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はじめに

本書は、HA/SystemResourceMonitor (HP-UX版) におけるパラメータ一覧の概要に

ついて記載したパラメータシートです。本書を参考に、システムの構成に合ったパラ
メータ設計を行ってください。

本書をパラメータ設計以外の用途で無断で使用することはご遠慮ください。

本書は、以下のプラットホーム及び製品のバージョンを対象としております。

プラットホーム ： HP-UX 11i v3、11i v2

HA/SystemResourceMonitor ： HA/SystemResourceMonitor 4.2以降



5

対象ファイル一覧

基本機能

システム定義ファイル

• /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf

アクション定義ファイル

• /var/opt/HA/PSSM/conf/psaction.conf

拡張機能

拡張機能の動作を規定する定義ファイル

• /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/pssm_option.conf

ディスク容量監視の動作を規定する定義ファイル

• /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/disk/pssmdisk.conf

ディスク容量監視を行うマウントポイントおよび異常検出条件を規定する定義ファイル

• /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/disk/pssmdiskmonitor.conf

ネットワーク状態監視の動作を規定する定義ファイル

• /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/net/pssmnet.conf
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特記事項

本書「パラメータシート」に記載している「規定値」は、一般的なシステムに対して製品と
して定めている値です。インストール後に設定変更を行わなかった場合、本製品は「規
定値」で動作します。必要がある場合は、システム構成に応じて値を変更してください。

拡張機能は HA/SystemMonitor  3.1d以降のバージョンからサポートしています。

カーネルパラメータ情報収集機能は HA/SystemMonitor  3.1e以降のバージョンから

サポートしています。

本書は、以下のプラットホーム及び製品のバージョンを対象としております。

プラットホーム ： HP-UX 11i v3、11i v2

HA/SystemResourceMonitor ： HA/SystemResourceMonitor 4.2以降
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HA/SystemResourceMonitor
 

プロセスモデル（基本機能）

rcから起動

OS 起動時に
rcより

 

pssmd 起動

rcrc

統計情報収集
(psmonitor)

統計情報収集
(psmonitor)

統計情報解析
(psanalyzer)

統計情報解析
(psanalyzer)

SystemResourceMonitor
(pssmd)

SystemResourceMonitor
(pssmd)

アクション
(psaction)

アクション
(psaction)

CPU

メモリ etc

thread

file

OS

統計情報ファイル
(psmonitor.dat)

統計情報ファイル
(psmonitor.dat)

解析結果ファイル
(psanalyzer.dat)

解析結果ファイル
(psanalyzer.dat)

情報採取

書き込み

解析

読み込み
書き込み

読み込み

- 内部ログ出力
- syslog通知

etc…

実行

実行

異常検出時に
アクション実行

OS

Kernel

情報採取 カーネルパラメータ
情報収集

(pssmkcmonitor)

カーネルパラメータ
情報収集

(pssmkcmonitor)

実行

全カーネルパラメータ
詳細情報ファイル

(pssmkcmonitor_static.csv)

全カーネルパラメータ
詳細情報ファイル

(pssmkcmonitor_static.csv)

カーネルパラメータ
統計情報ファイル

(pssmkcmonitor.csv)

カーネルパラメータ
統計情報ファイル

(pssmkcmonitor.csv)

書き込み

初期起動時のみ
書き込み

統計情報解析コマンド
(pssmview)

統計情報解析コマンド
(pssmview)

書き込み

統計情報編集
CSVファイル

統計情報編集
CSVファイル

解析

解析
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HA/SystemResourceMonitor
 

プロセスモデル（拡張機能）

rcから起動

OS 起動時に
rcより

 

pssmoptd 
起動

rcrc

ディスク情報収集
(pssmdiskmonitor)
ディスク情報収集

(pssmdiskmonitor)

ディスク情報解析
(pssmdiskanalyzer)
ディスク情報解析

(pssmdiskanalyzer)
SystemResourceMonitor

(pssmoptd)
SystemResourceMonitor

(pssmoptd)

ネットワーク情報収集
(pssmnetmonitor)

ネットワーク情報収集
(pssmnetmonitor)

ディスク情報収集ファイル
(pssmdiskmonitor.csv)

ディスク情報収集ファイル
(pssmdiskmonitor.csv)

