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はじめに 

 

対象読者と目的 

本書は、PostgreSQL データベースの監視を行う製品「DB Monitor for PostgreSQL」の使

用者を対象読者とし、その方法について説明します。 

なお、対象は DB Monitor for PostgreSQL V1.1 以降となります。 

 

本書の読み方 

本書では、DB Monitor for PostgreSQL の利用方法を説明します。 

 

本書の表記規則 

本書では以下の表記方法を使用します。 

表記 意味 

コマンドライン中の[]角かっこ かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。 

例：pg_monitor [オプション] 

コマンドライン中の|パイプ パイプで区切られた各要素のいずれか 1 個を選択する

ことを示します。 

角かっこの中で利用されている場合は省略可能です。中

かっこの中で利用されている場合は選択必須です。 

例：pg_monitor [オプション | オプション] 

コマンドライン中の{}中かっこ パイプと併用され、パイプで区切られた要素のいずれか

1 個を選択することが必須であることを示します。 

例：pg_monitor ｛オプション | オプション｝ 

斜体 ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目です。 

値の中にスペースが含まれる場合は "" (二重引用符) で

値を囲んでください。 

例：pg_monitor –d “監視対象 DB 名” 

 

定義名一覧 

定義名 説明 

<install-path> 本製品のインストールパスです。 
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プロダクト型番一覧 
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(1 年間保守つき) 
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1. PostgreSQL 監視機能の概要 

 

1.1. DB Monitor for PostgreSQL とは 

本製品は監視対象となる DB サーバに導入し、コマンドを監視したい項目に応じたオプシ

ョンを指定して実行することで、標準出力に性能値を返却します。本製品は監視対象の

PostgreSQL に対する問い合わせ、ログファイルなどから情報を取得し、算出した性能値を

返却します。 

本製品はシステム監視製品と連携して運用することを想定しており、本製品が提供するコ

マンドはシステム監視製品が実行します。 

 

DB Monitor for PostgreSQL の利用イメージは以下の通りです。 

 

 

1.2. システム要件 

本製品は下記バージョンの PostgreSQL、OS 環境下で動作します。 

現在対応しているシステム監視製品は以下のとおりです。 

製品名 バージョン 

WebSAM SystemManager G 12.0 

 

PostgreSQL 対応OS 

RHEL 7 RHEL 8 

PostgreSQL 12 ○ ○ 

PostgreSQL 13 ○ ○ 

DB Monitor for PostgreSQL PostgreSQL 

監視マネージャ 監視エージェント 

接続設定ファイル 

システム監視サーバ 監視対象 DB サーバ 

  コマンド実行 

pgstattuple 
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2. PostgreSQL 監視機能の導入 

2.1. 導入形式 

本製品は下記の形式で提供します。 

本製品は 64bit環境に対してのみ提供します。 

OS バージョン 形式 パッケージ名称 

Red Hat Enterprise Linux 7 RPM pg_monitor-1.1.0-0.el7.x86_64.rpm 

Red Hat Enterprise Linux 8 RPM pg_monitor-1.1.0-0.el8.x86_64.rpm  

 

2.2. 導入手順 

本製品を以下の手順で導入してください。 

① 監視対象 DB に対する事前準備 

② 本製品の導入 

③ 監視対象 DB への接続設定 

④ システム監視製品との連携 
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2.2.1. 監視対象 DB に対する事前準備 

監視対象の PostgreSQLに対して、監視の条件に適合していることの確認、および監視に必

要な情報出力設定を行います。 

作業 確認内容 

PostgreSQL のバージョン確認 本文書の「システム要件」に記載している PostgreSQL のバ

ージョンに合致することを確認します。 

例： 

$ pg_ctl –V 

pg_ctl (PostgreSQL) 13.6 

PostgreSQL 監視用のユーザ作成 PostgreSQL 監視用のユーザを作成します。このユーザは名前

およびパスワードに日本語文字を使用しないでください。ま

た、PostgreSQL サーバのスーパユーザである必要がありま

す。 

例： 

$ createuser -s -P 接続ユーザ名 

Enter password for new role: パスワード入力 

Enter it again: パスワード入力 

CREATE ROLE 

情報収集用のパッケージ導入 PostgreSQL の貢献パッケージ(contrib)に含まれる下記パッ

ケージを監視対象の DB に対して導入します。 

 pgstattuple 

例： 

# CREATE EXTENSION pgstattuple; 

CREATE EXTENSION 

PostgreSQL 設定の変更 監視に必要な情報を出力するため、PostgreSQL サーバの設定

ファイルを編集します。対象のパラメータ、および設定値に

ついては「付録 B DB 設定」を参照してください。 
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2.2.2. 本製品の導入 

