行させるスク

リプトを設定します。 

◇ ログインユーザー数を監視したい 

→ 「自己監視」－「ログイン監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプト

を設定します。 

◇ 総プロセス数やゾンビプロセス数などを監視したい 

→ 「自己監視」－「プロセス監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプト

を設定します。 
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◇ 任意のプロセス数を監視したい 

→ 「自己監視」－「任意のプロセス監視」で監視するプロセス名、しきい値、異

常時に実行させるスクリプトを設定します。 

◇ 監視した結果を時系列グラフとして表示できるようにしたい 

→ 「グラフレポート」－「初期化」で「設定する」ボタンをクリックして初期化しま

す。既に初期化されている場合はこの操作は必要ありません。 

◇ 自己監視の設定をもとにサーバーの自動監視を開始したい 

→ 「自己監視」－「自己監視サービスの状態」で自己監視サーバー、自己監

視補助サーバーを起動します。 

◇ 自己監視により検知されたアラートを確認したい 

→ 「ログ管理」－「ログ閲覧」でログ監視のアラートログを選択し、「表示」ボタ

ンをクリックします。 

◇ 現在までのサーバーの状況を確認し、しきい値を見直したい 

→ 「グラフレポート」で確認したい監視項目に該当するレポートをクリックしま

す。 

◇ 現在のサーバーの状況を確認したい 

→ 後述のシステム管理者によるサーバー監視を参照してください。 

必要に応じてしきい値や異常時に実行させるスクリプトを見直し、それぞれの

設定画面で変更します。 

なお、変更したしきい値などは次回の監視時刻から有効になります。変更した

値を有効にするために、自己監視デーモンや自己監視補助デーモンを再起

動する必要はありません。 
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1. 基本設定  
しきい値を超えた場合メールを送信する、または、送信しないよう設定します。 

メールを送信すれば、携帯電話や PDA などでもサーバーの状況を把握でき

ます。 

しきい値を超えた場合メールを送信するか否か、送信する場合のメールアドレ

スを設定します。 

 

「設定する」ボタンをクリックします。 

 

しきい値を超えるたびにメールを送信します。このため、状況が変わらなけれ

ば大量にメールされることになりますのでご注意ください。 
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2. リソース監視  
選定した監視項目などをもとに、以下のものについて、監視を有効にするか否

かや、しきい値などを設定します。 

・ 実メモリ使用率 

・ 物理メモリ使用率 

・ swap 使用率 

・ ディスク使用率 

・ i ノード使用率 
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監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。更に、「編集」ボタンをクリッ

クすると、しきい値を超えた場合のアクション（スクリプト）を設定することもでき

ます。 

「設定する」ボタンをクリックします。 
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3. パフォーマンス監視  
選定した監視項目などをもとに、以下のものについて、監視を有効にするか否

かや、しきい値などを設定します。 

CPU 使用率（データ取得間隔での平均値） 

システム負荷（過去５分間の平均値） 

 

 

監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。更に、「編集」ボタンをクリッ

クすると、しきい値を超えた場合のアクション（スクリプト）を設定することもでき

ます。 

「設定する」ボタンをクリックします。 
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4. ログイン監視  
選定した監視項目などをもとに、ログインユーザー数について、監視を有効に

するか否かや、しきい値などを設定します。 

 

監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。更に、「編集」ボタンをクリッ

クすると、しきい値を超えた場合のアクション（スクリプト）を設定することもでき

ます。 

「設定する」ボタンをクリックします。 
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5. プロセス監視  
選定した監視項目などをもとに、以下のものについて、監視を有効にするか否

かや、しきい値などを設定します。 

・ 全てのプロセス数 

・ 実行中プロセス数 

・ スリープ中プロセス数 

・ 停止中プロセス数 

・ ゾンビプロセス数 

 

監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。 

さらに「編集」ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（スク

リプト）を設定することもできます。 

「設定する」ボタンをクリックします。 
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6. 任意のプロセス監視  
選定した監視項目などをもとに、監視すべきプロセス名を追加し、監視を有効

にするか否かや、しきい値などを設定します。 

プロセスごとにプロセス数の上限と下限を設定できます。 

 

例えば、crond のように１つだけ起動されるものについては、上限に 2、下限

に 1 を設定すれば、該当プロセス数が 2 以上または 1 未満(0)になると異常と

みなすことができます。そして、1 未満(0)の場合に以下のようなスクリプトを設

定しておくと、crond を起動することもできます。 

crond を起動するスクリプトの例 

 /etc/rc.d/init.d/crond start 
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「自己監視」－「任意のプロセス監視」を選択します。 

監視するプロセス名を「追加するプロセス名」に入力し、「追加」ボタンをクリッ

クします 

監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。 

さらに、「編集」ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（ス

クリプトの実行など）を設定することもできます。 

 

「設定する」ボタンをクリックします。 
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7. 自己監視サービスの状態  
設定したしきい値に従って、コンピューターに異常を検知させるサービスを起

動、停止します。このサービスが起動されていなければ、しきい値を設定して

も自己監視は行われません。一度、「起動」ボタンをクリックすると、システム

起動時に自動起動されるようになります。システム起動時の自動起動は、「停

止」ボタンのクリックで解除されます。 

 

起動、または、「停止」ボタンをクリックします。 
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8. アラートの確認  
しきい値を超えた場合、アラートログが出力されます。このログを確認すること

により、しきい値を超えた監視項目とその時の値などを知ることができます。

サーバーが不安定になる前にパフォーマンス低下やリソース不足などの予兆

を検出・対処することで、サーバーを安定稼動できます。 

「ログ管理」－「ログ閲覧」を選択します。 

 

プルダウンメニューから、「自己監視のアラートログ」を選択して「表示」ボタン

をクリックします。 

自己監視のアラートログが表示されます。 
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