ディスク解析結果ファイル
(pssmdiskanalyzer.csv)

ディスク解析結果ファイル
(pssmdiskanalyzer.csv)

情報採取

書き込み

解析

読み込み

書き込み

- 内部ログ出力
- syslog通知

etc…

実行

実行

実行

ネットワーク情報収集ファイル
(pssmnetmonitor.csv)

ネットワーク情報収集ファイル
(pssmnetmonitor.csv)

情報採取

書き込み

Disk

proc

socket

socket

（HA/SystemMonitor  3.1d以降サポート）
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HA/SystemResourceMonitor
パラメータ概要

HA/SystemResourceMonitor
パラメータ概要
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基本機能基本機能
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HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

【システム定義ファイル：監視定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

MONITOR_INTERVAL 5（分） 1～1440（分） 統計情報を収集する間隔。

ANALYZE_INTERVAL 60（分） 1～10080（分） 統計情報を解析する間隔。

SCRIPTEXEC_INTERVAL 1440（分） 1～10080（分） 統計情報スクリプトを実行する間隔。

MONITOR_FILE_SIZE 30（MByte） 1～100（MByte） 統計情報ファイルの最大サイズ。

※チューニングの詳細は

 

(付録)

 

を参照

MONITOR_FILE_NUM 10（個） 1～15（個） 統計情報ファイルのバックアップ数。

※チューニングの詳細は

 

(付録) を参照

OUTPUT_DATA_FILE_PATH /var/opt/HA/PSSM/log 512文字以内のディレクトリ名

（絶対パスで指定）

統計情報ファイルおよび解析結果ファイルの出力先ディレクトリ。

CPU_MONITOR ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

CPU 個別情報取得の可否。

KERNEL_MONITOR

 

※ ENABLE ENABLE(要)

DISABLE(不要)

カーネルパラメータ情報取得の可否。

KERNEL_MONITOR_INTERVAL

 

※ 10(分) 5～1440(分) カーネルパラメータ情報を収集する間隔。

KERNEL_MONITOR_FILE_SIZE

 

※ 5(MByte) 1～100(MByte) カーネルパラメータ統計情報ファイルの最大サイズ。

KERNEL_MONITOR_FILE_NUM

 

※ 3(個) 1～15(個) カーネルパラメータ統計情報ファイルのバックアップ数。

※

 

HA/SystemMonitor R3.1e以降サポート
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【システム定義ファイル：解析定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

DEFUNCT_CHECK ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

ゾンビプロセス(defunct)の検出可否。

DEFUNCT_CHECK_NUM 288（回） 1～10000（回） ゾンビプロセス(defunct)と判断される

上限値（回）を指定。

MEMORY_LEAK_CHECK ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

プロセス単位のメモリリーク検出の可否。

MEMORY_LEAK_CHECK_NUM 288（回） 1～10000（回） メモリリークが発生していると判断される上限値（回）を指定。

指定した回数メモリが増加し、初期値から増加率が

 

MEMORY_LEAK_CHECK_RATE

 

で指定された率（％）を超えた場

 

合にメモリリーク監視異常を検出。

MEMORY_LEAK_CHECK_RATE 10（％） 1～1000（％） メモリリークが発生していると判断される上限値（％）を指定。

メモリが増加した回数が

 

MEMORY_LEAK_CHECK_NUM を超えて、

（現在のメモリ量

 

－

 

初回のメモリ量）/初回のメモリ量

 

＊

 

100

で算出した値が本パラメータで設定された値を超えた場合にメモ

 

リリーク監視異常を検出。

FILE_LEAK_CHECK ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

プロセス単位のファイルリーク検出可否。

FILE_LEAK_CHECK_NUM 288（回） 1～10000（回） ファイルリークと判断される上限値（回）を指定。

FILE_LEAK_CHECK_RATE 90（％） 1～100（％） オープンファイル数上限に対してファイルリーク監視異常と判断さ

 

れる上限値（％）を指定。
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【システム定義ファイル：解析定義】

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

CPU_THRESHOLD_CHECK ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

高

 

CPU 使用率プロセス検出の可否。

CPU_CHECK_NUM 288(回) 1～10000（回） 高

 

CPU 使用率プロセスと判断される上限値（回）を指定。

CPU_CHECK_RATE 90（％） 1～100（％） 高

 