監視対象の PostgreSQL が動作しているサーバに、本製品を導入します。対象のサーバに

root ユーザでログインし、rpm コマンドを実行して本製品のパッケージをインストールし

てください。パッケージファイルは導入先の環境に適合したものをご利用ください。 

 

# rpm –ivh pg_monitor-1.1.0-0.el8.x86_64.rpm 

 

2.2.3. 監視対象 DB への接続設定 

本製品が監視対象の PostgreSQL に接続するための情報を、本製品の設定ファイルである

pg_monitor.ini に記述をします。本設定ファイルの内容については、「2.3.1 pg_monitor.ini

設定ファイル」を参照してください。 

 

2.2.4. システム監視製品との連携 

連携対象のシステム監視製品の設定を実施します。各製品における設定方法につきまして

は、以下のマニュアルをご覧ください。 

 

製品名 マニュアル 

WebSAM SystemManager G DB Monitor for PostgreSQL WebSAM監視設定手順 

 

  



  

６ 

 

 

2.3. ファイル構成 

本製品の導入により作成されるファイルは以下の通りです。 

実行ファイルの既定のインストール先1は以下のディレクトリです。 

ファイル・パス 概要 

<install-path>/bin/pg_monitor PostgreSQL 情報収集機能の実行コマンド 

<install-path>/bin/pg_monitor_auto 定期的に実行し情報を採取するコマンド 

<install-path>/bin/pg_monitor_setauto pg_monitor_auto の自動実行を設定するコ

マンド 

<install-path>/bin/pg_monitor_rmauto pg_monitor_auto の自動実行設定を削除す

るコマンド 

本製品利用時に必要な設定ファイル、情報出力先は以下の通りです。 

パス 概要 

<install-path>/result pg_monitor、 pg_monitor_auto の実

行で得られた情報収集結果の格納先 

<install-path>/conf/pg_monitor.ini DB 接続情報設定ファイル 

<install-path>/conf/log_monitor_position.ini ログ監視機能が確認したログファイ

ルの最新の状況を記録するファイル 

<install-path>/log/yyyymmdd_pg_monitor.log コマンドの実行ログ出力先 

<install-

path>/template/pg_monitor.ini.template 

DB 接続情報設定ファイルのテンプ

レート 

 

  

                                                      

1 既定のインストール先は”/opt/nec/pg_monitor”となっており、変更はできません 
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2.3.1. pg_monitor.ini 設定ファイル 

本製品は PostgreSQL に接続するための情報を設定ファイルに指定します。【conninfo 名】

は各コマンド実行時に指定する接続情報セットを示す識別子であり、デフォルトは

postgres1 となります。 

パラメータ名 省略可否 説明 

【conninfo 名】.user × DB 接続を行うユーザ名。 

【conninfo 名】.database ○ 最初に接続するデータベース名。 

省略時は postgres。 

【conninfo 名】.password × DB 接続用のパスワード。 

【conninfo 名】.port ○ DB 接続用のポート番号。 

省略時は PostgreSQL デフォルト接続ポ

ートの 5432。 

【conninfo 名】.timeout ○ DB 接続の際のタイムアウト時間(秒)。 

省略時は 10秒。 

【conninfo 名】.async_timeout ○ 非同期処理のDB接続時のタイムアウト

時間(秒)。 

省略時は 60秒。 

 

記入例 

postgres1.user=postgres 

postgres1.database=testdb 

postgres1.password=パスワード 

postgres1.port=5432 

postgres1.timeout=30 

postgres1.async_timeout=60 

 

