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ラを構築していますが，このインフラを利用するサービス

を対象に，どのような観点で何を監視し，どう運営してい

るのかについて簡単に紹介します。

2．監視とは

監視とは，対象が正常な状態でなくなった場合にその状

況を検出することであり，状態を正常に戻す重要なトリガ

となります。

監視を「システム」としてとらえると，監視する側とさ

れる側が存在し，その結果を外部（監視員）に通知するこ

とで仕組みが成り立ちます。ここでは，監視する側を「監

視装置」，監視される側を「監視対象」と呼びます。

3．監視の種類

監視を，主体，対象と内容，タイミング，しきい値，即

時対応性，という5種類の視点で分類し，それぞれについ

て以下に説明します。

3.1 監視の主体

異常検出を能動的に実施する主体が監視装置側にある場

合と監視対象側にある場合の2種類があります。

（1）パターン1

監視装置が監視の主体となって監視対象を能動的にチェ

ックして異常を検出します（図1）。

（2）パターン2

監視対象が監視の主体となって自ら内部の状況を監視装

置に通知します（図2）。

この両方を適切に使い分けることで共存させ，統合的な

監視の仕組みを構築しています。

3.2 監視の対象と内容

Ping（icmp）に代表される監視対象機器の死活監視を基

本として，snmp（mib），syslog，cronなどを（必要に応

じて組み合わせて）利用した監視対象機器内部の状態やキ

ャパシティ監視，またhtmlやpop，smtpなどのサービスレ
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要　旨

本稿では，NECとして推進しているIT/NW統合基盤を

実践するBIGLOBEの監視およびそれに関連する運用の概

要を紹介します。監視の目的は，異常検出時にサービスま

たはシステムの障害として即時対応を実施することにより

速やかに機能を復旧させること，ならびに監視データを蓄

積分析してプロビジョニング管理に活用することの2種類

です。いずれも「サービスの継続，効率的な維持」をめざ

した取り組みであり，サービスを快適な状態に保ち24時間

運営するためにBIGLOBEが実践している，監視対象や方

法の工夫，監視スタートまでのフロー，システム提供部門

やサービス提供部門との連携対応，各種の変更管理など，

重要な運用ポイントの一部を紹介します。

For keeping BIGLOBE Internet services comfortable

seven days 24 hours, monitoring is one of the most

important ways. As each monitoring has its aim and tar-

gets, we have to use tools properly. This paper intro-

duces how and what to monitor and also operation after

detecting problems or gathering data for provisioning as

well as the important procedures.

1．まえがき

インターネット環境では，たとえば電話交換網のように

「交換機がすべての異常アラームを通知してくれる」という

ようなシステム主導的な監視の仕組みがもともとありませ

ん。またインフラシステムを構成しているコンポーネント

はマルチベンダであり，機種ごとに異常検出のロジックが

異なります。BIGLOBEのインフラは数千台規模のサーバ

やストレージ，ルータ，スイッチなどのコンポーネントと，

バックボーン回線，アクセス網などのネットワークを対象

に，冗長化・自律化を考慮したITで統合し，堅牢なインフ
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イヤでの応答監視など，性質が異なるいくつもの監視対象