CPU 使用率プロセスと判断される上限値（％）を指定。

PROC_COUNT_LIMITED_CHECK DISABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

同名プロセス多重度監視の可否。

PROC_COUNT_LIMITED_NUM 100（個） 1～10000（個） 同名プロセス多重度の上限値（個）を指定。

THREAD_COUNT_CHECK ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

スレッドリークおよびスレッド数上限の監視の可否。

THREAD_CHECK_NUM 288（回） 1～10000（回） スレッドリークと判断される上限値（回）を指定。

THREAD_CHECK_RATE 90（％） 1～100（％） スレッド数上限(max_thread_proc)に対してスレッドリーク監視異

 

常と判断される上限値（％）を指定。

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf
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【システム定義ファイル：解析定義】

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

KERNEL_LIMIT_CHECK ENABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

システムリソース（カーネルリソース）チェックの可否。

SYS_PROC_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体の起動プロセス数上限異常と判断される上限値

 

（％）を指定。

SYS_PROC_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体の起動プロセス数上限監視異常と判断される上

 

限値連続超過時間（分）を指定。

SYS_MEMORY_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体のメモリ使用量上限異常と判断される上限値

 

（％）を指定。

SYS_MEMORY_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体のメモリ使用量上限異常と判断される上限値連

 

続超過時間（分）を指定。

SYS_FILE_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体のオープンファイル数上限監視異常と判断される

 

上限値（％）を指定。

SYS_FILE_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体のオープンファイル数上限異常と判断される上限

 

値連続超過時間（分）を指定。

SYS_LOCKF_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体のロックファイル数上限異常と判断される上限値

 

（％）を指定。

SYS_LOCKF_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体のロックファイル数上限異常と判断される上限値

 

連続超過時間（分）を指定。

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf
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【システム定義ファイル：解析定義】

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

SYS_CPU_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体の

 

CPU 使用率異常と判断される上限値（％）を

 

指定。

SYS_CPU_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体の

 

CPU 使用率監視異常と判断される上限値連

 

続超過時間（分）を指定。

SYS_THREAD_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体のスレッド数上限異常と判断される上限値（％）を

 

指定。

SYS_THREAD_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体のスレッド数上限監視異常と判断される上限値連

 

続超過時間（分）を指定。

SYS_SWAP_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） システム全体のスワップメモリ使用率上限異常と判断される上

 

限値（％）を指定。

SYS_SWAP_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） システム全体のスワップメモリ使用率上限監視異常と判断され

 

る上限値連続超過時間（分）を指定。

SYS_MAXUPROC_CHECK_RATE 90（％） 0～100（％） ユーザ起動プロセス数上限異常と判断される上限値（％）を指

 

定。

SYS_MAXUPROC_CHECK_TIME 60（分） 1～1440（分） ユーザ起動プロセス数上限監視異常と判断される上限値連続

 

超過時間（分）を指定。

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf
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【アクション定義ファイル：動作定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/psaction.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

DEFUNCT_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

SCRIPT_EXEC:スクリプト

ゾンビプロセス（defunct）を検出した場合に実行するアクション

 

を指定。

MEMORY_LEAK_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

PROCESS_KILL:シグナル番号

SCRIPT_EXEC:スクリプト

メモリリークと判断されるプロセスを検出した場合に実行する

 

アクションを指定。

FILE_LEAK_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

PROCESS_KILL:シグナル番号

SCRIPT_EXEC:スクリプト

ファイルリークと判断されるプロセスを検出した場合に実行す

 

るアクションを指定。

MAX_FILE_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

PROCESS_KILL:シグナル番号

SCRIPT_EXEC:スクリプト

プロセス毎のオープンファイル数の上限監視異常のプロセス

 

を検出した場合に実行するアクションを指定。

CPU_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

PROCESS_KILL:シグナル番号

SCRIPT_EXEC:スクリプト

高

 

CPU 使用率プロセスと判断されるプロセスを検出した場合

 

に実行するアクションを指定。

SYSLOG_REPORT:レベル

syslog ファイルにメッセージを出力する

レベルに指定可能な値

ERROR      出力レベルを

 

ERROR にする

WARNING   出力レベルを

 

WARNINGにする(デフォルト)