2.3.2. ログファイル 

コマンドの実行結果をログファイル yyyymmdd_pg_monitor.log（日付）として log ディレ

クトリに日別に格納します。ログファイルは下記のフォーマットで情報を格納します。 

ログフォーマット 出力例 

日付 時間 メッセージコード:メッセージ 2021/11/08 15:36:25 I000:Success to 

process.pg_Volume-TBLSPC_result.dat 
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2.4. 削除手順 

本製品を導入したサーバから削除する場合、対象のサーバに rootユーザでログインし、rpm

コマンドを実行して本製品のパッケージをアンインストールしてください。本製品のアン

インストール時には、インストール先のディレクトリ全体が削除されるため、必要に応じて

設定ファイルなどを退避した上で実行してください。 

 

# rpm –e pg_monitor-1.1.0-0.el8.x86_64 

 

  



  

９ 

 

3. コマンドリファレンス 

本製品は下記のコマンドを提供します。 

コマンド 概要 

pg_monitor コマンド引数で要求された監視項目、PostgreSQLオブジェクト

の組み合わせに対し、該当する監視項目の性能値を算出した結果

を一連の標準出力で返却します。 

pg_monitor_auto 情報収集に時間および負荷のかかる問合せが必要な監視項目に

ついて、pg_monitor コマンドとは非同期に被監視サーバ上で定

期的かつ自動で情報収集を実行することを目的としたコマンド

です。 

pg_monitor_setauto 本コマンドは pg_monitor_auto を定期的に自動実行する設定を

行うためのコマンドです。 

コマンド引数で指定した監視項目、PostgreSQL オブジェクトの

組み合わせ、DB 接続情報を引数に pg_monitor_auto を cron で

定期的に実行させる設定を追記するコマンドです。 

pg_monitor_rmauto 本コマンドは pg_monitor_setauto コマンドで設定した情報収集

のジョブを削除するためのコマンドです。 

コマンド引数で指定した監視項目、PostgreSQLオブジェクト、

DB 接続情報の組み合わせと一致する pg_monitor_auto を定期

的に実行する記述を cron の設定から削除するコマンドです。 
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3.1. pg_monitor 

本コマンドは、DB へ接続後、コマンド引数で要求された監視項目、PostgreSQL オブジェ

クトの組み合わせに対し、該当する監視項目の性能値を算出した結果を一連の標準出力で

返却します。 

 

3.1.1. pg_monitor コマンドの形式 

本コマンドは DB 接続情報をコマンドラインで指定する方法と設定ファイルに指定された

接続情報を使用する方法の 2種類の形式があります。 

 

pg_monitor 

--conninfo=<NCONSET> 

--category=<NCATEGORY> 

--object="<PGOBJECT>" 

[--port=<PGPORT>] 

[--database=<PGDATABASE>] 

 

3.1.2. pg_monitor コマンドのパラメータ 

オプション 必須 設定内容 

--conninfo 

-i 

〇 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)の接続

情報として、DB 接続情報管理ファイルに記入済のDB 接続情報セ

ット名を指定する。 

--category 

-c 

〇 性能値を要求する監視項目のカテゴリを指定する。指定可能なカテ

ゴリについては「4.1 監視カテゴリ」を参照。 

--object 

-o 

〇 性能値を要求する監視対象である PostgreSQL オブジェクト名を

指定する。指定可能なオブジェクト名称は「4.2 監視オブジェク

ト」を参照。 

オブジェクト名称に括弧()を含む場合、実行環境によってはエス

ケープ処理、もしくはダブルクォートで括る必要があります。 

--port 

-p 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)への接

続ポート番号を指定する。 

--database 

-d 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)のデー

タベース名を指定する 
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3.2. pg_monitor_auto 

情報収集に時間および負荷のかかる問合せが必要な監視項目について、pg_monitor コマン

ドとは非同期に被監視サーバ上で定期的かつ自動で情報収集を実行します。対象の監視項

目については、pg_monitor コマンドは本コマンドが収集した値を収集結果として出力しま

す。 

 

3.2.1. pg_monitor_auto コマンドの形式 

 

pg_monitor_auto 

--conninfo=<NCONSET> 

--category=<NCATEGORY> 

--object="<PGOBJECT>" 

[--port=<PGPORT>] 

[--database=<PGDATABASE>] 

