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はしがき 

 

（１） 製品名変更について 

本コマンドは、2008年5月末にHA/SystemMonitor R3.1a でリリースされました。 

R4.1より、HA/SystemMonitor から、HA/SystemResourceMonitor に製品名が変更となりました。 

 

（２） 本コマンドは以下のオペレーティングシステムに対応します。 

HP-UX 11i v2 (Itanium) 

HP-UX 11i v3 (Itanium) 

 

（３） 本書について 

本マニュアルはHP-UX 版の HA/SystemResourceMonitor の統計情報編集コマンドについて記載したも

のです。 

 

（４） これまでの改版履歴について 

SystemResourceMonitor R4.1 (2011.4月出荷版) では、以下の機能を強化しています。 

・ カーネルパラメータ統計系情報ファイルの整形、編集機能の追加 

カーネルパラメータ統計情報ファイルの整形、編集が可能となりました。 

これにより、カーネルパラメータ採取情報を数値のみによる確認だけではなく、視覚的に確認する

ことが可能となりました。 

 

・ WebSAM Invariant Analyzer連携機能の追加 

システム性能分析ソフトウェアWebSAM Invariant Analyzer( 以降 IA )との連携が可能となりました。 

これにより、SystemResourceMonitor で行っている閾値監視では検出できないサイレント障害を検

出することが可能となりました。 

 

 SystemMonitor R3.1c -P1(2009.7末出荷版) では、以下の機能を強化しています。 

・ CPU個別情報の出力を追加 

CPU個別情報を出力することが可能となりました。 

これにより CPU ごとのリソース使用状況を確認することが可能になりました。 

 

SystemMonitor R3.1c (2009.3末出荷版) では、以下の機能を強化しています。 

・ 統計情報ファイルを解析、編集するための期間指定の強化 

これまで年・月・日単位でしか統計情報ファイルの情報を解析、編集できませんでしたが、 

時・分・秒単位まで解析、編集することが可能となりました。 

これにより短時間内でのリソース使用状況の確認が可能となりました。 

 

・ 解析結果出力先の変更 

統計情報編集コマンドの解析結果の出力方式を標準出力からファイル出力へ変更しました。 

これにより結果出力にかかる時間が短縮されました。 
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（５） 商標・登録商標について 

 HP-UX、Serviceguard は、米国における米国Hewlett-Packard Companyの登録商標です。 

 Itaniumは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標

または登録商標です。 

 その他、本書に登場する会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

 なお、本書では®、TMマークを明記しておりません。 
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１ 概要 

 

統計情報編集コマンド（以降 pssmview と記す）は、HA/SystemResourceMonitor の統計情報ファイルを解

析するための支援ユーティリティです。pssmview は、HA/SystemResourceMonitor で収集した統計情報ファイ

ルから必要な情報を抜き出し、整形・編集することで、問題解決の支援や一般の表計算ソフトによるグラフ化が

可能になります。 
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２ 機能 

 

pssmview は以下の機能を提供します。 

 

２．１ プロセス情報の出力 

SG ファイル(/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf)で定義されている内容に基づき、プロセス情報が解析 

されプロセスの異常情報、及び収集情報が解析結果ファイルへ出力されます。 

※ SGファイルの定義内容については、「HA/SystemResourceMonitor ユーザーズガイド 基本編」を 

参照してください。 

-u オプションに解析結果ファイル名を指定することで、解析結果ファイルの出力先を変更する 

ことが可能です。 

 

 

以下のオプションを指定することで、条件に一致するプロセス情報のみを出力することができます。 

 プロセス名の指定( 完全一致 ) 

特定のプロセスを指定できます。 

例）syslogd のプロセス情報を出力させる場合：-f syslogd  

 プロセス名の指定( 前方一致 ) 

特定の文字列が先頭のプロセスを指定できます。 

例）プロセス名の先頭が”sys” となるプロセス情報を出力させる場合：-n sys  

 プロセス名の指定( 部分一致 ) 

プロセス名の検索条件となる文字列を指定できます。 

例）プロセス名に “logd”が含まれるプロセス情報を出力させる場合：-k logd 

 プロセス ID の指定 

特定のプロセス ID を指定できます。 

例）プロセス ID が 1200 のプロセス情報を出力させる場合：-p 1200 

 異常があるプロセス 

異常があるプロセス情報の出力を指定できます。 

例）異常があるプロセス情報のみ出力させる場合：-e 

 期間の指定 

解析する期間を指定できます。 

例）2008 年 4 月1日から 2008 年 4 月30日までのプロセス情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/30 

例）2008 年 4 月1日 の 9時10分30秒から 10時:10分30秒までのプロセス情報を 

出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/01 -t 091030:101030 

 統計情報ファイルの指定 

解析する統計情報ファイルを指定できます。 

例）/tmp/psmonitor.dat と /tmp/psmonitor.dat.save1 のプロセス情報を出力させる場合 

  ：-i /tmp/psmonitor.dat /tmp/psmonitor.dat.save1 
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２．２ システム情報の出力 

-sオプションを指定することで、SG ファイル(/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf)で定義されている 

内容に基づきシステム情報が解析され、システムの異常情報、及び収集情報が解析結果ファイルへ 

出力されます。 

-u オプションに解析結果ファイル名を指定することで、解析結果ファイルの出力先を変更する 

ことが可能です。 

 

以下のオプションを指定することで、条件に一致するシステム情報を出力することができます。 

 期間の指定 

解析する期間を指定できます。 

例）2008 年 4 月1日から 2008 年 4 月30日までのシステム情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/30 

例）2008 年 4 月1日の 9時10分30秒から 10時:10分30秒までのシステム情報を出力 

させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/01 -t 091030:101030 

 統計情報ファイルの指定 

解析する統計情報ファイルを指定できます。 

例）/tmp/psmonitor.dat と /tmp/psmonitor.dat.save1 のシステム情報を出力させる場合 

  ：-i /tmp/psmonitor.dat /tmp/psmonitor.dat.save1 

 

２．３ CPU個別情報の出力 

-cオプションを指定することで、CPU 個別の収集情報が解析結果ファイルに出力されます。 

※CPU 個別情報の出力では解析は行われません。 

 

以下のオプションを指定することで、条件に一致するCPU個別情報を出力することができます。 

 期間の指定 

出力する期間を指定できます。 

例）2008 年 4 月1日から 2008 年 4 月30日までのCPU個別情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/30 

例）2008 年 4 月1日 の 9 時から 21時までのCPU個別情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/01 -t 090000:210000  

 

 統計情報ファイルの指定 

出力する統計情報ファイルを指定できます。 

例）/tmp/psmonitor.dat と /tmp/psmonitor.dat.save1 のCPU個別情報を出力させる場合 

  ：-i /tmp/psmonitor.dat /tmp/psmonitor.dat.save1 
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２．４ カーネルパラメータ情報の出力 

カーネルパラメータ統計情報ファイル内のカーネルパラメータ情報が編集・整形され、時系列で解析結 

果ファイルへ出力されます。 

カーネルパラメータ情報の出力には、-v オプションの指定が必須となります。 

 

以下のオプションを指定することで、条件に一致するカーネルパラメータ情報のみを出力することができ 

ます。 

 カーネルパラメータの指定( 完全一致 ) 

特定のカーネルパラメータを指定できます。 

例）maxuproc の情報を出力させる場合：-v -f maxuproc  

 カーネルパラメータの先頭文字列の指定 

特定の文字列が先頭となるカーネルパラメータを指定できます。 

例）プロセス名の先頭が”max” となるプロセス情報を出力させる場合：-v -n max  

 カーネルパラメータ名の指定( 部分一致 ) 

カーネルパラメータ名の検索条件となる文字列を指定できます。 

例）カーネルパラメータ名に “uproc”が含まれるカーネルパラメータ情報を出力させる場合 

：-v -k uproc 

 期間の指定 

解析する期間を指定できます。 

例）2008 年 4 月1日から 2008 年 4 月30日までのカーネルパラメータ情報を出力させる場 

合：-v -d 2008/04/01:2008/04/30 

例）2008 年 4 月1日 の 9時10分30秒から 10時:10分30秒までのカーネルパラメータ情 

報を出力させる場合 

：-v -d 2008/04/01:2008/04/01 -t 091030:101030 

 カーネルパラメータ統計情報ファイルの指定 

解析する統計情報ファイルを指定できます。 

例）/tmp/ pssmkcmonitor.csv と /tmp/ pssmkcmonitor.csv. 20110308124657.Z ファイルのカー

ネルパラメータ情報を出力させる場合 

：-i /tmp/ pssmkcmonitor.csv  /tmp/ pssmkcmonitor.csv.20110308124657.Z 

 カーネルパラメータ閾値チェック 

カーネルパラメータに対して閾値チェックを行う値を指定することができます。 

例）カーネルパラメータ使用値に対して90%での閾値チェックを行う場合：-v 90 
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２．５ CSV 形式のファイル出力 

  -o オプションを指定することで、対象の統計情報ファイルがCSV 形式のファイルに出力されます。 

 

以下のオプションを指定することで、条件に一致したプロセス情報、システム情報、CPU 個別情報、カ

ーネルパラメータ情報を出力することができます。 

 プロセスの指定( 完全一致 ) 

特定のプロセスを指定できます。 

例）syslogd のプロセス情報を出力させる場合：-f syslogd  

 プロセス名の指定( 先頭一致 ) 

特定の文字列が先頭に含まれるプロセスを指定できます。 

例）プロセス名の先頭が”sys” となるプロセス情報を出力させる場合：-n sys  

 プロセス名の指定( 部分一致 ) 

特定の文字列がプロセス名に含まれるプロセスを指定できます。 

例）プロセス名に “sys” が含まれるプロセス情報を出力させる場合：-k sys 

 プロセス ID の指定 

特定のプロセス ID を指定できます。 

例）プロセス ID が 1200 のプロセス情報を出力させる場合：-p 1200 

 期間の指定 

出力させる期間を指定できます。 

例）2008 年 4 月1日から 2008 年 4 月30日までのプロセス情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/30 

例）2008 年 4 月1日 の 9 時から 21時までのプロセス情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/01 -t 090000:210000 

 統計情報ファイルの指定 

出力させる統計情報ファイルを指定できます。 

例）/tmp/psmonitor.dat と /tmp/psmonitor.dat.save1 ファイルのプロセス情報を出力させる場合 

  ：-i /tmp/psmonitor.dat /tmp/psmonitor.dat.save1 

 システム情報の指定 

システム情報を指定できます。 

例）システム情報を出力させる場合：-s 

 CPU 個別情報の指定 

CPU 個別情報を指定できます。 

例）CPU個別情報を出力させる場合：-c 

 カーネルパラメータの指定( 完全一致 ) 

特定のカーネルパラメータを指定できます。 

例）maxuproc の情報を出力させる場合：-v -f maxuproc  

 カーネルパラメータの指定( 先頭一致 ) 

特定の文字列が先頭となるカーネルパラメータを指定できます。 

例）カーネルパラメータ名の先頭が”max” となるカーネルパラメータ情報を出力させる場合 

：-v -n max  

 カーネルパラメータの指定( 部分一致 ) 

カーネルパラメータ名の検索条件となる文字列を指定できます。 

例）カーネルパラメータ名に “uproc”が含まれるプロセス情報を出力させる場合：-v -k uproc 
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２．６ IA連携形式のCSVファイル出力 

-l オプションを指定することで、対象の統計情報ファイルがIA連携形式のCSV ファイルに出力されます。 

 

以下のオプションを指定することで、条件に一致したプロセス情報、システム情報、CPU 個別、カーネ

ルパラメータ情報を出力することができます。 

 プロセス名の指定( 完全一致 ) 