があります（図3）。

各対象の監視内容は，応答の有無や応答速度（絶対値お

よびばらつき状況），CPU使用率やメモリに代表される諸

元の状態，プロセスの状態，ログの内容，状態の変化点の

有無などです。複数の監視対象に対して，監視内容の違い

による監視結果を使い分けて障害時に迅速に対応すること，

および第5節で説明するプロビジョニング管理に活用する

ことが重要です。

なお，図3の内容以外にも，温湿度や火災（煙），漏水，

電流値などのファシリティ関係の監視や，入退室やアクセ

スログなどのセキュリティ関係の監視も実施していますが

本稿では説明を割愛します。

3.3 監視のタイミング

監視のタイミングには以下の2種類があります。すなわ

ち，定期チェックと随時（異常発生時にリアルタイム通知）

です。すべての監視が後者で実現できれば理想的ですが，

実際は可能な対象が限られるため，前者との混在となって

います。

なお，前者の間隔を短くすればするほど後者に近づきま

すが，監視トラヒック増加の問題や，監視装置や監視対象

の負荷の問題があり，適正に間隔を設定することがノウハ

ウの1つです。

3.4 監視のしきい値

監視で何らかの異常を検出した際，監視員が即時に調査

を開始すべき事象なのか，あるいはさらに何らかの条件が

重なった場合に対応すべきか，その判断結果をアラームの

通知設定に反映します。基本的に監視員は通知されたすべ

てのアラームに対して行動を起こしますので，無駄なアラ

ームは極力少なくする必要があります。すなわち，何らか

の状態を異常として検出するしきい値設定の調整とともに，

「監視員に通知するかどうか」という，通知に関するしきい

値調整が必要です。

たとえばPing監視では「何秒間応答がなければping out

と判断するか」に加えて「ping outが発生した直後に連続

pingする場合のリトライ間隔設定はどうするか」「何回連

続でping outが発生した場合にアラームとして監視員に通知

するか」などを調整しますし，またCPU使用率では「この

サービスの場合，何％が何分間以上連続した場合に監視員

に通知するか」などを調整します（図4）。

異常を確実に検知して通知する対応と，インターネット

に特有なフラッシュピークに起因する「狼少年アラーム」

と呼ばれる「瞬間的な異常（現象を確認する時点ではすで

に復旧済み）の通知」を減らす対応との間での「落としど

ころ」もノウハウの1つであり，また，コリジョンやパケ

ットロストなど発生時の異常の見極めも重要な判断です。

なお，しきい値調整とは別ですが，BIGLOBEでは，ア

ラームとして監視員に通知する場合は監視装置の画面表示

とともに必ずアラーム音で監視員に通知し，監視員が手動

でアラーム音を停止させるまでは鳴り放しとすることでア

ラームの見落としや対応遅れを防止しています。

3.5 監視の即時対応性

障害のように監視員の即時対応が必要な狭義の監視とは

別に，機器増設や分散，回線増速などのプロビジョニング

対応のためのデータを測定（収集管理）する広義の監視が

あります。たとえばバックボーンネットワークのトラヒッ

ク量やサーバの各種諸元値の推移の管理，サービスレスポ

ンスの応答性能（サービスレベルの測定）管理などがこれ

図1 監視パターン1
Fig.1 Monitoring pattern 1.

図2 監視パターン2
Fig.2 Monitoring pattern 2.

図3 監視の対象
Fig.3 Monitoring targets.

図4 監視のしきい値調整
Fig.4 Threshold adjustment.
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4.1 異常個所の特定