 

3.2.2. pg_monitor_auto コマンドのパラメータ 

オプション 必須 設定内容 

--conninfo 

-i 

〇 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)の接続

情報として、DB 接続情報管理ファイルに記入済のDB 接続情報セ

ット名を指定する。 

--category 

-c 

〇 性能値を要求する監視項目のカテゴリを指定する。指定可能なカテ

ゴリについては「4.1 監視カテゴリ」を参照。 

--object 

-o 

〇 性能値を要求する監視対象である PostgreSQL オブジェクト名を

指定する。指定可能なオブジェクト名称は「4.2 監視オブジェク

ト」を参照。 

オブジェクト名称に括弧()を含む場合、実行環境によってはエス

ケープ処理、もしくはダブルクォートで括る必要があります。 

--port 

-p 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)への接

続ポート番号を指定する。 

--database 

-d 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)のデー

タベース名を指定する 
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pg_monitor_autoコマンドによる情報収集対象となる監視カウンタは以下の通りです。 

 

監視カテゴリ 監視オブジェクト種別 監視カウンタ 

Vacuum テーブル % Dead Tuple Rate 

インデックス % Deleted Index Pages Rate 

% Index Fragmentation Rate 

Avg. Index Density 
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3.3. pg_monitor_setauto 

pg_monitor_auto を cron で定期的に実行させる設定を追記するコマンドです。 

 

3.3.1. pg_monitor_setauto コマンドの形式 

 

pg_monitor_setauto 

--conninfo=<NCONSET> 

--category=<NCATEGORY> 

--object="<PGOBJECT>" 

[--port=<PGPORT>] 

[--database=<PGDATABASE>] 

 

3.3.2. pg_monitor_setauto コマンドのパラメータ 

オプション 必須 設定内容 

--conninfo 

-i 

〇 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)の接続

情報として、DB 接続情報管理ファイルに記入済のDB 接続情報セ

ット名を指定する。 

--category 

-c 

〇 性能値を要求する監視項目のカテゴリを指定する。指定可能なカテ

ゴリについては「4.1 監視カテゴリ」を参照。 

--object 

-o 

〇 性能値を要求する監視対象である PostgreSQL オブジェクト名を

指定する。指定可能なオブジェクト名称は「4.2 監視オブジェク

ト」を参照。 

オブジェクト名称に括弧()を含む場合、実行環境によってはエス

ケープ処理、もしくはダブルクォートで括る必要があります。 

--port 

-p 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)への接

続ポート番号を指定する。 

--database 

-d 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)のデー

タベース名を指定する 
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3.4. pg_monitor_rmauto 

pg_monitor_auto を定期的に実行する記述を cron の設定から削除するコマンドです。 

 

3.4.1. pg_monitor_rmauto コマンドの形式 

 

pg_monitor_rmauto 

--conninfo=<CONNINFO> 

--category=<NCATEGORY> 

--object="<PGOBJECT>" 

[--port=<PGPORT>] 

[--database=<PGDATABASE>] 

 

3.4.2. pg_monitor_rmauto コマンドのパラメータ 

オプション 必須 設定内容 

--conninfo 

-i 

〇 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)の接続

情報として、DB 接続情報管理ファイルに記入済のDB 接続情報セ

ット名を指定する。 

--category 

-c 

〇 性能値を要求する監視項目のカテゴリを指定する。指定可能なカテ

ゴリについては「4.1 監視カテゴリ」を参照。 

--object 

-o 

〇 性能値を要求する監視対象である PostgreSQL オブジェクト名を

指定する。指定可能なオブジェクト名称は「4.2 監視オブジェク

ト」を参照。 

オブジェクト名称に括弧()を含む場合、実行環境によってはエス

ケープ処理、もしくはダブルクォートで括る必要があります。 

--port 

-p 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)への接

続ポート番号を指定する。 

--database 

-d 

 コマンドが情報収集を実行する監視対象 DB(PostgreSQL)のデー

タベース名を指定する 
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4. 監視カウンタ 

本製品が監視可能な監視カウンタの詳細について説明します。 

 