特定のプロセスを指定できます。 

例）syslogd のプロセス情報を出力させる場合：-f syslogd  

 プロセス名、プロセス IDの指定 

特定のプロセス IDを指定できます。 

注意）プロセス IDを指定する場合は同時にプロセス名を指定する必要があります。 

例）プロセス名が “syslogd” であり、プロセス IDが 1200 となるプロセス情報を出力させる場 

合：-f syslogd -p 1200 

 期間の指定 

出力させる期間を指定できます。 

例）2008 年 4 月1日から 2008 年 4 月30日までのプロセス情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/30 

例）2008 年 4 月1日の 9 時から 21時までのプロセス情報を出力させる場合 

：-d 2008/04/01:2008/04/01 -t 090000:210000 

 統計情報ファイルの指定 

出力させる統計情報ファイルを指定できます。 

例）/tmp/psmonitor.dat と /tmp/psmonitor.dat.save1 のプロセス情報を出力させる場合 

  ：-i /tmp/psmonitor.dat /tmp/psmonitor.dat.save1 

 システム情報の指定 

システム情報を指定できます。 

例）システム情報を出力させる場合：-s 

 CPU 個別情報の指定 

CPU 個別情報を指定できます。 

例）CPU個別情報を出力させる場合：-c 

 カーネルパラメータの指定( 完全一致 ) 

特定のカーネルパラメータを指定できます。 

例）maxuproc の情報を出力させる場合：-v -f maxuproc  
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３ 運用手順 

３．１ 対象ファイルのコピー 

解析対象の統計情報ファイル、もしくはカーネルパラメータ統計情報ファイルを、

HA/SystemResourceMonitor（pssmd）で使用していないディレクトリ（※１）配下へコピーします。 

※1 SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」 

で指定したディレクトリ以外のディレクトリへコピーして下さい。 

 

 

３．２ コマンドの実行 

-i オプションに「 3.1章 対象ファイルのコピー」でコピーした統計情報ファイル名、もしくはカーネル

パラメータ統計情報ファイルを絶対パスで指定してください。 

※  HA/SystemResourceMonitor で使用しているディレクトリ配下のファイルを指定することはできま

せん。 

※  -i オプションは必ず指定して下さい。 

※ 以下に pssmview のおおよその処理時間を示します。 

参考： 

＜統計情報ファイルが対象の場合＞  

  <30Mbyte × 1 ファイルの場合> 

        処理時間は約 3 分 です。 

   < 30Mbyte × 10 ファイルの場合 > 

処理時間は約 30分です。 

 

＜カーネルパラメータ統計情報ファイルが対象の場合＞  

  < 5 Mbyte × 1 ファイルの場合> 

        処理時間は約 1 秒 です。 

  < 5 Mbyte × 3 ファイルの場合 > 

処理時間は約 1 秒です。 
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以下に実行例を示します。 

＜統計情報ファイルが対象の場合＞ 

 

 

 

※  解析対象の統計情報ファイルは /tmp/Symdata 配下にコピーしている場合。 

 

＜カーネルパラメータ統計情報ファイルが対象の場合＞ 

 

 

 

※  解析対象のカーネルパラメータ統計情報ファイルは /tmp/Symdata 配下にコピーしている場合。 

 

      オプションを指定することにより、様々な用途に対応可能です。オプションの詳細については、 

「 ７章 リファレンス」を参照してください。 

 

# /opt/HA/PSSM/bin/pssmview -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

# /opt/HA/PSSM/bin/pssmview -v -i /tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csv 
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３．３ コマンドの実行結果 

pssmview コマンドの実行結果は、解析結果ファイル、もしくはカーネルパラメータ統計情報編集ファイ

ルに出力されます。 

(注) R3.1a 以前のバージョンでは、pssmview コマンドの実行結果は、標準出力に出力されます。 

R3.1a 以前のバージョンで使用する場合は、“>”（リダイレクト）で標準出力の結果を任意の 

ファイルに保存してください。“>”（リダイレクト）しない場合は、端末画面にされ、処理時間が 

増加しますのでご注意ください。 

 

解析結果ファイルの構成は以下のとおりです。 

 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル   ：pssmview.dat 

      

解析結果ファイルは1世代バックアップ（pssmview.dat.bak）されます。 

バックアップファイルはpssmview 実行時に更新されるため、更新ごとに前回のファイル内容は削除 

されます。 

また、-uオプションに解析結果ファイル名を絶対パスで指定することにより、解析結果ファイルの出力 

先を指定することが可能です。この場合も同様に1世代バックアップ(指定した解析結果ファイル名.bak) 

されます。 

 

※ -o オプションを指定した場合、解析は行われず、対象データが CSV 形式のファイルに出力されま

す。 

※ -c オプションを指定した場合、解析は行われず、対象データからCPU個別情報が出力されます。 

※ -l オプションを指定した場合、解析は行われず、対象データが IA 連携形式 CSV ファイルに出力さ

れます。 

 

カーネルパラメータ統計情報編集ファイルの構成は以下のとおりです。 

 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル   ：pssmkcview.dat 

      

-vオプションを引数なしで指定し、-lもしくは -oオプションを併用しない場合、カーネルパラメータ統

計情報編集ファイルがdatファイル形式で出力されます。 

 カーネルパラメータ統計情報編集ファイルは1世代バックアップ（pssmkcview.dat.bak）されます。 

 バックアップファイルはpssmview 実行時に更新されるため、更新ごとに前回のファイル内容は削除 

されます。 
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 解析結果ファイル 

解析結果ファイルのフォーマットはヘッダ情報、エラー情報、収集情報（HISTORY）の３つの項目

で構成されています。 

 

構成イメージは以下のとおりです。 

1. ヘッダ情報 

2. エラー情報 

 

3. 収集情報(HISTORY) 

 

各項目の内容について説明します。 

１． ヘッダ情報 

ヘッダ情報には以下の情報が出力されます。 

・ ホスト名 

ホスト名が出力されます。 

・ 開始情報取得日時 

解析対象となる統計情報の開始日時が出力されます。 

・ 終了情報取得日時 

解析対象となる統計情報の終了日時が出力されます。 

・ 開始情報取得回数 

解析対象となる統計情報の開始情報取得回数が出力されます。 

・ 終了情報取得回数 

解析対象となる統計情報の終了情報取得回数が出力されます。 

 

ヘッダ情報のフォーマットは以下のとおりです。 

 

 ### ANALYZE INFORMATION ###  

  HOST  : [ホスト名] 

  DATE  : [開始情報取得日時] –  [終了情報取得日時] 

  COUNT : [開始情報取得回数] –  [終了情報取得回数] 

 

 

以下は出力例です。  

 

 

 

 

 

 

### ANALYZE INFORMATION ### 
HOST  : host1 
DATE  : 2008/04/01 04:43:41-2008/04/07 04:46:46 
COUNT : 3948-4003 
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２． エラー情報 

             エラー情報はSG ファイル(/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf)で定義されている内容に基づき 

異常と判断されたプロセスの情報が出力されます。 

  -s オプションを指定している場合は、異常があったシステム情報も出力されます。 

 

     エラー情報には以下の情報が出力されます。 

     <プロセス異常の情報> 

・ 異常項目 

プロセスの異常の種類が出力されます。 

異常の種類については本書14ページを参照してください。 

例）オープンファイル数上限異常の場合は、「# FILE ( OVER COUNT ) #」が異常項目とし 

て出力されます。 

・ 項目の数値対象 

異常項目に対応する数値対象が出力されます。 

数値対象は、異常項目の表示内容により出力される情報が変更されますので詳細について

は、14ページのプロセス異常の情報についてを参照してください。 

※  数値対象がない異常項目については、何も表示されません。 

例）異常項目がメモリリーク異常の場合は、「MEMORY(KB)」が項目の数値対象として 

出力されます。 

・ プロセス ID 

プロセスの IDが出力されます。 

・ 開始時の値 

解析開始時の項目の数値対象の値が出力されます。 

・ 終了時の値 

解析終了時の項目の数値対象の値が出力されます。 

・ 最大値 

解析期間内の項目の数値対象の最大値が出力されます。 

・ 最大値更新回数 

解析期間内の項目の数値対象の最大値を更新した回数が出力されます。 

・ プロセス名 

  プロセス名が出力されます。 

 

         <システム異常の情報> 

・ 異常項目 

システム異常の種類が出力されます。 

異常の種類については本書15ページを参照してください。 

  例）CPU 使用率異常（CPU(%)） 

・ 情報取得回数 

異常状態であった時の情報を取得した回数が出力されます。 

・ 情報取得日時 

異常状態であった時の情報を取得した日時が出力されます。 

・ 値 

異常状態であった時の数値が出力されます。 

・ 最大値 

異常項目の値の上限値が出力されます。 
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エラー情報のフォーマットは以下のとおりです。 

 

### ERROR INFORMATION ###（### ERROR PROCCESS ###）  

[異常項目] 

---------------------------------------------------------------------------------- 

   PID   [項目の数値対象]                                COUNT COMMAND 

                 START          END         MAX 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 [プロセスID]  [開始時の値]   [終了時の値]   [最大値]  [最大値更新回数] [プロセス名]           

---------------------------------------------------------------------------------- 

[異常項目] 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID  [項目の数値対象]   COMMAND 

------------------------------------------------------------------------ 

 [プロセスID]  [最大値]    [プロセス名] 

------------------------------------------------------------------------ 

 

# SYSTEM PARAMETER # 

--------------------------------------------------------------------------------- 

ERROR                  COUNT  DATE                      VALUE    MAXVALUE 

--------------------------------------------------------------------------------- 

[異常項目]      [情報取得回数]  [情報取得日時]          [値]     [最大値] 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

     以下は出力例です。 

プロセス異常

の情報 

システム異常

の情報 

タイトル 

### ERROR INFORMATION ### 

# MEMORY LEAK PROCESS # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID  MEMORY(KB)                                COUNT COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         3         147         5413        5547        289  procA 

------------------------------------------------------------------------ 

 

#  PNUM ( OVER COUNT ) # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID  OVER COUNT  COMMAND 

------------------------------------------------------------------------ 

      1408         102  procB 

------------------------------------------------------------------------ 

 

# SYSTEM PARAMETER # 

--------------------------------------------------------------------------- 

ERROR             COUNT  DATE                         VALUE    MAXVALUE 

--------------------------------------------------------------------------- 

CPU(%)            3948  2005/11/07 04:43:41          180.54         200 

--------------------------------------------------------------------------- 

プロセス異常

の情報 

システム異常

の情報 

タイトル 
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（１） プロセス異常の情報について 

  

プロセス異常の情報は以下の種類があります。 

種類に応じて検知したプロセスの異常情報が出力されます。 

 

・ メモリリーク異常検出 

- 項目の数値対象 

メモリ使用量（MEMORY(KB)） 

・ ファイルリーク異常検出 

- 項目の数値対象 

オープンファイル数（OPEN FILE） 

・ スレッドリーク異常検出 

- 項目の数値対象 

スレッド数（THREAD） 

・ オープンファイル数上限異常検出 

- 項目の数値対象 

オープンファイル数（OPEN FILE） 

・ スレッド数上限異常検出 

- 項目の数値対象 

スレッド数（THREAD） 

・ プロセス多重度異常検出 

     - 項目の数値対象 

同一名プロセスの個数（OVER COUNT） 

・ ゾンビプロセス（defunct）異常検出 

- 項目の数値対象 

なし 

・ 高CPU使用率異常検出 

- 項目の数値対象 

なし 

 

 

以下はプロセス異常がある場合の出力例です。 

(例はメモリリーク異常検出の場合) 

プロセス異常の出力例は、「 8 .1章 エラー情報の出力例」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# MEMORY LEAK PROCESS # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID   MEMORY(KB)                                COUNT COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         3        147         5413         5547         289  procA 

------------------------------------------------------------------------ 
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（２） システム異常の情報について 

システム異常の情報は以下の種類があります。 

種類に応じて検知したシステムの異常情報が出力されます。 

 