INFO       出力レベルを

 

INFO にする

PROCESS_KILL:シグナル番号

対象プロセスに

 

kill(2) システムコールを送り、停止する

シグナル番号に設定可能な値

6        SIGABORT（デフォルト）

9        SIGKILL

15       SIGTERM

TRACE_REPORT

テキストログファイルにメッセージを出力する

SCRIPT_EXEC:スクリプト(絶対パスで指定)

指定されたスクリプトを実行する

指定可能なスクリプト名は1022文字以内

（補足）アクション定義ファイルのパラメータに規定可能な値について
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【アクション定義ファイル：動作定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/psaction.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

PROC_COUNT_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

SCRIPT_EXEC:スクリプト

同名プロセス多重度監視異常と判断されるプロセスを検出し

 

た場合に実行するアクションを指定。

THREAD_LEAK_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

PROCESS_KILL:シグナル番号

SCRIPT_EXEC:スクリプト

スレッドリークと判断されるプロセスを検出した場合に実行す

 

るアクションを指定。

MAX_THREAD_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

PROCESS_KILL:シグナル番号

SCRIPT_EXEC:スクリプト

プロセス毎のスレッド数の上限監視異常を検出した場合に実

 

行するアクションを指定。

KERNEL_ERROR_ACTION TRACE_REPORT TRACE_REPORT

SYSLOG_REPORT:レベル

SCRIPT_EXEC:スクリプト

システムリソース（カーネルリソース）の上限監視異常を検出

 

した場合に実行するアクションを指定。
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拡張機能拡張機能

（HA/SystemMonitor  3.1d以降サポート）
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【拡張機能定義ファイル：動作定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/pssm_option.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

DISKCAPACITY_MONITOR DISABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

ディスク容量監視機能実行の可否。

SOCKETSTATUS_MONITOR DISABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

ネットワーク状態監視機能実行の可否。
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【ディスク容量監視定義ファイル：動作定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/disk/pssmdisk.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

MONITOR_INTERVAL 5（分） 1～1440（分） ディスク容量監視機能のモニタ情報を収集する間隔。

ANALYZE_INTERVAL 60（分） 1～1440（分） ディスク容量監視機能のモニタ情報を解析する間隔。

MONITOR_FILE_SIZE 10（MByte） 1～100（MByte） ディスク容量監視機能のモニタ情報ファイルの最大サイズ。

MONITOR_FILE_NUM 10（個） 1～15（個） ディスク容量監視機能のモニタ情報ファイルのバックアップ数。

OUTPUT_DATA_FILE_PATH /var/opt/HA/PSSM_OPT

 

/log/disk
512文字以内のディレクトリ名

（絶対パスで指定）

ディスク容量監視機能のモニタ情報ファイルおよび解析結果

 

ファイルの出力先ディレクトリ。

SYSLOG_REPORT DISABLE ENABLE（要）

DISABLE（不要）

ディスク容量監視機能の解析コマンドで異常を検出した際に、

 

syslogへのメッセージ出力の可否。
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【ディスク容量監視定義ファイル：監視定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/disk/pssmdiskmonitor.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

MOUNT_POINT /

/stand

/var

/usr

/tmp

/opt

/home

vxfs、hfs

 

のファイルシステム

 

で256個まで指定可能
マウントポイントのディレクトリ名を指定。

NOTICE_LEVEL 80（％） 0～100（％） ・CHECK_TYPE=1 の場合

ディスク使用率通知レベル上限値（％）を指定。

1000(MB) 0～unsigned int

 

max 
(4294967295) (MB)

・CHECK_TYPE=2

 

の場合

ディスク空き容量通知レベル下限値（MB）を指定。

WARNING_LEVEL 90（％） 0～100（％） ・CHECK_TYPE=1 の場合

ディスク使用率警告レベル上限値（％）を指定。

500(MB) 0～unsigned int

 

max 
(4294967295) (MB)

・CHECK_TYPE=2

 

の場合

ディスク空き容量警告レベル下限値（MB）を指定。

NOTICE_LEVEL_CHECK_NUM 288（回） 0～8640（回） 通知レベルの異常が発生していると判断する上限値（回）を指

 

定。

CHECK_TYPE 1

 

(ディスク使用率監視)

2

 