「4.1 監視カテゴリ」では、本製品で監視が可能な項目の分類について説明します。 

「4.2 監視オブジェクト」では、本製品で監視が可能なオブジェクトの種別や名称のフォー

マットについて説明します。 

4.3 以降では、監視カテゴリと監視オブジェクトの組み合わせごとに、監視可能なカウンタ

の詳細について説明をします。 
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4.1. 監視カテゴリ 

監視カテゴリは、本製品で収集可能な情報の分類を示します。監視カテゴリごとに監視対象

となる監視インスタンスの種別が異なります。以下に、監視カテゴリに対応する監視オブジ

ェクトの種別を示します。 

監視カテゴリ 監視オブジェクト種別 

AccessMethod テーブル 

パーティションテーブル 

インデックス 

Checkpoint サーバ 

Error データベース 

I/O データベース 

テーブル 

パーティションテーブル 

インデックス 

シーケンス 

Lock データベース 

Monitor サーバ 

Replication レプリケーション 

Security データベース 

ユーザ 

Server サーバ 

Session データベース 

ユーザ 

SlowQuery データベース 

Transaction データベース 

Tuple テーブル 

パーティションテーブル 

Vacuum サーバ 

データベース 

テーブル 

インデックス 

Volume テーブルスペース 

データベース 

テーブル 

パーティションテーブル 
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インデックス 

 

4.2. 監視オブジェクト 

監視オブジェクトとは性能監視対象のデータベースオブジェクト（テーブルスペースやデ

ータベースやテーブルなど）を示します。監視オブジェクト名のフォーマットは、対象のデ

ータベースオブジェクト種別ごとに異なります。以下に指定可能なオブジェクト名称のフ

ォーマットを示します。 

監視オブジェクト種別 フォーマット 

サーバ (Server) 

テーブルスペース テーブルスペース名(Tablespace) 

データベース データベース名(Database) 

_Total(Database) 

テーブル データベース名.スキーマ名.テーブル名(Table) 

データベース名_Total(Table) 

パーティションテーブル データベース名.スキーマ名.パーティションテーブル名(P-

Table) 

インデックス データベース名.スキーマ名.インデックス名(Index) 

データベース名_Total(Index) 

シーケンス データベース名.スキーマ名.シーケンス名(Sequence) 

データベース名_Total(Sequence) 

ユーザ ユーザ名(User) 

_Total(User) 

レプリケーション レプリケーション先 IPアドレス[アプリケーション

名](Replication) 

 

パーティションテーブルでは、そのパーティションテーブルに属する全パーティションの

データの総和を収集します。宣言的パーティショニングにより作成されたパーティション

テーブルのみが対象です。 

 

"_Total(Database)"は、全てのデータベースの総和を示します。"_Total(User)"は、全てのユ

ーザの総和を示します。"データベース名_Total(Table)"、"データベース名_Total(Index)"、

"データベース名_Total(Sequence)"は、それぞれデータベース内の全てのデータベースオブ

ジェクトの総和を示します。 
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4.3. AccessMethod 

 

4.3.1. テーブル / パーティションテーブル 

テーブルもしくはパーティションテーブルに対するアクセス方法に関する監視カウンタ群

です。_Total はシステムカタログの情報も含みます。 

 