・ プロセス数上限異常検出 

・ メモリ量上限異常検出 

・ オープンファイル数上限異常検出 

・ ロックファイル数上限異常検出 

・ CPU 使用率異常検出 

・ スレッド数上限異常検出 

・ スワップメモリ量上限異常検出 

スワップメモリ量が上限を超える場合は、以下の4パターンがあります。 

⁻  スワップメモリ使用量のみで超えた場合 

⁻  スワップメモリ予約量のみで超えた場合 

⁻  スワップメモリ使用量とスワップメモリ予約量の合計値が超えた場合 

⁻  スワップメモリ使用量、スワップメモリ予約量の両方が超えた場合 

・ ユーザプロセス数上限異常検出 

 

 

以下はシステム異常がある場合の出力例です。 

(例はユーザプロセス数上限異常検出の場合) 

システム異常の出力例は、「 8.1章 エラー情報の出力例」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                     VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

MAXUPROC            3951  2008/04/17 04:46:46         103       180  guest1 

------------------------------------------------------------------------ 

プロセス起動数が最大のユーザ名 
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３． 収集情報（HISTORY） 

収集情報は、解析期間内のプロセスの全収集情報が出力されます。 

-s オプションを指定している場合はシステムの全収集情報のみが出力されます。 

-c オプションを指定している場合はCPU個別情報の全収集情報のみが出力されます。 

 

収集情報には以下の情報が出力されます。 

     <プロセスの情報> 

・ 情報取得回数 

・ 情報取得日時 

・ ユーザ名（UNAME） 

・ プロセス ID（PID） 

・ 親プロセス ID（PPID） 

・ プロセスグループ ID（PGID） 

・ プロセスステータス（STATUS） 

・ メモリ使用量（MEMORY） 

・ オープンファイル数（FILE） 

・ ロックファイル数（LOCKF） 

・ オープンファイル数上限に対する割合（%FILE） 

・ CPU使用率（%CPU） 

・ １CPUに対する使用率（%CPU/CPU数） 

・ CPU使用時間（CPUTIME） 

・ プロセスの多重度（PNUM） 

・ スレッド数（THREAD） 

・ スレッド数上限に対する割合（%THREAD） 

・ プロセス名（COMMAND） 

 

収集情報のフォーマットは以下のとおりです。 

  ### HISTORY ### 

=========================================================================================== 

UNAME   PID   PPID   PGID   STATUS MEMORY(KB)   FILE  LOCKF  %FILE   %CPU %CPU/2  

CPUTIME   PNUM  THREAD %THREAD COMMAND 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

[情報取得回数] [情報取得日時] 

         [ユーザ名] [プロセスID] [親プロセスID] [プロセスグループID] [プロセスステータス] [メモリ使用量] 

 [オープンファイル数] [ロックファイル数] [オープンファイル数上限に対する割合] [CPU使用率]  

[1CPUに対するCPU使用率] [CPU使用時間]  [プロセスの多重度] [スレッド数] [スレッド数上限に対する割合] 

[プロセス名] 

               =========================================================================================== 

 

出力例は「 8.2章 収集情報（HISTORY）の出力例」を参照してください。 
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<システムの情報> 

・ 情報取得回数 

・ 情報取得日時 

・ 現在の総プロセス数 

・ 総プロセス数上限 

・ 現在の総メモリ量 

・ 総メモリ量上限 

・ 現在の総オープンファイル数 

・ 総オープンファイル数上限 

・ 現在の総ロックファイル数 

・ 総ロックファイル数上限 

・ 現在のCPU使用率 

・ CPU使用率上限 

・ コンテキストスイッチの回数1 

・ 現在の総スレッド数 

・ 総スレッド数上限 

・ 現在の総スワップメモリ使用量 

・ 現在の総スワップメモリ予約量 

・ 総スワップメモリ量上限  

・ 現在のユーザごとの起動プロセス数最大値（プロセス起動数が最大のユーザ名） 

 

収集情報のフォーマットは以下のとおりです。（-s オプションを指定した場合） 

 ### HISTORY ### 

============================================================================================= 

        PROCESS    MEMORY(MB)    FILE    LOCKFILE    CPU(%)    CSWITCH    THREAD    SWAP(KB)    

     MAXUPROC 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[情報取得回数] [情報取得日時] 

                           [現在の総プロセス数] / [総プロセス数上限]  [現在の総メモリ量] / [総メモリ量上限]  

 [現在の総オープンファイル数] / [総オープンファイル数上限]  [現在の総ロックファイル数] / [総ロックファイル数上限]  

 [現在のCPU使用率] / [CPU使用率上限]  [コンテキストスイッチの回数] 1 [現在のスレッド数] / [総スレッド数上限] 

[現在の総スワップメモリ使用量] / [現在の総スワップメモリ予約量]2 / [総スワップメモリ量上限] 

[現在のユーザごとの最大起動プロセス数] / [ユーザごとのプロセス起動数上限]（最大起動プロセス数のユーザ名） 

============================================================================================= 

 

出力例は「 8.2章 収集情報（HISTORY）の出力例」を参照してください。 

 

                                                   
1
 [コンテキストスイッチの回数] は HA/SystemMonitor R3.1c-P1 より前のバージョンで収集した統計情報ファイル

の場合は“-”と出力されます。 
2
 [現在の総スワップメモリ予約量] は HA/SystemMonitor R3.1a より前のバージョンで収集した統計情報ファイルの場合

は出力されません。[現在の総スワップメモリ予約量]とその後の”/”(スラッシュ)は出力されません。 
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<CPUの個別情報>
3
 

・ CPU 番号 

・ 収集時点から過去 1 分間の平均の run queue の長さ 

・ 収集時点から過去 5 分間の平均の run queue の長さ 

・ 収集時点から過去 15 分間の平均の run queue の長さ 

・ exec()システムコールの回数 

 

 

収集情報のフォーマットは以下のとおりです。（-c オプションを指定した場合） 

 ### HISTORY ### 

============================================================================================= 

CPUID      RUNQ_1MIN      RUNQ_5MIN      RUNQ_15MIN      SYSCALL      SUBINFO1    SUBINFO2 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

[情報取得回数] [情報取得日時] 

                           [CPU 番号]  [収集時点から過去1分間の平均の run queue の長さ] [収集時点から過去5分間の平均の run queue の長さ] 

[収集時点から過去15分間の平均のrun queue の長さ]  [exec()システムコールの回数]  [参照情報1]  [参照情報2] 

============================================================================================= 

 

出力例は「 8.2章 収集情報（HISTORY）の出力例」を参照してください。 

 

 

                                                   
3
 <CPU の個別情報>は、HA/SystemMonitor R3.1c-P1 より前のバージョンで収集した統計情報ファイルの場合は出

力されません。 
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 カーネルパラメータ統計情報編集ファイル 

カーネルパラメータ統計情報編集ファイルのフォーマットはヘッダ情報、収集情報（HISTORY）の

２つの項目から構成されています。 

 

構成イメージは以下のとおりです。 

1. ヘッダ情報 

2. 収集情報(HISTORY) 

 

各項目の表示について説明します。 

１． ヘッダ情報 

ヘッダ情報には以下の情報が出力されます。 

・ ホスト名 

ホスト名が出力されます。 

・ 開始情報取得日時 

解析対象となる統計情報の開始日時が出力されます。 

・ 終了情報取得日時 

解析対象となる統計情報の終了日時が出力されます。 

・ 開始情報取得日時 

解析対象となる統計情報の開始日時が出力されます。 

・ 終了情報取得日時 

解析対象となる統計情報の終了日時が出力されます。 

 

ヘッダ情報のフォーマットは以下のとおりです。 

 

 ### MONITOR INFORMATION ###  

  HOST  : [ホスト名] 

  DATE  : [開始情報取得日時] –  [終了情報取得日時] 

  TICKTIME : [開始情報取得日時]] –  [終了情報取得日時] 

 

 

以下は出力例です。  

 

 

 

 

 

 

### MONITOR INFORMATION ### 

HOST     : host1 

DATE     : 2011/01/31 16:06:23-2011/02/04 17:04:30 

TICKTIME : 1296457583-1296806670 
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収集情報（HISTORY） 

収集情報は、解析期間内のカーネルパラメータの収集情報が出力されます。 

 

収集情報には以下の情報が出力されます。 

     <カーネルパラメータ情報> 

・ 使用値(USAGE) 

・ 設定値(CURRENT)  

 

収集情報のフォーマットは以下のとおりです。 

### HISTORY ### 

===============================================================================           

[カーネルパラメータ名]       [カーネルパラメータ名]     [カーネルパラメータ名]  

CURRENT     USAGE      CURRENT     USAGE      CURRENT     USAGE  

=============================================================================== 

[情報取得日付時刻] 

[現在の設定値]  [現在の使用量]  [現在の設定値]  [現在の使用量]  [現在の設定値]  [現在の使用量] 

=============================================================================== 

 

出力例は「 8.2章 収集情報（HISTORY）の出力例」を参照してください。 
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 CSV形式のファイル 

-o オプションを指定することで、統計情報ファイルのプロセス情報のデータが CSV形式のファイル 

に出力されます。出力が完了すると標準出力に「Info: Output Done.」と出力されます。 

 

   CSV形式のファイルの構成は以下のとおりです。 

 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル   ：psmonitor.csv 

 

      

また、-o オプションにファイル名を絶対パスで指定することにより、ファイルの出力先を変更する 

ことが可能です。 

-s オプションを指定している場合は、システム情報のデータのみCSV形式のファイルに出力されます。 

-c オプションを指定している場合は、CPU 個別情報のデータのみ CSV 形式のファイルに出力されま 

す。 

 

CSV 形式のファイルのフォーマットは以下のとおりです。 

 

プロセス情報の場合(psmonitor.csv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

以下は出力例です。 

 

 

[ホスト名] 

[情報取得開始日] , [情報取得開始時間] , [情報取得終了日] , [情報取得終了時間] 

[情報取得開始回数] , [情報取得終了回数] 

COUNT,DATE,TIME,UNAME,PID,PPID,PGID,STATUS,MEMORY,FILE,LOCKF, 

%FILE,%CPU,%CPU/CPU数,CPUTIME,PNUM,THREAD,%THREAD,COMMAND 

[情報取得した回] , [情報取得日] , [情報取得時間] , [ユーザ名] , [プロセスID] , 

[親プロセスID] , [プロセスグループID] , [プロセスステータス] , [メモリ使用量] , 

[オープンファイル数] , [ロックファイル数] , [オープンファイル数上限に対する割

合] , [CPU 使用率] , [1CPU に対する CPU 使用率] , [プロセス実行時間] , [プロセ

スの多重度] , [スレッド数] , [スレッド数上限に対する割合] , [プロセス名] 

 

host1 

2008/04/07,04:43:41,2008/04/17,04:46:46 

3948,3951 

COUNT,DATE,TIME,UNAME,PID,PPID,PGID,STATUS,MEMORY,FILE,LOCKF,%FILE,%CPU,%CP

U/2,CPUTIME,PNUM,THREAD,%THREAD,COMMAND 

3948,2005/11/07,04:43:41,root,0,0,0,SLEEP,64,0,0,0.00,0.02,0.01,0:16,1,1,0.

03,swapper 

3948,2005/11/07,04:43:41,root,1,0,8,RUNNING,548,0,0,0.00,0.04,0.02,0:20,1,2

00000,90.07,init 

3948,2005/11/07,04:43:41,root,2,0,0,SLEEP,64,0,0,0.00,0.05,0.02,0:10,1,1,0.

03,vhand 

3951,2005/12/17,04:46:46,root,0,0,0,SLEEP,64,0,0,0.00,0.02,0.01,1:20,1,1,0.

03,swapper 

3951,2005/12/17,04:46:46,root,1,0,8,RUNNING,548,0,0,0.00,0.04,0.02,0:33,1,2

30000,90.07,init  

3951,2005/11/07,04:43:41,root,2,0,0,SLEEP,64,0,0,0.00,0.05,0.02,1:18,1,1,0.