BIGLOBEでの故障は，間欠的な異常などのように切り

分け調査（異常個所の絞り込み）が必要な場合があります

が，第3章第2節のように監視対象は基盤コンポーネント，

サービスシステム，サービス提供品質など，様々なレイヤ

にわたり複数の観点で監視を実施する仕組みであり，異常

個所のアラーム通知により切り分け時間が短くて済むよう

に設計しています。

しかし，例外として比較的規模の大きいシステムで異常

が発生した場合（特に冗長化されているシステムで予期せ

ぬ動作異常が発生し，配下の複数セグメントでサービス影

響が発生した場合など），多数のアラームが発生するために

調査に混乱が生じやすいのも事実です。

このような大規模異常に対しては，BIGLOBEが独自で

開発した構成管理システムであるBRM（BIGLOBE Resource

Management System）を並行利用して，構成情報と連携

して異常個所を特定します。このBRMは，特定の機器が

停止した場合の影響サービス範囲を表示するシミュレーシ

ョンなどにも利用できます。

4.2 影響サービスの特定

比較的規模の大きいシステム範囲での異常時には，自動

迂回やシステム縮退などの要因がからみ，サービス影響範

囲の特定も困難になります。

この場合，以下の①②のサービス監視のうち①だけを連

絡対応に利用することにより，お客様にとって影響がある

サービスのみを特定します。

①　エンドユーザと同等なアクセスでのサービス監視

②　システムのクラスタ構成を考慮した，個別コンポー

ネント障害を検出するためのサービス監視

図5に概念図を示します。上記②は異常個所の特定に利

用しますが，①は連絡用として「影響サービス名」と「エ

ンドユーザがアクセスした場合に異常が発生する確率」を

対にした一覧表を送信できる機能を盛り込んでいます。

5．監視対応の実現までの管理

これまで，監視の内容や対応について触れてきましたが，

これらを正確に実現するための重要な管理があります。

に相当します。またPingを例に取ると，前節で「通知」に

至らない状況でもping outの統計データにより隠れた異常（サ

イレント故障）を探求します。

すなわち，これら広義の監視はプロビジョニング対応に

利用するだけでなく，Pingの例のように狭義の監視では検

出できなかった長期の時系列的な異常（性能の漸次的な劣

化など）や間欠的に発生する異常の検出などが可能であり，

「アラームが鳴ったら即時対応」という即時性の高い監視と

は別の重要な監視です。

4．監視における工夫

監視で異常を検出した場合の重要な対応は以下の２点に

集約されます。

（1）障害の復旧（異常な状態の除去）

サービス影響が発生している障害は，MTTR（Mean

Time To Repair：平均復旧時間）の短縮に向けて時間と

の戦いであり，BIGLOBEでは障害時は原因究明より復旧

を優先します。たとえばサーバ異常の場合は，BIGLOBE

の標準構成では複数サーバでサービスを提供しているため

自動的に縮退運用になりますが，ハーフダメージで自動縮

退されないようなケースでは一刻も早くクラスタから該当

サーバを論理的に切り離すことで，まずサービスを完全な

状態に復旧させ，異常原因の調査などはその後の対応とな

ります。

この「切り離し対応」はネットワーク機器でも同等に適

用されます。すなわち，ネットワーク機器の故障の場合，

自動的にトラヒックが迂回しサービスには影響が出ません

が，これもハーフダメージでパケットロスが発生するよう

なケースでは，まずは強制的に異常ポートをクローズして

（サービスから切り離して）トラヒックの迂回により復旧さ

せます。

また，切り離しによる復旧が不可能な障害では，リブー

トや交換，収容変更，データ再設定などの基本的な対応に

より復旧させます。

なお，これら一連の復旧対応は，現地でしか作業できな

い（現地保守員による物理的な）作業以外は，すべて監視

センタ側からリモートで実施します。

（2）障害情報の連絡

復旧対応と同等に，あるいはそれ以上に重要な対応が連

絡対応です。営業部門やSE部門などの関連部門が必要と

している情報は，まず「何のサービスが異常なのか」であ

り，次が「いつ直るのか」という順番であり，影響を受け

ているサービス名を正確に特定し，速やかに関係部門へ連

絡することが強く望まれています。

これらの復旧対応，連絡対応での「時間との戦い」にお

いて，限られた運用要員数でいかに迅速な対応ができるか，

という観点でも様々な工夫をしていますので，その一部を

次に紹介します。

図5 影響サービスの特定
Fig.5 Effected service determining.



NEC技報Vol. 57 No. 6/2004

106

5.1 監視開始までのフロー

監視開始とは，ここでは新たな監視装置の導入ではなく，

新サービスや新設コンポーネントなどを対象にした，監視

を開始するまでのフローを指しています。

BIGLOBEでは，サービス設計時や新規コンポーネント

導入設計時の「サービス受入れ」で監視設計を実施し，リ

リース時の「運用受入れ」で監視登録設定を実施します。

後者では，サービス仕様やセキュリティ仕様だけでなく，

監視内容や異常発生時の対応手順，また営業/SEなど社内

関連部門の連絡体制など，すべての運用仕様も最終確認し

た上で監視設定を実施し，「リリース完了」とされます。

5.2 変更発生時の管理

サービスがリリースした後も，様々な理由でシステムの

変更が必要になります。監視・運用においては，この変更

情報が管理上も正しく更新されてフィールドの現状とのア

ンマッチがないことが重要です。BIGLOBEでは，この変

更管理もBRMシステムで実施しています。

また，運用中のシステムを対象とした変更作業では，人

為的な障害が発生する可能性があるため，作業手順書の事

前チェックや評価機での事前検証などによる安全性の向上

施策とは別に，すべての変更作業を事前にシステム登録し，

監視員は「本日の作業計画」をすべて把握します。その上

で，監視員は，障害が発生した場合は異常の特定と並行し

て作業との関連をチェックし，関連の可能性がある場合は

作業を停止させ，さらに速やかに作業前の状態に戻します。

なお，サービスシステムでの変更の都度，BRMだけでな

く，サービスごとに発行されている運用仕様書も更新しま

す。この際に，監視設定の追加や変更が必要な場合は同期

を取って実施し，常にフィールドと管理資料を最新状態に

維持することが正確な監視対応を継続するための重要なポ

イントです。

正確な監視を実現するための管理プロセスを図6に示し

ます。

6．まとめ

これらのように，BIGLOBEでは多岐にわたる監視対象

と監視内容でコンポーネントやサービスの状況を監視し，

異常検出時に適切な対応ができる仕組みの確立や，また体

制や変更管理の強化などに力を入れ，「監視」が常に効果的

に運用されて快適なBIGLOBEサービスが維持できるよう

努めています。

7．むすび

インターネット環境は日々変化しており，変化に対応で

きるよう監視も常に新しいものへと変わりつつあります。

BIGLOBEでも高速化，大容量化，超高信頼化，最先端技

術の取り込みといったシステムの進化，またさらに高度な

IT/NW統合基盤の実践を推進するとともに，監視システム

や仕組みについても高性能化，コストダウン，効率化を進

めていきます。すなわち，常に「サイレント故障」「これま

では見つけることができなかった事象」を見つけるための

チャレンジや改善活動を継続しており，これはBIGLOBE

の品質をさらに向上させるための永遠のテーマの1つとと

らえて取り組んでいきます。

図6 監視対応の管理プロセス
Fig.6 Management process for monitoring.
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