4.3.2. インデックス 

インデックスの使用状況に関する監視カウンタ群です。 

Avg. Index Tuple Fetch/Scan 監視間隔内に、1回のインデックススキャンによって取

り出されたデータの平均件数です。 

Avg. Index Tuple Read/Scan 監視間隔内に、1回のインデックススキャンによって取

り出そうとしたデータの平均件数です。 

Index Scan 監視間隔内に、インデックススキャンが実行された回

数です。 

Index Tuple Fetch 監視間隔内に、インデックススキャンによって取り出

されたデータの件数です。ビットマップスキャンに使

用された場合、加算されません。 

Index Tuple Read 監視間隔内に、インデックススキャンによって取り出

そうとしたデータの件数です。 

% index Scan Rate 監視間隔内に、インデックススキャンが実行された割

合です。 

% Sequential Scan Rate 監視間隔内に、シーケンシャルスキャンが実行された

割合です。 

Avg. Index Tuple Fetch/Scan 監視間隔内に、1回のインデックススキャンによって

取り出されたデータの平均件数です。 

Avg. Sequential Tuple 

Read/Scan 

監視間隔内に、1回のシーケンシャルスキャンによっ

て取り出されたデータの平均件数です。 

Index Scan 監視間隔内に、インデックススキャンが実行された回

数です。 

Index Tuple Fetch 監視間隔内に、インデックススキャンによって取り出

されたデータの件数です。 

Sequential Scan 監視間隔内に、シーケンシャルスキャンが実行された

回数です。 

Sequential Tuple Read 監視間隔内に、シーケンシャルスキャンによって取り

出されたデータの件数です。 
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4.4. Checkpoint 

 

4.4.1. サーバ 

チェックポイントやバックグラウンドライタ、トランザクションログのアーカイブ処理の

運用状況に関する監視カウンタ群です。 

% Backend Write Buffers Rate 監視間隔内に、DB プロセスによるバッファ要求時に

バッファの書き出しが行われた割合です。 

Backend Allocate Buffers 監視間隔内に、DB プロセスが要求したバッファの数

です。 

Backend Write Buffers 監視間隔内に、DB プロセスにより書き出されたバッ

ファの数です。 

Bgwriter Clean Buffers 監視間隔内に、バックグラウンドライタによって書き

出されたバッファの数です。 

Bgwriter Clean Max Buffers 監視間隔内に、バックグラウンドライタがバッファを

書き出し切れなかった回数です。 

Checkpoint Write Buffers 監視間隔内に、チェックポイントによって書き出され

たバッファの数です。 

Checkpoints Request 監視間隔内に、トランザクションログファイルの切り

替えや CHECKPOINT コマンドによるチェックポイ

ントが発生した回数です。 

Checkpoints Timeout 監視間隔内に、タイムアウトによるチェックポイント

が発生した回数です。 

% Checkpoint Write Buffers Rate 監視間隔内に、チェックポイントによって書き出され

たバッファ数の全バッファ数に対する割合です。 

Checkpoint Sync Time 監視間隔内に発生したチェックポイントで、ディスク

へのフラッシュに要した平均時間[ミリ秒]です。 

Checkpoint Total Time 監視間隔内に発生したチェックポイントに要した平

均時間[ミリ秒]です。 

Checkpoint Write Time 監視間隔内に発生したチェックポイントで、ファイル

への書き出しに要した平均時間[ミリ秒]です。 

Checkpoint Segment Overflow 監視間隔内に、checkpoint_warning よりも短い間隔で

チェックポイントが発生した回数です。 

Waiting WAL Archive アーカイブ処理待ちのトランザクションログファイ

ルの数です。 

WAL Archive Failure 監視間隔内に、トランザクションログファイルのアー

カイブ処理に失敗した回数です。 
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4.5. ERROR 

4.5.1. データベース 

データベースのエラーログ出力件数に関する監視カウンタ群です。_Total はデータベース

を特定できないログの出力も含みます。 

ERROR 監視間隔内に、メッセージレベルが ERRORのログが出力された件

数です。 

FATAL 監視間隔内に、メッセージレベルが FATAL のログが出力された件

数です。 

PANIC 監視間隔内に、メッセージレベルが PANIC のログが出力された件

数です。 

 

4.6. I/O 

4.6.1. データベース 

データベースの I/O 状況に関する監視カウンタ群です。 

% Blocks Hit Rate 監視間隔内に、データベースのオブジェクトに対する読み込み

要求の内、バッファにヒットしたブロックの割合です。 

Blocks Hit 監視間隔内に、データベースのオブジェクトに対する読み込み

要求時にバッファにヒットしたブロックの数です。 

Blocks Read 監視間隔内に、データベースのオブジェクトに対する物理読み

込みが発生したブロックの数です。 

Blocks Request 監視間隔内に、データベースのオブジェクトに対する読み込み

要求があったブロックの数です。 

Large Temp File 監視間隔内に、一時ファイルが log_temp_files 以上のサイズで

生成された回数です。 

Largest Temp File Size 監視間隔内に、log_temp_files 以上のサイズで生成された一時

ファイルの最大サイズ[KB]です。 
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4.6.2. テーブル / パーティションテーブル 