03,vhand  
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システム情報の場合(psmonitor.csv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は出力例です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ホスト名] 

[情報取得開始日] , [情報取得開始時間] , [情報取得終了日] , [情報取得終了時間] 

[情報取得開始回数] , [情報取得終了回数] 

COUNT,DATE,TIME, 

PROCESS,PROCESSMAX,MEMORY,MEMORYMAX,FILE,FILEMAX,LOCKFILE,LOCKFILEMAX,CPU,CP

UMAX, CSWITCH,THREAD,THREADMAX,SWAP,SWAPRESERVE,SWAPMAX, 

UPROCNUM,UPROCMAX 

 [情報取得回数] , [情報取得日] , [情報取得時間] , [現在の総プロセス数] , [総

プロセス数上限] , [現在の総メモリ量] , [総メモリ量上限] , [現在の総オープンフ

ァイル数] , [総オープンファイル数上限] , [現在の総ロックファイル数] , [総ロッ

クファイル数上限] , [現在の CPU 使用率] , [CPU 使用率上限] ,[コンテキストスイ

ッチの回数] ,[現在の総スレッド数] , [総スレッド数上限], [現在の総スワップメモ

リ使用量] , [現在の総スワップメモリ予約量] , [総スワップメモリ量上限] , [現在

のユーザごとの最大起動プロセス数] , [ユーザごとのプロセス起動数上限] , [最大

起動プロセス数のユーザ名] 

 

host1 

2008/06/02,15:48:25,2008/06/02,15:50:35 

7709,7711 

COUNT,DATE,TIME,PROCESS,PROCESSMAX,MEMORY,MEMORYMAX,FILE,FILEMAX,LOCKFILE,L

OCKFILEMAX,CPU,CPUMAX,CSWITCH,THREAD,THREADMAX,SWAP,SWAPRESERVE,SWAPMAX,UPR

OCNUM,UPROCMAX 

7709,2008/06/02,15:48:25,226,15000,546,2032,1151,65048,8,4200,7.48,200, 

27246278,569,16000,1025184,1058024,4194304,6,256,guest1 

7710,2008/06/02,15:49:33,226,15000,547,2032,1151,65048,8,4200,7.60,200, 

27246578,570,16000,1025184,1060104,4194304,6,256,guest1 

7711,2008/06/02,15:50:35,227,15000,548,2032,1153,65048,8,4200,8.52,200, 

27247289,554,16000,1025184,1060152,4194304,6,256,guest1 
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CPU個別情報の場合(psmonitor.csv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は出力例です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーネルパラメータ情報の場合(pssmkcview.csv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は出力例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：上記はdbc_max_pct, maxdsiz, maxdsiz_64bit について出力した例です。 

[ホスト名] 

[情報取得開始日] , [情報取得開始時間] , [情報取得終了日] , [情報取得終了時間] 

[情報取得開始回数] , [情報取得終了回数] 

COUNT,DATE,TIME,CPUID,RUNQ_1MIN,RUNQ_5MIN,RUNQ_15MIN,SYSTEMCALL,SUBINFO01,SUBI

NFO02 

 [CPU の番号] , [収集時点から過去 1 分間の平均の run queue の長さ] , [収集時点か

ら過去5分間の平均のrun queue の長さ] , [収集時点から過去15分間の平均のrun queue 

の長さ] , [exec()システムコールの回数] , [参照情報1] , [参照情報2]  

host1 

2009/06/11,17:48:06,2009/06/11,17:58:06 

1,2 

CPUID,RUNQ_1MIN,RUNQ_5MIN,RUNQ_15MIN,SYSTEMCALL,SUBINFO01,SUBINFO02 

1,2009/06/11,17:48:06,0,0.0224,0.0237,0.0266,238852,23173,19922 

1,2009/06/11,17:48:06,1,0.0232,0.0244,0.0269,249255,26706,22940 

2,2009/06/11,17:58:06,0,0.0224,0.0237,0.0266,238852,23173,19922 

2,2009/06/11,17:58:06,1,0.0232,0.0244,0.0269,249255,26706,22940 

 

[ホスト名] 

[情報取得開始日], [情報取得開始時間], [情報取得終了日]. [情報取得終了時間] 

[情報取得開始日時時刻], [情報取得終了日時時刻] 

DATE,TIME, [カーネルパラメータ名]:CURRENT, [カーネルパラメータ名]:USAGE, [カー

ネルパラメータ名]:CURRENT, [カーネルパラメータ名]:USAGE, … 

[情報取得開始日], [情報取得開始時間], [現在の設定値], [現在の使用量], [現在の設

定値], [現在の使用量], … 

Host1 

2011/02/12,15:09:25,2011/02/15,14:02:26 

1297490965,1297746146 

DATE,TIME,dbc_max_pct_CURRENT,dbc_max_pct_USAGE,maxdsiz_CURRENT,maxdsiz_USAGE,

maxdsiz_64bit_CURRENT,maxdsiz_64bit_USAGE 

2011/02/12,14:59:17,50,23,2063835136,53559296,2147483647,28454912 

2011/02/12,15:09:25,50,23,2063835136,53559296,2147483647,28454912 

2011/02/12,15:19:25,50,23,2063835136,53559296,2147483647,28454912 

2011/02/12,15:29:26,50,23,2063835136,53559296,2147483647,28454912 
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 IA連携形式CSVファイル 

-l オプションを指定することで、統計情報ファイルのプロセス情報のデータが IA連携形式CSVファ 

イルに出力されます。出力が完了すると標準出力に「Info: Output Done.」と出力されます。 

 

   IA連携CSV形式のファイルの構成は以下のとおりです。 

 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル   ：”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_”pid”.csv 

注) “pid”はプロセス ID(数字) に変換されます。 

 

-f オプションにプロセス名を指定することで、出力するプロセスを指定することができます。同時に-p

オプションで pid 指定することでプロセス名と pid が一致するプロセスの情報のみ出力することが可能で

す。 

また、–l オプションにファイル名を絶対パスで指定することにより、ファイルの出力先を変更する 

ことが可能です。その場合、”コマンド実行日付時間”、”ホスト名” は付与されず、指定したファイル名が

そのまま出力されます。 

ただし、-l オプションで指定したファイル名に拡張子 (.csv) がない場合は指定ファイル名末尾に拡張子 

(.csv)が付与され、プロセス情報を出力する場合は、指定ファイル名末尾に”pid”が付与されます。 

※ “pid”部分は、プロセス IDの数字となります。 

指定したプロセス名が複数存在した場合、pidごとに別ファイルに情報の出力を行います。 

指定したプロセス情報が以下の条件のどちらかに当てはまる場合、別プロセスとみなし、別ファイルに出

力します。その際ファイル名末尾には数字が付与されます。 

 １．採取情報が6回(デフォルト30分)、欠測している場合 

 ２．CPU使用時間が減少した場合 

 

-s オプションを指定している場合は、システム情報のデータのみ IA連携形式CSVファイルに出力され

ます。 

その場合のファイル名は以下のようになります。 

ファイル   ：”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_system .csv 

-c オプションを指定している場合は、CPU個別情報のデータのみ IA連携形式CSV ファイルに出力 

されます。 

その場合のファイル名は以下のようになります。 

ファイル   ：”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_cpu .csv 

-v オプションを指定している場合は、カーネルパラメータ情報のデータのみ IA 連携形式CSV ファイ

ルに出力されます。 

その場合のファイル名は以下のようになります。 

ファイル   ：”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_kcparam .csv 
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IA連携形式CSV ファイルのフォーマットは以下のとおりです。 

 

プロセス情報の場合(”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_”pid” .csv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は出力例です。( 20110308195907 _Host1_22044.csv ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,[ホスト名]:UNAME, [ホスト名]:PID, [ホスト名]:PPID, [ホスト名]:PGID, [ホスト名]:STATUS, 

[ホスト名]:MEMORY, [ホスト名]:FILE, [ホスト名]:LOCKF,[ホスト名]:%FILE, [ホスト名]:%CPU, 

[ホスト名]:%CPU/CPU数, [ホスト名]:CPUTIME, [ホスト名]:PNUM, [ホスト名]:THREAD, [ホスト

名]:%THREAD, [ホスト名]:COMMAND 

[情報取得日付・時間], [ユーザ名] , [プロセス ID] , [親プロセス ID] , [プロセスグループ

ID] , [プロセスステータス] , [メモリ使用量] , [オープンファイル数] , [ロックファイル数] , 

[オープンファイル数上限に対する割合] , [CPU使用率] , [1CPUに対する CPU使用率] , [プロ

セス実行時間] , [プロセスの多重度] , [スレッド数] , [スレッド数上限に対する割合] , [プ

ロセス名] 

 

,Host1:UNAME,Host1:PID,Host1:PPID,Host1:PGID,Host1:STATUS,Host1:MEMORY,Host1:FILE

,Host1:LOCKF,Host1:%FILE,Host1:%CPU,Host1:%CPU2,Host1:CPUTIME,Host1:PNUM,Host1:TH

READ,Host1:%THREAD,Host1:COMMAND 

2011/02/26 

03:10:08,root,22044,1,3,SLEEP,200,1,0,0.02,0.00,0.00,1:08,1,1,0.04,/opt/HA/PSSM/b

in/pssmd 

2011/02/26 

03:15:10,root,22044,1,3,SLEEP,200,1,0,0.02,0.00,0.00,1:08,1,1,0.04,/opt/HA/PSSM/b

in/pssmd 

2011/02/26 

03:20:12,root,22044,1,3,SLEEP,200,1,0,0.02,0.00,0.00,1:08,1,1,0.04,/opt/HA/PSSM/b

in/pssmd 

2011/02/26 

03:25:14,root,22044,1,3,SLEEP,200,1,0,0.02,0.00,0.00,1:08,1,1,0.04,/opt/HA/PSSM/b

in/pssmd 

2011/02/26 

03:30:16,root,22044,1,3,SLEEP,200,1,0,0.02,0.00,0.00,1:08,1,1,0.04,/opt/HA/PSSM/b

in/pssmd 

2011/02/26 

03:35:17,root,22044,1,3,SLEEP,200,1,0,0.02,0.00,0.00,1:08,1,1,0.04,/opt/HA/PSSM/b

in/pssmd 
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システム情報の場合(”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_system .csv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は出力例です。(20110226200254_Host1_system.csv ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,[ホスト名]:PROCESS, [ホスト名]:PROCESSMAX, [ホスト名]:MEMORY, [ホスト名]:MEMORYMAX, [ホ

スト名]:FILE, [ホスト名]:FILEMAX, [ホスト名]:LOCKFILE, [ホスト名]:LOCKFILEMAX, [ホスト

名]:CPU, [ホスト名]:CPUMAX, [ホスト名]:CSWITCH, [ホスト名]:THREAD, [ホスト名]:THREADMAX, 

[ホスト名]:SWAP, [ホスト名]:SWAPRESERVE, [ホスト名]:SWAPMAX, [ホスト名]:UPROCNUM, [ホス

ト名]:UPROCMAX, [ホスト名]:UPROCMAX_USERNAME 

[情報取得日付・時間], [現在の総プロセス数] , [総プロセス数上限] , [現在の総メモリ量] , [総

メモリ量上限] , [現在の総オープンファイル数] , [総オープンファイル数上限] , [現在の総ロ

ックファイル数] , [総ロックファイル数上限] , [現在のCPU使用率] , [CPU使用率上限] ,[コ

ンテキストスイッチの回数] ,[現在の総スレッド数] , [総スレッド数上限], [現在の総スワップ

メモリ使用量] , [現在の総スワップメモリ予約量] , [総スワップメモリ量上限] , [現在のユー

ザごとの最大起動プロセス数] , [ユーザごとのプロセス起動数上限] , [最大起動プロセス数の

ユーザ名] 

 

,Host1:PROCESS,Host1:PROCESSMAX,Host1:MEMORY,Host1:MEMORYMAX,Host1:FILE,Host1:FIL

EMAX,Host1:LOCKFILE,Host1:LOCKFILEMAX,Host1:CPU,Host1:CPUMAX,Host1:CSWITHC,Host1:

THREAD,Host1:THREADMAX,Host1:SWAP,Host1:SWAPRESERVE,Host1:SWAPMAX,Host1:UPROCNUM,

Host1:UPROCMAX,Host1:UPROCMAX_USERNAME 

2011/02/26 

03:10:08,267,4200,1922,2032,1486,---,30,4096,6.70,200,3949145187,978,8410,1161564

,1136836,4194304,28,256,guest2 

2011/02/26 

03:15:10,267,4200,1924,2032,1476,---,30,4096,7.54,200,3949375747,966,8410,1161564

,1138728,4194304,28,256,guest2 

2011/02/26 

03:20:12,266,4200,1924,2032,1461,---,30,4096,8.28,200,3949607685,971,8410,1161564

,1138856,4194304,28,256,guest2 

2011/02/26 

03:25:14,264,4200,1924,2032,1462,---,30,4096,8.93,200,3949839065,968,8410,1161564

,1137688,4194304,28,256,guest2 

2011/02/26 

03:30:16,264,4200,1926,2032,1476,---,30,4096,9.42,200,3950070623,972,8410,1161564

,1141708,4194304,28,256,guest2 

2011/02/26 

03:35:17,265,4200,1924,2032,1451,---,30,4096,9.37,200,3950299234,969,8410,1161564

,1137036,4194304,28,256,guest2 
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CPU個別情報の場合(”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_cpu .csv) 

 

 

 

 

 

 

 

※計測環境の搭載CPU個数分だけ、CPU情報の列を増やして出力します。 

以下にCPU個数が２個の場合の出力例を記載しています。 

 

以下は出力例です。(20110117200357_Host1_cpu.csv ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,Host1:CPUID_0,Host1:RUNQ_1MIN_0,Host1:RUNQ_5MIN_0,Host1:RUNQ_15MIN_0,Host1:SY

SCALL_0,Host1:CPUID_1,Host1:RUNQ_1MIN_1,Host1:RUNQ_5MIN_1,Host1:RUNQ_15MIN_1,H

ost1:SYSCALL_1 

2011/01/17 

16:00:54,0,0.1849,0.1331,0.1239,2697222,1,0.1824,0.1319,0.1234,2617909 

2011/01/17 

16:05:56,0,0.1758,0.1344,0.1248,2698861,1,0.1763,0.1353,0.1253,2619564 

2011/01/17 

16:10:58,0,0.1428,0.1261,0.1226,2700449,1,0.1448,0.1279,0.1236,2621095 

2011/01/17 

16:16:00,0,0.1693,0.1351,0.1255,2702240,1,0.1732,0.1379,0.1272,2622665 

2011/01/17 

16:21:02,0,0.1464,0.1257,0.1223,2703961,1,0.1491,0.1283,0.1242,2624123 

2011/01/17 

16:26:04,0,0.1817,0.1329,0.1239,2705697,1,0.1713,0.1322,0.1249,2625739 

2011/01/17 

16:31:06,0,0.1466,0.1251,0.1214,2707249,1,0.1427,0.1228,0.1211,2627346 

2011/01/17  

,CPUID, [ホスト名]: RUNQ_1MIN_[CPUNo], [ホスト名]: RUNQ_5MIN_[CPUNo], [ホスト名]: 

RUNQ_15MIN_[CPUNo], [ホスト名]: SYSTEMCALL_[CPUNo] 

[情報取得日付・時間], [採取時点から過去 1 分間の平均の run queue の長さ] , [採取

時点から過去 5分間の平均の run queue の長さ] , [採取時点から過去 15分間の平均の

run queue の長さ] , [exec()システムコールの回数] ,  
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カーネルパラメータ情報の場合(”コマンド実行日付時刻”_”ホスト名”_kcparam .csv) 

 

 

 

 

 

 

 

以下は出力例です。(20110224200507_Host1_kcparam.csv ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：上記はmaxdsiz について出力した例です。 

, [ホスト名]: [カーネルパラメータ名]_CURRENT, [ホスト名]: [カーネルパラメータ

名]_USAGE, [ホスト名]: [カーネルパラメータ名]_CURRENT, [ホスト名]: [カーネルパラ

メータ名]_USAGE, … 

[情報取得日付・時間], [現在の設定値], [現在の使用量] ], [現在の設定値], [現在の

使用量], … 

 

,manbo:maxdsiz_CURRENT,manbo:maxdsiz_USAGE 

2011/02/24,08:40:18,1073741824,37593088 

2011/02/24,08:50:18,1073741824,37593088 

2011/02/24,09:00:29,1073741824,37593088 

2011/02/24,09:10:29,1073741824,37593088 

2011/02/24,09:20:29,1073741824,37593088 

2011/02/24,09:30:29,1073741824,37593088 

2011/02/24,09:40:29,1073741824,37593088 

2011/02/24,09:50:29,1073741824,37593088 

2011/02/24,10:00:40,1073741824,37593088 

2011/02/24,10:10:40,1073741824,37593088 

2011/02/24,10:20:40,1073741824,37593088 

2011/02/24,10:30:40,1073741824,37593088 

2011/02/24,10:40:40,1073741824,37593088 
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４ 用途に応じた使用方法 

 

pssmview のオプションは用途に応じて指定してください。本章ではプロセス情報について知りたい場合、シ

ステム情報について知りたい場合、CPU 個別情報について知りたい場合、カーネルパラメータ情報について知

りたい場合、CSV形式のファイル、IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合についての用途を示します。 

各オプションの詳細については、「 ７章 リファレンス」を参照してください。 

また、事前に対象の統計情報ファイルを HA/SystemResourceMonitor (pssmd) で使用していないディレクト

リ（※1）配下へコピーし、-i オプションでコピーしたファイル名を絶対パスで指定してください。（以下例では、

すべて/tmp/Symdata 配下にコピーしたファイルを指定することとします。） 

※1 SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」 

で指定したディレクトリ以外のディレクトリ 

-uオプション、または -o オプションを使用しない場合は、以下に解析結果ファイル、もしくはカーネルパラ

メータ統計情報ファイルが作成されます。 

結果は以下の解析結果ファイル、もしくはカーネルパラメータ統計情報ファイルで確認してください。 

 

 

＜解析結果ファイル＞ 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル   ：pssmview.dat 

 

＜カーネルパラメータ統計情報ファイル＞ 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル   ：pssmkcview.dat 

      

解析結果ファイルは1世代バックアップ（pssmview.dat.bak）されます。 

カーネルパラメータ統計情報ファイルも同様に一世代バックアップ(pssmkcview.dat.bak) されます。 

バックアップファイルはpssmview 実行時に更新されるため、更新ごとに前回のファイル内容は削除されま

す。 
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４．１ プロセス情報について 

・ 特定のプロセス情報を特定の期間で知りたい場合 

 

例）init プロセスの情報を 2008年4月1日 から 2008年4月28日まで知りたい 

  指定オプション：-n（プロセス名）、-d（期間） 

     

 

 

 

・ 特定のプロセス情報を特定の期間で知りたい場合（時刻指定を含む） 

例）init プロセスの情報を 2008年4月1日 9時 から 2008年4月28日 21時まで知りたい 

  指定オプション：-n（プロセス名）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

・ 特定のプロセス情報を特定の期間で知りたい場合（時刻指定を含む） 

例）init プロセスの情報を 2008年4月1日 9時以降を知りたい 

  指定オプション：-n（プロセス名）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

・ 特定のプロセス情報を特定の期間で知りたい場合（時刻指定を含む） 

例）init プロセスの情報を 2008年4月1日の 9時から21時まで知りたい 

  指定オプション：-n（プロセス名）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

・ 特定 PID を持つプロセス情報を特定のファイル内で知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat と /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 のファイル内のプロセス ID 300  

    と305 の情報を知りたい 

 指定オプション：-p（プロセス ID）、-i（対象ファイル） 

 

 

 

 

 

・ プロセス名の一部が異なるプロセスが多数動作しておりその全ての情報を知りたい場合 

例）abc が含まれるプロセス全ての情報が知りたい 

  （実際に動作しているプロセス：abc_1,abc_2,abc_3,abc_4,abc_5） 

  指定オプション：-k（プロセス名に含まれる文字列） 

 

 

   

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -n init -d 2008/04/01:2008/04/28 -i  

/tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -k abc -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -p 300 305 -i /tmp/Symdata/psmonito.dat.save1  

/tmp/Symdata/psmonitor.dat  

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -n init -d 2008/04/01:2008/04/28 -t 090000:210000 

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -n init -d 2008/04/01 -t 090000 

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -n init -d 2008/04/01:2008/04/01 -t 090000:210000 

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 
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・ プロセス名の一部が異なるプロセスが多数動作しておりその全ての情報を指定した解析結果ファイルへ出力

させたい場合 

例）abc が含まれるプロセス全ての情報を/tmp/pssmview.dat に出力させたい 

  （実際に動作しているプロセス：abc_1,abc_2,abc_3,abc_4,abc_5） 

  指定オプション：-k（プロセス名に含まれる文字列）、-u （解析結果ファイル） 

 

 

 

 

・ 異常があるプロセス情報を知りたい場合 

例）異常があるプロセス情報のみ知りたい 

    指定オプション：-e（異常があるプロセス） 

 

 

 

・ 異常があるプロセス情報と特定のプロセス情報を知りたい場合 

例）異常があるプロセス情報と init プロセス情報について知りたい 

  指定オプション：-e（異常があるプロセス）、-n（プロセス名） 

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -e -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -e -n init -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -k abc -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

-u /tmp/pssmview.dat 
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４．２ システム情報について 

・ 特定のファイル内の特定期間のシステム情報が知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 と /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2のファイル内の  

2008年4月1日 1日分のシステム情報が知りたい 

指定オプション：-s（システム情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間） 

     

 

 

 

 

・ 特定のファイル内の特定期間のシステム情報が知りたい場合（時刻指定を含む） 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 と /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2のファイル内の  

2008年4月1日 9時30分 から 21時30分の間のシステム情報が知りたい 

指定オプション：-s（システム情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

 

・ 特定のファイル内のある日時以降のシステム情報が知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 ファイル内の 2008年4月1日 9時以降の 

システム情報が知りたい 

指定オプション：-s（システム情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻） 

 

 

 

 

・ 特定のファイル内のある日時以降のシステム情報を指定した解析結果ファイルへ出力させたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 ファイル内の 2008年4月1日 9時以降の 

システム情報を/tmp/pssmview.dat へ出力させたい 

指定オプション：-s（システム情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻）、 

-u（解析結果ファイル） 

 

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 -d 2008/04/01:2008/04/01  

–d 2008/04/01:2008/04/01 > /tmp/data6 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 -d 2008/04/01 -t 090000  

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 -d 2008/04/01:2008/04/01 -t 093000:213000 

  

–d 2008/04/01:2008/04/01 > /tmp/data6 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 -d 2008/04/01 -t 090000 -u /tmp/pssmview.dat 
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４．３ CPU 個別情報について 

・ 特定のファイル内の特定期間のCPU個別情報が知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 と /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2のファイル内の  

2008年4月1日 1日分のCPU個別情報が知りたい 

指定オプション：-c（CPU 個別情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間） 

     

 

 

 

 

・ 特定のファイル内の特定期間のCPU個別情報が知りたい場合（時刻指定を含む） 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 と /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2のファイル内の  

2008年4月1日 9時30分 から 21時30分の間のCPU個別情報が知りたい 

指定オプション：-c（CPU 個別情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

 

・ 特定のファイル内のある日時以降のCPU個別情報が知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 ファイル内の 2008年4月1日 9時以降の 

CPU個別情報が知りたい 

指定オプション：-c（CPU 個別情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻） 

 

 

 

# /opt/HA/PSSM/bin/pssmview -c -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 -d 2008/04/01:2008/04/01  

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -c -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 -d 2008/04/01:2008/04/01 -t 093000:213000 

  