(ディスク空き容量監視)

監視タイプを指定。
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【ネットワーク状態監視定義ファイル：動作定義】
設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/net/pssmnet.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ概要

パラメータ名 規定値 規定可能範囲 意味

MONITOR_INTERVAL 60（秒） 30～86400（秒） ネットワーク状態監視機能のモニタ情報を収集する間隔。

MONITOR_FILE_SIZE 30（MByte） 1～100（MByte） ネットワーク状態監視機能のモニタ情報ファイルの最大サイズ。

MONITOR_FILE_NUM 10（個） 1～15（個） ネットワーク状態監視機能のモニタ情報ファイルのバックアッ

 

プ数。

OUTPUT_DATA_FILE_PATH /var/opt/HA/PSSM_OPT

 

/log/net
512文字以内のディレクトリ名

（絶対パスで指定）

ネットワーク状態監視機能のモニタ情報ファイルの出力先ディ

 

レクトリ。
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HA/SystemResourceMonitor
パラメータ一覧

HA/SystemResourceMonitor
パラメータ一覧
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基本機能基本機能
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【システム定義ファイル：監視定義】 設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

※

 

HA/SystemMonitor

 

R3.1e 以降サポート

監視定義ファイル

パラメータ名 値 備考

統計情報収集間隔 MONITOR_ＩＮＴＥＲＶＡＬ

統計情報解析間隔 ANALYZE_INTERVAL

統計情報スクリプト実行間隔 SCRIPTEXEC_INTERVAL

統計情報ファイル最大サイズ MONITOR_FILE_SIZE

統計情報ファイルバックアップ数 MONITOR_FILE_NUM

統計情報ファイル・解析ファイル

 

出力先ディレクトリ
OUTPUT_DATA_FILE_PATH

CPU 個別情報取得の可否 CPU_MONITOR

カーネルパラメータ情報取得の

 

可否

 

※
KERNEL_MONITOR

カーネルパラメータ情報収集間隔

 

※ KERNEL_MONITOR_INTERVAL

カーネルパラメータ統計情報

 

ファイル最大サイズ

 

※
KERNEL_MONITOR_FILE_SIZE

カーネルパラメータ統計情報

 

ファイルバックアップ数

 

※
KERNEL_MONITOR_FILE_NUM
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【システム定義ファイル：解析定義】 設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

解析定義セクション

 

・プロセスリソース関連

パラメータ名 値 備考

ゾンビプロセス検出可否 DEFUNCT_CHECK

ゾンビプロセスと判断される上限値 DEFUNCT_CHECK_NUM

プロセス単位のメモリリーク検出可否 MEMORY_LEAK_CHECK

メモリリーク発生と判断される上限値 MEMORY_LEAK_CHECK_NUM

メモリリーク発生と判断される上限値 MEMORY_LEAK_CHECK_RATE

プロセス単位のファイルリーク検出可否 FILE_LEAK_CHECK

ファイルリークと判断される上限値 FILE_LEAK_CHECK_NUM

オープンファイル数上限に対して

ファイルリーク監視異常と判断される

上限値

FILE_LEAK_CHECK_RATE

高

 

CPU 使用率プロセス検出可否 CPU_THRESHOLD_CHECK

高

 

CPU 使用率プロセスと判断される

上限値

CPU_CHECK_NUM

高

 

CPU 使用率プロセスと判断される

上限値

CPU_CHECK_RATE

同名プロセス多重度監視可否 PROC_COUNT_LIMITED_CHECK

同名プロセス多重度上限値 PROC_COUNT_LIMITED_NUM

スレッドリーク・スレッド数上限監視可否 THREAD_COUNT_CHECK

スレッドリークと判断される上限値 THREAD_CHECK_NUM

スレッド数上限に対してスレッドリーク

監視異常と判断される上限値

THREAD_CHECK_RATE
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設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf【システム定義ファイル：解析定義】

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

解析定義セクション

 

・システムリソース関連

パラメータ名 値 備考

システムリソースチェック可否 KERNEL_LIMIT_CHECK

システム全体の起動プロセス数上限

 

監視異常と判断される上限値
SYS_PROC_CHECK_RATE

システム全体の起動プロセス数上限

 

監視異常と判断される上限値の連続

 