テーブルもしくはパーティションテーブルに関連するデータベースオブジェクトの I/O 状

況に関する監視カウンタ群です。_Totalはシステムカタログの情報も含みます。 

% Blocks Hit Rate 監視間隔内に、このテーブルに関連するオブジェクトに対する

読み込み要求の内、バッファにヒットしたブロックの割合です。 

% Heap Blocks Hit 

Rate 

監視間隔内に、テーブルに対する読み込み要求の内、バッファに

ヒットしたブロックの割合です。 

% Index Blocks Hit 

Rate 

監視間隔内に、このテーブルのインデックスに対する読み込み

要求の内、バッファにヒットしたブロックの割合です。 

% Toast Blocks Hit 

Rate 

監視間隔内に、このテーブルの TOAST テーブルに対する読み

込み要求の内、バッファにヒットしたブロックの割合です。 

% Toast Index Blocks 

Hit Rate 

監視間隔内に、このテーブルの TOAST インデックスに対する

読み込み要求の内、バッファにヒットしたブロックの割合です。 

Blocks Hit 監視間隔内に、このテーブルに関連するオブジェクトに対する

読み込み要求時にバッファにヒットしたブロックの数です。 

Blocks Read 監視間隔内に、このテーブルに関連するオブジェクトに対する

物理読み込みが発生したブロックの数です。 

Blocks Request 監視間隔内に、このテーブルに関連するオブジェクトに対する

読み込み要求があったブロックの数です。 

Heap Blocks Hit 監視間隔内に、テーブルに対する読み込み要求時にバッファに

ヒットしたブロックの数です。 

Heap Blocks Read 監視間隔内に、テーブルに対する物理読み込みが発生したブロ

ックの数です。 

Heap Blocks Request 監視間隔内に、テーブルに対する読み込み要求があったブロッ

クの数です。 

Index Blocks Hit 監視間隔内に、このテーブルのインデックスに対する読み込み

要求時にバッファにヒットしたブロックの数です。 

Index Blocks Read 監視間隔内に、このテーブルのインデックスに対する物理読み

込みが発生したブロックの数です。 

Index Blocks Request 監視間隔内に、このテーブルのインデックスに対する読み込み

要求があったブロックの数です。 

Toast Blocks Hit 監視間隔内に、このテーブルの TOAST テーブルに対する読み

込み要求時にバッファにヒットしたブロックの数です。 

Toast Blocks Read 監視間隔内に、このテーブルの TOAST テーブルに対する物理

読み込みが発生したブロックの数です。 
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Toast Blocks Request 監視間隔内に、このテーブルの TOAST テーブルに対する読み

込み要求があったブロックの数です。 

Toast Index Blocks Hit 監視間隔内に、このテーブルの TOAST インデックスに対する

読み込み要求時にバッファにヒットしたブロックの数です。 

Toast Index Blocks 

Read 

監視間隔内に、このテーブルの TOAST インデックスに対する

物理読み込みが発生したブロックの数です。 

Toast Index Blocks 

Request 

監視間隔内に、このテーブルの TOAST インデックスに対する

読み込み要求があったブロックの数です。 

 

 

4.6.3. インデックス 

% Index Blocks Hit 

Rate 

監視間隔内に、インデックスに対する読み込み要求の内、バッ

ファにヒットしたブロックの割合です。 

Index Blocks Hit 監視間隔内に、インデックスに対する読み込み要求時にバッフ

ァにヒットしたブロックの数です。 

Index Blocks Read 監視間隔内に、インデックスに対する物理読み込みが発生した

ブロックの数です。 

Index Blocks Request 監視間隔内に、インデックスに対する読み込み要求があったブ

ロックの数です。 

 