–d 2008/04/01:2008/04/01 > /tmp/data6 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -c -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 -d 2008/04/01 -t 090000 
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４．４ カーネルパラメータ情報について 

・ 特定のファイル内の特定期間のカーネルパラメータ情報が知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csvファイル内の2010年4月1日 1日分の 

CPU個別情報が知りたい 

指定オプション：-v（カーネルパラメータ 個別情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間） 

     

 

 

 

 

・ 特定のファイル内の特定期間のカーネルパラメータ個別情報が知りたい場合（時刻指定を含む） 

例）/tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csvファイル内の2010年4月1日 9時30分 から  

21時30分の間のカーネルパラメータ情報が知りたい 

指定オプション：-v（カーネルパラメータ情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

 

・ 特定のファイル内のある日時以降のカーネルパラメータ情報が知りたい場合 

例）/tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csvファイル内の 2010年4月1日 9時以降の 

カーネルパラメータ情報が知りたい 

指定オプション：-v（カーネルパラメータ情報）、-i（対象ファイル）、-d（期間）、-t（時刻） 

 

 

 

 

# /opt/HA/PSSM/bin/pssmview -v –i /tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csv 

-d 2010/04/01:2010/04/01  

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -v -i /tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csv 

 -d 2010/04/01:2010/04/01 -t 093000:213000 

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -v -i /tmp/Symdata/ pssmkcmonitor.csv 

 -d 2010/04/01 -t 090000 
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４．５ CSV 形式のファイルへ出力 

・ プロセス情報を特定の期間でCSV形式のファイルに出力させたい場合 

例）2008年4月1日 から 2008年4月7日 （一週間分）の init と syslogdプロセスの情報を 

CSV 形式のファイルに出力させたい 

指定オプション：-o（CSV出力）、-n（プロセス名）、-d（期間） 

   

 

 

 

・ 特定のプロセス情報のみCSV 形式のファイルに出力させたい場合 

例）プロセス ID 5、6、7の情報のみCSV形式のファイルに出力させたい 

  指定オプション：-o（CSV出力）、-p（プロセス ID） 

 

 

 

・ 特定のファイル内のシステム情報を CSV 形式のファイルに出力させたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 ファイル内のシステム情報をCSV形式のファイルに 

出力させたい 

    指定オプション：-o（CSV出力）、-s（システム情報）、-i（対象ファイル） 

 

 

 

・ システム情報を特定の期間でCSV形式のファイルに出力させたい場合（時刻指定を含む） 

例）2008年4月1日 9時 から 2008年4月28日 21時まで知りたい 

  指定オプション：-o（CSV出力）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

 

・ システム情報をCSV形式のファイルに出力させたい場合 

例）/SystemData/2009/0102 配下に psmonitor.csv という名前で出力させたい 

  指定オプション：-o（CSV出力）、-s（システム情報） 

     

 

 

 

・ CPU個別情報をCSV形式のファイルに出力させたい場合 

例）/SystemData/2009/0102 配下に psmonitor.csv という名前で出力させたい 

  指定オプション：-o（CSV出力）、-c（CPU 個別情報） 

     

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -o -n init syslogd –d 2008/04/01:2008/04/07  

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -o -p 5 6 7 -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -o -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -d 2008/04/01:2008/04/28 -t 090000:210000 -s 

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat -o 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

-o /SystemData/2009/0102/psmonitor.csv 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -c -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

-o /SystemData/2009/0102/psmonitor.csv 
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・ カーネルパラメータ情報を特定の期間でCSV形式のファイルに出力させたい場合 

例）2008年4月1日 から 2008年4月7日 （一週間分）のカーネルパラメータ情報を 

CSV 形式のファイルに出力させたい 

指定オプション：-o（CSV出力）、-v（カーネルパラメータ情報）、-d（期間） 

   

 

 

 

・ 特定のカーネルパラメータ情報のみCSV 形式のファイルに出力させたい場合 

例）カーネルパラメータ名 nproc, maxuproc の情報のみCSV形式ファイルに出力させたい 

  指定オプション：-o（CSV出力）、-v（カーネルパラメータ情報）-n (カーネルパラメータ名) 

 

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -o -v -d 2008/04/01:2008/04/07 

-i /tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csv 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -o -v -n nproc maxuproc 

-i /tmp/Symdata/pssmkcmonitor.csv  
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４．６ IA連携形式CSV ファイルへ出力 

・ プロセス情報を特定の期間で IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）2010年4月1日 から 2010年4月7日 （一週間分）の init と syslogdプロセスの情報を 

CSV 形式のファイルに出力させたい 

指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-n（プロセス名）、-d（期間） 

   

 

 

 

・ 特定のプロセス情報のみ IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）プロセス名が syslogdであり、プロセス IDが 5 の情報のみ IA連携形式CSVファイル 

に出力させたい 

  指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-p（プロセス ID）、-f（プロセス名） 

 

 

 

・ 特定のファイル内のシステム情報を IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）/tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 ファイル内のシステム情報を IA連携形式CSVファイルに 

出力させたい 

    指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-s（システム情報）、-i（対象ファイル） 

 

 

 

・ システム情報を特定の期間で IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合（時刻指定を含む） 

例）2010年4月1日 9時 から 2010年4月28日 21時まで知りたい 

  指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-d（期間）、-t（時刻） 

     

 

 

 

・ システム情報を IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）/SystemData/2010/0102 配下に psmonitor.csv という名前で出力させたい 

  指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-s（システム情報） 

     

 

 

 

・ CPU個別情報を IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）/SystemData/2010/0102 配下に psmonitor.csv という名前で出力させたい 

  指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-c（CPU 個別情報） 

     

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -o -n init syslogd -d 2010/04/01:2010/04/07  

-l /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -l -f syslogd -p 5 -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -l -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save2 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -d 2010/04/01:2010/04/28 -t 090000:210000 -s 

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat -l 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -s -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

-l /SystemData/2010/0102/psmonitor.csv 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -c -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat  

-l /SystemData/2009/0102/psmonitor.csv 
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・ カーネルパラメータ情報を特定の期間で IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）2010年4月1日 から 2010年4月7日 （一週間分）の カーネルパラメータ情報を 

IA連携形式CSV ファイルに出力させたい 

指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-v（カーネルパラメータ情報）、-d（期間） 

   

 

 

 

・ 特定のカーネルパラメータ情報のみ IA連携形式CSVファイルに出力させたい場合 

例）カーネルパラメータ名 nprocの情報のみ IA連携形式CSVファイルに出力させたい 

  指定オプション：-l（IA連携形式CSV出力）、-v (カーネルパラメータ情報)、 

-f（カーネルパラメータ名） 

 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -l -v -d 2010/04/01:2010/04/07  

-i /tmp/Symdata/psmonitor.dat 

 

#/opt/HA/PSSM/bin/pssmview -l -v -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat -f nproc 
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５ エラーメッセージ一覧 

 

出力メッセージ 説明 

Error: calloc() failed. 内部エラーが発生しました。 

Error: lock check failed(ファイル名). invalid fileno. ロックに失敗しました。fileno が不正です。 

Error: lock check failed(ファイル名). ロックチェックに失敗しました。 

Error: lock check failed(ファイル名). return:xx ロックチェックに失敗しました。 

Error: lock get failed(ファイル名). invalid fileno. ロック取得に失敗しました。 

Error: lock get failed(ファイル名). ロック取得に失敗しました。 

Error: lock get failed(xxx). return:xx. ロック取得に失敗しました。 

Error: Time out file(xxx) lock.(pid=xx) ロック取得に失敗しました。 

Error: string is too long. -dオプションで指定した日付の文字列が長過ぎます。 

-d YYYY/MM/DD:YYYY/MM/DD の形式で指定してくだ

さい。 

Error: invalid format: not found year. -d オプションで指定した年が不正です。 

年は数値のみで指定してください。 

Error: invalid value :year. -d オプションで指定した年が不正です。 

年は1970 ～2037 年の間で指定してください。 

Error: invalid format. [Format = YYYY/MM/DD] -d オプションで指定した年・月・日のフォーマットが不

正です。年は4桁、月日は各2桁で指定してください。 

例）2007 年 2 月 5 日を指定する場合 

  2007/02/05 

Error: invalid format: not found month. -d オプションで指定した月が不正です。 

月は数値のみで指定してください。 

Error: invalid value :month. -d オプションで指定した月が不正です。 

月は 01 ～ 12 の間で指定してください。 

Error: invalid format: not found day. -d オプションで指定した日が不正です。 

日は数値のみで指定してください。 

Error: invalid value :day. -d オプションで指定した日が不正です。 

日は01～31で指定してください。 

Error: format error. -d オプションで指定した年・月・日か-tオプションで指定

した時・分・秒のフォーマットが不正です。 

-d YYYY/MM/DD:YYYY/MMDD -t hhmmss:hhmmss の形

式で指定してください。 

Error: invalid format: not found hour. -t オプションで指定した時刻（時）が不正です。 

時刻（時）は数値のみで指定してください。 

Error: invalid value :hour. -t オプションで指定した時刻（時）が不正です。 

時刻（時）は00～23で指定してください。 

Error: invalid format: not found minute. -t オプションで指定した時刻（分）が不正です。 

時刻（分）は数値のみで指定してください。 

Error: invalid value :minute. -t オプションで指定した時刻（分）が不正です。 

時刻（分）は00～59で指定してください。 

Error: invalid format: not found second. -t オプションで指定した時刻（秒）が不正です。 

時刻（秒）は数値のみで指定してください。 

Error: invalid value :second. -t オプションで指定した時刻（秒）が不正です。 

時刻（秒）は00～59で指定してください。 

Error: mktime() failed. 内部エラーが発生しました。 

Error: no exist file(ファイル名). -iオプションで指定したファイルが存在しません。存在す

るファイル名を指定してください。 
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出力メッセージ 説明 

Error: file open failed(ファイル名). ファイルのオープンに失敗しました。 

SG ファイルか -i オプションで指定したファイルが不正

な可能性があります。 

Error: invalid file format. (HOST) ファイルのフォーマットが不正です。ファイルのデータが

不正または壊れている可能性があります。 

Error: invalid file format. (DATE) ファイルのフォーマットが不正です。ファイルのデータが

不正または壊れている可能性があります。 

Error: invalid file format. (TICKTIME) ファイルのフォーマットが不正です。ファイルのデータが

不正または壊れている可能性があります。 

Error: invalid file format. (CPUNUM) ファイルのフォーマットが不正です。ファイルのデータが

不正または壊れている可能性があります。 

Error: argument is insufficient. 指定したオプションの引数に不正な形式があります。各オ

プションに正しい引数が指定されているか確認してくだ

さい。 

Error: invalid argument. 指定したオプションに不正なオプションがあります。存在

しないオプションを指定していないか確認してください。 

Error: -i option use twice. -iオプションが2回以上指定されています。 

Error: -p option use twice. -pオプションが2回以上指定されています。 

Error: -n option use twice. -nオプションが2回以上指定されています。 

Error: -k option use twice. -kオプションが2回以上指定されています。 

Error: -e option use twice. -eオプションが2回以上指定されています。 

Error: -d option use twice. -dオプションが2回以上指定されています。 

Error: -o option use twice. -oオプションが2回以上指定されています。 

Error: -s option use twice. -sオプションが2回以上指定されています。 

Error: -t option use twice. -tオプションが2回以上指定されています。 

Error: -u option use twice. -uオプションが2回以上指定されています。 

Error: -c option use twice. -c オプションが 2回以上指定されています。 

Error: -l option use twice. -lオプションが2回以上指定されています。 

Error: -v option use twice. -vオプションが2回以上指定されています。 

Error:cannot use the -u and -o options together. -u オプションと-o オプションが同時に指定されていま

す。同時に指定することはできませんので、必要なオプシ

ョンのみ指定してください。 

Error: -c option can not set with -s option. -c オプションと-sオプションが同時に指定されています。

同時に指定することはできませんので、必要なオプション

のみ指定してください。 

Error: -c option can not set with -e option. -c オプションと-e オプションが同時に指定されていま

す。同時に指定することはできませんので、必要なオプシ

ョンのみ指定してください。 

Error: -i option is not specified. -i オプションが指定されていません。 

-i オプションでのファイル指定は必須です。 

Error: set input file too large. [limit xxx files] -i オプションで指定した input_file の数が xxx 個より多