超過時間

SYS_PROC_CHECK_TIME

システム全体のメモリ使用量上限

 

監視異常と判断される上限値
SYS_MEMORY_CHECK_RATE

システム全体のメモリ使用量上限

 

監視異常と判断される上限値の連続

 

超過時間

SYS_MEMORY_CHECK_TIME

システム全体のオープンファイル数

 

上限監視異常と判断される上限値
SYS_FILE_CHECK_RATE

システム全体のオープンファイル数

 

上限監視異常と判断される上限値の

 

連続超過時間

SYS_FILE_CHECK_TIME

システム全体のロックファイル数上限

 

監視異常と判断される上限値
SYS_LOCKF_CHECK_RATE

システム全体のロックファイル数上限

 

監視異常と判断される上限値の連続

 

超過時間

SYS_LOCKF_CHECK_TIME
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設定ファイル: /var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf【システム定義ファイル：解析定義】

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

解析定義セクション

 

・システムリソース関連

パラメータ名 値 備考

システム全体の

 

CPU 使用率監視

 

異常と判断される上限値
SYS_CPU_CHECK_RATE

システム全体の

 

CPU 使用率監視

 

異常と判断される上限値の連続超過

 

時間

SYS_CPU_CHECK_TIME

システム全体のスレッド数上限監視

 

異常と判断される上限値
SYS_THREAD_CHECK_RATE

システム全体のスレッド数上限監視

 

異常と判断される上限値の連続超過

 

時間

SYS_THREAD_CHECK_TIME

システム全体のスワップメモリ使用率

 

上限監視異常と判断される上限値
SYS_SWAP_CHECK_RATE

システム全体のスワップメモリ使用率

 

上限監視異常と判断される上限値の

 

連続超過時間

SYS_SWAP_CHECK_TIME

ユーザ起動プロセス数上限監視異常

 

と判断される上限値
SYS_MAXUPROC_CHECK_RATE

ユーザ起動プロセス数上限監視異常

 

と判断される上限値の連続超過時間
SYS_MAXUPROC_CHECK_TIME
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【アクション定義ファイル：動作定義

 
】 設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM/conf/psaction.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

動作定義パラメータ

パラメータ名 値 備考

ゾンビプロセス検出時の実行アクショ

 

ン
DEFUNCT_ERROR_ACTION

メモリリークと判断されるプロセス

 

検

 

出時の実行アクション
MEMORY_LEAK_ERROR_ACTION

ファイルリークと判断されるプロセス

 

検出時の実行アクション
FILE_LEAK_ERROR_ACTION

プロセス毎のオープンファイル数の上

 

限監視異常プロセス検出時の実行ア

 

クション

MAX_FILE_ERROR_ACTION

高

 

CPU 使用率と判断されるプロセス

 

検出時の実行アクション
CPU_ERROR_ACTION

同名プロセス多重度監視異常と判断

 

されるプロセス検出時の実行アクショ

 

ン

PROC_COUNT_ERROR_ACTION

スレッドリークと判断されるプロセス検

 

出時の実行アクション
THREAD_LEAK_ERROR_ACTION

プロセス毎のスレッド数の上限

 

監視

 

異常検出時の実行アクション
MAX_THREAD_ERROR_ACTION

カーネルリソースの上限監視異常検

 

出時の実行アクション
KERNEL_ERROR_ACTION
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拡張機能拡張機能

（HA/SystemMonitor  3.1d以降サポート）
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【拡張機能定義ファイル：動作定義

 
】

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/pssm_option.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

動作定義パラメータ

パラメータ名 値 備考

ディスク容量監視機能実行の可否 DISKCAPACITY_MONITOR

ネットワーク状態監視機能実行の可否 SOCKETSTATUS_MONITOR
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【ディスク容量監視定義ファイル：動作定義

 
】

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/disk/pssmdisk.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

動作定義パラメータ

パラメータ名 値 備考

ディスク容量監視機能のモニタ情報

 

収集間隔
MONITOR_INTERVAL

ディスク容量監視機能のモニタ情報

 

解析間隔
ANALYZE_INTERVAL

ディスク容量監視機能のモニタ情報

 

ファイル最大サイズ
MONITOR_FILE_SIZE

ディスク容量監視機能のモニタ情報

 