く指定されています。xxx 個以下のファイルを指定してく

ださい。 

Error: file name too long. -iオプション、または -oオプション、または -uオプショ

ンで指定したファイル名が長過ぎます。 

1023 文字以内のファイル名を絶対パスで指定してくださ

い。 

Error: directory name is too long. -i オプションで指定したファイルのディレクトリ名が長

過ぎます。 

ディレクトリ名の長さは512文字以内にしてください。 
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出力メッセージ 説明 

Error: input file not found.（ファイル名） -iオプションで指定したファイルが存在しません。 

存在するファイル名を input_fileに指定してください。 

Error: input file path is invalid. -i オプションで指定したファイルパスが不正です。 

正しいファイル名を絶対パスで指定してください。 

Error: the file in the directory specified for 

OUTPUT_DATA_FILE_PATH of SG cannot use. (ファイ

ル名) 

-i オプションで指定したファイルがあるディレクトリと

HA/SystemResourceMonitor(pssmd)が使用しているディ

レクトリ(pssm.conf の OUTPUT_DATA_FILE_PATH に

指定されているディレクトリ)が同じです。違うディレク

トリ配下へファイルをコピーし、コピーしたファイル名を

絶対パスで指定してください。 

Error: input file empty. -iオプションで指定した input_fileが空です。 

空ファイルは指定できません。 

Error: invalid input file name. -i オプションで指定した input_file のファイル名が不正で

す。 

正しいファイル名を input_fileに指定してください。 

ファイル名は XXX XXX.save1 XXX.save2 の形式にして

ください。(XXXは任意の文字列) 

Error: malloc failed. メモリ確保に失敗しました。 

Error: set pid limit over. [limit xxx pids] -pオプションで指定したpidにxxx 個より多くのpidが指

定されています。 

xxx 個以下のpidを指定してください。 

Error: this pid is not numeric. -pオプションで指定したpidに数値以外の値が指定されて

います。pidは数値で指定してください。 

pid value is limit over. -p オプションで指定した pid の値が不正です。値を見直

してください。 

Error: set pname limit over. [limit xxx pnames] -n オプションで指定した pname に xxx 個より多くの

pnameが指定されています。xxx 個以下のpnameを指定

してください。 

Error: set keyword limit over. [limit xxx keywords] -k オプションで指定した keyword に xxx 個より多くの

keywordが指定されています。xxx個以下のkeywordを指

定してください。 

Error: invalid date format. -dオプションで指定した日付のフォーマットが不正です。

-d YYYY/MM/DD:YYYY/MM/DD の形式で指定してくだ

さい。 

Error: invalid date format. ':' appear twice. -dオプションで指定した日付のフォーマットが不正です。

':'が2回以上指定されています。 

-d YYYY/MM/DD:YYYY/MM/DDの形式で指定してくださ

い。 

Error: end time must be later than start time. -dオプション（-tオプション）の終了日に開始日より前の

日付(日時)が指定されています。終了日は開始日以降で指

定してください。 

Error: invalid time format. -tオプションで指定したフォーマットが不正です。 

-t hhmmss:hhmmss の形式で指定してください。 

Error: invalid time format. ':' appear twice. -t オプションで指定したフォーマットが不正です。 

':'が2回以上指定されています。 

-t hhmmss:hhmmss の形式で指定してください。 

Error: specified file path is not exist. -o オプションまたは、-u オプションで指定したファイル

のディレクトリが存在しません。 

正しいファイル名を絶対パスで指定してください。 
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出力メッセージ 説明 

Error: specified file path is invalid -o オプションまたは、-u オプションで指定したファイル

パスが不正です。 

正しいファイル名を絶対パスで指定してください。 

Error: when specifying -t option, -d option must be 
specified,too. 

-t オプション指定時は -d オプションも指定してくださ

い。 

Error: when specifying -l,p option, -f option must be 
specifying,too 

-l オプション、-pオプション指定時は-f オプションも指定

してください。 

Error: cannot use the -l and -n options together. -l オプションと-nオプションが同時に指定されています。

同時に指定することはできませんので、必要なオプション

のみ指定してください。 

Error: cannot use the -l and -k options together. -l オプションと-kオプションが同時に指定されています。

同時に指定することはできませんので、必要なオプション

のみ指定してください。 

Error: cannot use the -l and -e options together. -l オプションと-eオプションが同時に指定されています。

同時に指定することはできませんので、必要なオプション

のみ指定してください。 

Error: cannot use the -l and -u options together. -l オプションと-uオプションが同時に指定されています。

同時に指定することはできませんので、必要なオプション

のみ指定してください。 

Error: cannot use the -l and -o options together. -l オプションと-oオプションが同時に指定されています。

同時に指定することはできませんので、必要なオプション

のみ指定してください。 

Error: this threshold is not numeric. -v オプションで指定した閾値に数値以外の値が指定され

ています。閾値は数値で指定してください。 

threshold value is limit over. -v オプションで指定した 閾値 の値が不正です。値を見

直してください。 

Error: set kernelparameter limit over. [limit xxxparameters] -n オプションで指定したカーネルパラメータにxxx個よ

り多くのカーネルパラメータが指定されています。xxx 個

以下のカーネルパラメータを指定してください。 

Error: invalid start date format. -t オプション指定時は-dオプションも指定してください。 

例）2009年3月2日10時から11時までを指定する場合
-d 2009/03/02:2009/03/02 -t 10000:11000 

Error: host name is different. -iオプションに指定されたファイルのホスト名が異なって

います。指定するファイルは、同じホスト名で取得したデ

ータでなければいけません。 

Error: index string set failed（ret=xxx）.yyy 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Error: invalid file format(ret=xxx, data=yyy). zzz 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Error: invalid data(xxx). yyy 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Error: index string get failed(ret=xx). 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

No file exist（ファイル名）. 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 
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出力メッセージ 説明 

Error: cannot create analysis results file（ファイル名） , 

please try again. 

内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

file format error( psanalyzer.dat ) 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Error: invalid SG file XXX SGファイルが不正です。 

SG ファイルの XXX パラメータに指定している値を見直

してください。 

Error: OUTPUT_DATA_FILE_PATH (パス) is too long. SG ファイルの OUTPUT_DATA_FILE_PATH に指定して

いるディレクトリ名が長過ぎます。 

Error: invalid SG file (ファイル名) format. SGファイルのフォーマットが不正です。 

SGファイルの各パラメータを見直してください。 

Error: fork() failed. 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

waitpid() failed. 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Error: execl() failed. 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Error: atexit() failed. 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Info: none of analyze data file. 内部エラーが発生しました。 

再度コマンドを実行してください。 

Info: there is no statistical information at the specified time.  指定された日付時刻の統計情報はありません。 

Info: Output Done. CSV 形式のファイルを作成しました。 
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６ 注意・制限事項について 

 

・ 本コマンドを同時に複数実行しないでください。 

・ 本コマンドは、HA/SystemResourceMonitor の統計情報ファイル、カーネルパラメータ統計情報ファイルに

のみ対応しております。 

・ 解析対象の統計情報ファイルは、HA/SystemResourceMonitor （pssmd）で使用していないディレクトリ配

下へコピーし、-i オプションでコピーしたファイル名を絶対パスで指定するようにしてください。 

・ 解析結果ファイル出力や、CSV形式のファイル出力で時間がかかる場合、動作が停止したように見えますが

問題ありませんので処理が終わるまでお待ちください。 

・ 統計情報ファイルが不正フォーマットの場合は情報が正しく出力されない場合があります。 

・ -p, -f, -e オプション指定で一致したプロセスは、OR 条件で出力されます。 

・ -n, -k, -e オプション指定で一致したプロセスは、OR 条件で出力されます。 

・ -f, -p オプションで一致したプロセスはAND条件で出力されます。 

・ -o オプションと -e オプションは同時に指定することができません。 

・ -o オプションと -u オプションは同時に指定することができません。 

・ -c オプションと -e オプションは同時に指定することができません。 

・ -c オプションと -s オプションは同時に指定することができません。 

・ -f オプションと -n, -k オプションは同時に指定することができません。 

・ -v オプションと -e , -u, -s, -c オプションは同時に指定することができません。 

・ -l オプションと同時指定できるのは、-s, -c, -f, -v, -p オプションのみです。 

ただし、-p オプションは -f オプションを同時指定する必要があります。 

・ -t オプションは、-dオプションと同時に指定してください。 

・ -k オプションで指定するキーワードは、”-“（ハイフン）から始まるキーワードを指定することができません。 

・ -n オプションで指定するプロセス名は、”-“（ハイフン）から始まるプロセス名を指定することができません。 

・ -i オプションのファイル名には、psmonitor.dat または psmonitor.dat.saveXX 以外のファイル名を指定する

ことはできません。 

・ -i オプションで複数ファイルを指定する場合は同一ディレクトリ内のファイルを指定する必要があります。 

・ -i オプションは必ず指定する必要があります。 

・ -d オプションで指定できる期間は1970年1月1日から2037年12月31日までです。それ以外の日付を 

指定することはできません。 

・ -t オプションで指定できる時刻は0時0分0秒から23時59分59秒までです。それ以外の時刻を指定する

ことはできません。 

・ -v オプションで指定できる範囲は 1% から 100% までです。それ以外の値を指定することはできません。 
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７ リファレンス 

 

名称 

 pssmview(1M) － HA/SystemResourceMonitor 統計情報編集コマンド 

 

構文 

 pssmview -i input_file [-p pid]  [-n pname] [-f pname] [-k keyword]  [-e] [-v]  

[-d sday:eday] [-ｔ stime:etime]  [-o output_file]  [-u result_file]  

[-l InvariantAnalyzer_file][-s] [-c] [-h] 

 

 

機能説明 

 pssmview は以下の機能を提供します。 

１． 統計情報ファイル（psmonitor.dat）を解析し、結果を解析結果ファイルへ出力します。 

           結果は、以下のファイルで確認します。 

 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル    ：pssmview.dat 

      

解析結果ファイルは1世代バックアップ（pssmview.dat.bak）します。バックアップファイル 

は pssmview 実行時に更新するので、更新ごとに前回のファイル内容は削除されます。 

 

２．カーネルパラメータ統計情報ファイル（pssmkcmonitor.csv）を整形、編集し、結果を 

カーネルパラメータ統計情報編集ファイルへ出力します。 

           結果は、以下のファイルで確認します。 

 

ディレクトリ：SG ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ 

「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で指定したディレクトリ 

  ファイル    ：pssmkcview.dat 

      

カーネルパラメータ統計情報編集ファイルは1世代バックアップ（pssmkcview.dat.bak）します。 

バックアップファイルは pssmview 実行時に更新するので、更新ごとに前回のファイル内容は 

削除されます。 

 

３． オプションで指定したキーワードにしたがい、一致するプロセスの統計情報を解析結果ファイルへ 

出力します。 

４． システムの統計情報を解析結果ファイルへ出力します。 

５． CPU 個別情報のみ解析結果ファイルへ出力します。 

６． カーネルパラメータ情報をファイルへ出力します。 

７． カーネルパラメータ使用値の閾値チェック結果をファイルへ出力します。 

８． CSV 形式でファイルを出力します。 

９． IA連携形式CSVファイルを出力します。 
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 -i input_file 読み込む統計情報ファイル名を絶対パスで指定します。 

                    複数指定することが可能です。 

   複数指定する場合は、半角スペースで区切ってください。 

(例) -i /tmp/Symdata/psmonitor.dat /tmp/Symdata/psmonitor.dat.save1 

 

 -p pid  指定されたプロセス ID（pid）に一致するプロセス情報のみ出力します。 

省略可能です。 

pid は複数指定することが可能です。 

複数指定する場合は、半角スペースで区切ってください。 

（例）-p 10 11 12 

 