ファイルバックアップ数
MONITOR_FILE_NUM

ディスク容量監視機能のモニタ情報

 

ファイル・解析ファイル出力先ディレク

 

トリ

OUTPUT_DATA_FILE_PATH

ディスク容量監視機能の解析コマンド

 

で異常検出した際のsyslogへのメッ

 

セージ出力可否

SYSLOG_REPORT
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【ディスク容量監視定義ファイル：監視定義

 
】

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/disk/pssmdiskmonitor.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

監視定義パラメータ

パラメータ名 値 備考

マウントポイントのディレクトリ名 MOUNT_POINT

ディスク使用率通知レベル上限値 NOTICE_LEVEL

ディスク空き容量通知レベル下限値

ディスク使用率警告レベル上限値 WARNING_LEVEL

ディスク空き容量警告レベル下限値

通知レベルの異常と判断される上限

 

値
NOTICE_LEVEL_CHECK_NUM

監視タイプ CHECK_TYPE
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【ネットワーク状態監視定義ファイル：動作定義

 
】

設定ファイル:/var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/net/pssmnet.conf

HA/SystemResourceMonitorパラメータ一覧

動作定義パラメータ

パラメータ名 値 備考

ネットワーク状態監視機能のモニタ情

 

報収集間隔
MONITOR_INTERVAL

ネットワーク状態監視機能のモニタ情

 

報ファイル最大サイズ
MONITOR_FILE_SIZE

ネットワーク状態監視機能のモニタ情

 

報ファイルバックアップ数
MONITOR_FILE_NUM

ネットワーク状態監視機能のモニタ情

 

報ファイル出力先ディレクトリ
OUTPUT_DATA_FILE_PATH
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（付録）

 統計情報ファイルの最大サイズ・バックアップ数のチューニング方法

統計情報ファイルは、HA/SystemResourceMonitor が取得するリソースの統計情報を記録するファイルです。

以下に統計情報ファイルの最大サイズとバックアップ数のチューニング方法の手順について説明します。

※HA/SystemResourceMonitor

 

の

 

default 設定は、300 プロセスのシステムで約

 

1ヶ月統計情報を

バックアップする設計です。

1.

 

１回分のモニタで取得する統計情報ファイル（

 

psmonitor.dat ）のサイズを調査・確認します。
• 統計情報ファイル（psmonitor.dat）がないことを確認します。

※

 

デフォルトの場合 /var/opt/HA/PSSM/log 配下にあります。

• デーモンを起動し、10 秒程度待ちます。

 

（/sbin/init.d/pssmd start)

• デーモンを停止します。

 

(/sbin/init.d/pssmd stop)

• 統計情報ファイル（psmonitor.dat ）のサイズを確認します。

※

 

デフォルトの場合

 

/var/opt/HA/PSSM/log 配下にあります。

2.

 

統計情報を収集する間隔を確認します。
• システム定義ファイル（/var/opt/HA/PSSM/conf/pssm.conf）のMONITOR_INTERVAL （分）に設定する値です。

3.

 

統計情報のバックアップを残したい期間を確認します。
※システム要件により異なるので確認してください。

4.

 

以下の計算式で、必要なデータのサイズを算出します。
必要なデータのサイズ = １回分のモニタで取得する統計情報ファイルのサイズ ×

（

 

1440

 

÷ 統計情報を収集する間隔（MONITOR_INTERVAL（分））×バックアップを残したい期間 （日）

5.

 

4 で算出した必要なデータのサイズから、統計情報ファイルの最大サイズとバックアップ数を決めます。
• 以下の計算式に合うよう、統計情報の最大ファイルサイズとバックアップ数を設定します。

必要なデータサイズ= 統計情報の最大ファイルサイズ（MONITOR_FILE_SIZE）×バックアップ数（MONITOR_FILE_NUM）

例えば、4 で算出したサイズが

 

300 MByte の場合、以下の設定が選択できます。（一例です）

-

 

MONITOR_FILE_SIZE 30MByte MONITOR_FILE_NUM 10 個 （30 × 10 = 300 MByte）

-

 

MONITOR_FILE_SIZE 50MByte MONITOR_FILE_NUM 6 個 （50 ×

 

6 = 300 MByte）

※ MONITOR_FILE_SIZE は MByte 単位で指定してください。
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