-n pname   指定されたプロセス名、もしくはカーネルパラメータ名（pname）に先頭文字列が 

一致するプロセス情報のみ出力します。 

省略可能です。 

pname は複数指定することが可能です。（引数を対象に含める場合 ” ” (ダブルコーテ

ーション)で囲んでください） 

複数指定する場合は、半角スペースで区切ってください。 

（例）-n init  “syslogd -D” 

 

-f pname  指定されたプロセス名、もしくはカーネルパラメータ名（pname）に文字列が 

一致するプロセス情報のみ、もしくはカーネルパラメータ情報のみ出力します。 

省略可能です。 

-n, -kオプションとの併用はできません。 

引数を対象に含める場合 “ ”(ダブルコーテーション)で囲んでください。 

（例）-ｆ “syslogd -D” 

 

-k keyword  指定されたキーワード（keyword）をプロセス名、もしくはカーネルパラメータ名に 

含むプロセス情報、もしくはカーネルパラメータ情報のみ出力します。 

   省略可能です。 

   keyword は複数指定することが可能です。 

-fオプションとの併用はできません。 

複数指定する場合は、半角スペースで区切ってください。 

                           （例）-k abc sys 

 

-e  異常があるプロセス情報のみ出力します。 

-c,-l,-vオプションとの併用はできません。 

 

-v  カーネルパラメータ情報を出力します。 

引数を指定した場合、その引数でのカーネルパラメータ閾値チェックを行います。 

閾値を超えたカーネルパラメータ値がある場合、その値の左に“*”（アスタリスク）

が出力されます。 

-e, -u, -s, -cオプションとの併用はできません。 

（例）-v 20 
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-d sday:eday sday から eday までの情報を出力します。 

   省略可能です。省略時は、指定ファイルの全区間が対象となります。 

sday 及び、edayのフォーマットは、YYYY、YYYY/MM、YYYY/MM/DDのいずれか 

です。（YYYY：年、MM：月、DD：日） 

:eday は省略可能です。省略時は sday 指定時から最後までの情報を出力します。 

（例） 年指定 2007、月指定 2007/04、日指定 2007/05/09 

 

-t stime:etime -d オプションと同時に指定します。-d オプションに指定したsday のstime から 

edayの etime までの情報を出力します。 

   省略可能です。省略時は、指定ファイルの全時刻が対象となります。 

stime及び、etimeのフォーマットは、hhmmss を指定します。 

（hh：時、mm：分、ss：秒） 

-t オプション指定時の -d オプションの sday及び、eday のフォーマットは、 

YYYY/MM/DDを指定します。 

:etime は -d オプションの sday のみが指定されている場合に限り、省略可能です。省

略時は sday の stime で指定した時刻から最後までの情報を出力します。 

（例） -t 090000:210000、-d 2009/03/02 -t 090000 

 

-o output_file CSV 形式に出力するファイル名を絶対パスで指定します。 

省略可能です。-o output_file 省略時は、解析結果ファイルをSG ファイル 

（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」

で指定したディレクトリ配下に「pssmview.dat 」という名前で作成します。 

output_file のみ省略時は、CSV形式のファイルをSGファイル 

(/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf)のパラメータ「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」で 

指定したディレクトリ配下に「psmonitor.csv」という名前で作成します。 

-u,-lオプションとの併用はできません。 

（例） -o /tmp/psmonitor.csv 

 

-u result_file 解析結果ファイル名を絶対パスで指定します。 

省略可能です。省略時は、解析結果ファイルをSG ファイル 

（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」

で指定したディレクトリ配下に「pssmview.dat 」という名前で作成します。 

-o, -l, -vオプションとの併用はできません。 

（例） -u /tmp/pssmview.dat 
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-l InvariantAnalyzer_file 

IA連携形式CSVファイル名を絶対パスで指定します。 

省略可能です。省略時は、解析結果ファイルをSG ファイル 

（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のパラメータ「OUTPUT_DATA_FILE_PATH」

で指定したディレクトリ配下にファイルを作成します。 

（ファイル名は指定出力情報によって異なります。） 

-p,-n,-k,-e,-o,-uオプションとの併用はできませんが、-pオプションは-fオプションと併

用する場合に限り有効になります。 

（例） -l /tmp/psmonitor.csv 

 

-s  プロセス異常情報とシステム情報を出力します。 

-c,-vオプションとの併用はできません。 

省略可能です。 

 

-c  CPU 個別情報のみを出力します。 

-c,-vとの併用はできません。 

省略可能です。 

 

-h  Usageを表示します。 

他のオプションと同時に指定された場合、-hを優先します。 
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８ 付録 

８．１ エラー情報の出力例 

エラー情報に出力されるプロセス異常の例、およびシステム情報の例を以下に示します。 

 

１． プロセス情報の場合 

エラー情報に出力されるプロセス異常の種類に応じた出力例を以下に示します。 

 

・メモリリーク異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ファイルリーク異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スレッドリーク異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# MEMORY LEAK PROCESS # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID   MEMORY(KB)                                COUNT COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         3          47          460        1047          289  procA 

------------------------------------------------------------------------ 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# OPEN FILE LEAK PROCESS # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID   OPEN FILE                                COUNT COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         5          32          340         340         291 prcB 

------------------------------------------------------------------------ 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# THREAD LEAK # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID      THREAD                                COUNT COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         6           3          311          312        292  procC 

------------------------------------------------------------------------ 
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・オープンファイル数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スレッド数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プロセス多重度異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ゾンビプロセス（defunct）異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# FILE ( OVER COUNT ) # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID   OPEN FILE                                COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         8          47          400         477        procD 

------------------------------------------------------------------------ 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# THREAD ( OVER COUNT ) # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID      THREAD                                COMMAND 

                 START          END         MAX 

------------------------------------------------------------------------ 

         9          65          391         407        procE 

------------------------------------------------------------------------ 

 

### ERROR INFORMATION ### 

#  PNUM ( OVER COUNT ) # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID  OVER COUNT  COMMAND 

------------------------------------------------------------------------ 

      1406         200  procF 

------------------------------------------------------------------------ 

### ERROR INFORMATION ### 

#  ZOMBIE # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID  COMMAND 

------------------------------------------------------------------------ 

      1407  procG 

------------------------------------------------------------------------ 
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・高CPU使用率異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． システム異常の場合 

エラー情報に出力されるシステム異常の出力例を種類に応じて以下に示します。 

 

・プロセス数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・メモリ量上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オープンファイル数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

#  CPU ( OVER COUNT ) # 

------------------------------------------------------------------------ 

       PID  COMMAND 

------------------------------------------------------------------------ 

      1408   procH 

------------------------------------------------------------------------ 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                    VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

PROCESS             302  2008/04/11 00:00:28       1230        4200 

------------------------------------------------------------------------ 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                    VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

MEMORY(MB)         302  2008/04/11 00:00:28      1926       2032 

------------------------------------------------------------------------ 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                    VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

FILE            302  2008/04/11 00:00:28      45536      65536 

------------------------------------------------------------------------ 
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・ロックファイル数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・CPU使用率異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スレッド数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                    VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

LOCKFILE         302  2008/04/11 00:00:28       3001      4200 

------------------------------------------------------------------------ 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                    VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

CPU(%)          302  2008/04/11 00:00:28      190.12      200 

------------------------------------------------------------------------ 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                    VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

THREAD         328  2008/04/11 00:30:26        2529        8416 

------------------------------------------------------------------------ 
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・スワップメモリ量上限異常検出の出力例 

- スワップメモリ使用量のみで超えた場合：Use 

- スワップメモリ予約量のみで超えた場合：Reserve 

- スワップメモリ使用量とスワップメモリ予約量の合計値が超えた場合：Reserve+Use 

- スワップメモリ使用量、スワップメモリ予約量の両方が超えた場合：Reserve/Use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ユーザプロセス数上限異常検出の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                     VALUE     MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

SWAP(KB)(Use)    324  2008/04/11 00:25:46   212324/ 2400468  4194304 

------------------------------------------------------------------------ 

スワップメモリ使用量 / 

スワップメモリ予約量 

が出力される 

### ERROR INFORMATION ### 

# SYSTEM PARAMETER # 

------------------------------------------------------------------------ 

ERROR               COUNT  DATE                     VALUE    MAXVALUE 

------------------------------------------------------------------------ 

MAXUPROC            3951  2008/04/17 04:46:46         103       3780  guest1 

------------------------------------------------------------------------ 

プロセス起動数が最大のユーザ名 

Use        または 

Reserve    または 

Reserve+Use または 

Reserve/Use   が出力される 
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８．２ 収集情報（HISTORY）の出力例 

収集情報（HISTORY）に出力されるプロセス情報の例、およびシステム情報の例を以下に示します。 

 

１． プロセス情報の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． システム情報の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### HISTORY ### 

========================================================================================================= 

     UNAME    PID   PPID   PGID   STATUS MEMORY(KB)   FILE  LOCKF  %FILE   %CPU %CPU/2  CPUTIME   PNUM  

THREAD %THREAD COMMAND 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[3948] 2005/11/07 04:43:41 

      root      0      0      0    SLEEP         64      0      0   0.00   0.02   0.01      0:27      1   

     1   0.03 swapper 

      root      1      0      8  RUNNING        548      0      0   0.00   0.04   0.02      0:10      1 

 200000  90.07 init 

      root  27457      0      0    SLEEP         64      0      0   0.00   0.02   0.01      1:55      5  

 1   0.03 lvmdevd 

======================================================================================================== 

### HISTORY ### 

========================================================================================================= 

       PROCESS      MEMORY(MB)      FILE        LOCKFILE        CPU(%)        THREAD           

SWAP(KB)            MAXUPROC 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[3948] 2005/11/07 04:43:41 

           197/15000    1095/2032     1343/65048      14/4200   180.54/200       644/16000      

445796/4194304         5/256    (guest1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[3951] 2005/12/17 04:46:46 

           197/15000    1095/2032     1344/65048      14/4200     8.50/200       632/16000      

445796/4194304       245/256    (guest1) 

============================================================================================ 
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３． CPU個別情報の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． カーネルパラメータ情報の出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記は dbc_max_pct, maxdsiz, maxdsiz_64bit の3点について出力した例です。 

### HISTORY ### 

========================================================================================================= 

    CPUID      RUNQ_1MIN      RUNQ_5MIN      RUNQ_15MIN      SYSCALL      SUBINFO1    SUBINFO2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] 2009/06/11 17:48:06 

        0         0.0224         0.0237          0.0266       238852         23173       19922 

        1         0.0232         0.0244          0.0269       249255         26706       22940 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[2] 2009/06/11 17:53:06 

        0         0.0224         0.0240          0.0366       238862         23174       20922 

        1         0.0232         0.0254          0.0269       249255         26706       22940 

 

============================================================================================ 

### HISTORY ### 

========================================================================================================= 

    dbc_max_pct    maxdsiz    maxdsiz_64bit 

     CURRENT   USAGE     CURRENT   USAGE     CURRENT   USAGE 

========================================================================================================= 

2011/01/31 15:56:23 

    50   17    2063835136   53559296    2147483647   24276992 

2011/01/31 16:06:23 

    50   16    2063835136   53559296    2147483647   24276992 

2011/01/31 16:16:33 

    50   16    2063835136   53559296    2147483647   24276992 

2011/01/31 16:26:33 

    50   17    2063835136   53559296    2147483647   24276992 
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５． カーネルパラメータ閾値チェックの出力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記は dbc_max_pct について出力した例です。 

 

### HISTORY ### 

======================================================================================== 

    dbc_max_pct 

     CURRENT   USAGE 

======================================================================================== 

2011/01/31 15:56:23 

*   50   17 

2011/01/31 16:06:23 

*   50   16 

2011/01/31 16:16:33 

*   50   16 

2011/01/31 16:26:33 

*   50   17 
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