4.6.4. シーケンス 

% Sequence Blocks Hit 

Rate 

監視間隔内に、シーケンスに対する読み込み要求の内、バッフ

ァにヒットしたブロックの割合です。 

Sequence Blocks Hit 監視間隔内に、シーケンスに対する読み込み要求時にバッファ

にヒットしたブロックの数です。 

Sequence Blocks Read 監視間隔内に、シーケンスに対する物理読み込みが発生したブ

ロックの数です。 

Sequence Blocks 

Request 

監視間隔内に、シーケンスに対する読み込み要求があったブロ

ックの数です。 
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4.7. Lock 

4.7.1. データベース 

データベースのロック取得状況に関する監視カウンタ群です。 

% Waited Lock Rate ロックウェイトしているトランザクションの割合です。 

Acquired Lock データベースのオブジェクトに対して、ロックが取得されてい

る数です。 

Waited Lock ロックウェイトしているトランザクションの数です。 

Deadlock 監視間隔内に、デッドロックが発生した回数です。 

Long Lock Wait 監視間隔内に、一定時間（deadlock_timeout）以上ロックウェイ

トした回数です。 

Longest Lock Wait 

Time 

監視間隔内に、一定時間（deadlock_timeout）以上を要したロッ

クウェイトの最大のウェイト時間[ミリ秒]です。 

 

4.8. Monitor 

4.8.1. サーバ 

本製品による監視の動作状況に関する監視カウンタ群です。 

Monitoring Status 情報収集機能が正常に動作したか確認する項目です。 
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4.9. Security 

4.9.1. データベース 

データベースへのアクセス状況に関する監視カウンタ群です。 

% Denied Connection 

Rate 

監視間隔内に、データベースに対する接続が失敗した割合です。 

Super User Access2 監視間隔内に、データベースに対するスーパユーザの接続が成

功した回数です。 

Total Connection 監視間隔内に、データベースに対して接続を要求した回数です。 

Denied Connection 監視間隔内に、データベースに対する接続が失敗した回数です。 

DDL Query3 監視間隔内に、DDL クエリが試行された回数です。 

 

4.9.2. ユーザ 

ユーザのアクセス状況に関する監視カウンタ群です。 

% Denied Connection 

Rate 

監視間隔内に、データベースに対する接続が失敗した割合です。 

Total Connection 監視間隔内に、データベースに対して接続を要求した回数です。 

Denied Connection 監視間隔内に、データベースに対する接続が失敗した回数です。 

DDL Query 監視間隔内に、DDL クエリを試行した回数です。 

User Definition 監視間隔内に、該当のユーザがデータベースユーザの登録/変更

/削除を試行した回数です。 

  

                                                      

2 PostgreSQL サーバの再起動直後は、正しい値が取得できない可能性があります。 

3 "DDL Query"、"User Definition"カウンタの動作について"log_min_error_statement"に

よって ERROR発生時にステートメントを表示するように設定している場合、失敗したス

テートメントもカウントしてしまうことがあります。 
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4.10. Replication 

4.10.1. レプリケーション 

レプリケーションの状況に関する監視カウンタ群です。 

Flush Delay トランザクションログの送信済み位置とスタンバイサーバのデ

ィスクに実際に書きだされた位置の差[Byte]です。 

Replay Delay トランザクションログの送信済み位置とスタンバイサーバで適

用された位置の差[Byte]です。 

Write Delay トランザクションログの送信済み位置とスタンバイサーバのデ

ィスクに書き出し要求された位置の差[Byte]です。 

 

4.11. Server 

4.11.1. サーバ 

サーバの運用状況に関する監視カウンタ群です。 

Conflict 監視間隔内に、ホットスタンバイデータベースにおいてリカバリと

の競合によりキャンセルされたクエリの数です。 

Operation Time データベースが起動してからの経過時間[秒]です。 

Status データベースが正常に稼動しているかを示します。データベースへ

の接続確認をしており、監視カウンタの値が 1の場合接続成功、0の

場合接続失敗を表します。 

Reload 監視間隔内に、データベースの設定ファイルの再読み込みを実行し

た回数です。 

Restart 監視間隔内に、データベースが再起動した回数です。 
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4.12. Session 

4.12.1. データベース 

データベースのコネクションの使用状況に関する監視カウンタ群です。 

% Established 

Connection Rate 

同時接続数の制限値（datconnlimit）に対する、現在使用されて

いるコネクション数の割合です。_Total は全体の制限値

（max_connections）に対する、現在使用されているコネクショ

ン数の割合です。 

Established Connection 現在接続されているコネクションの数です。 

Unexpected 

Disconnection 

監視間隔内に、不正に切断されたコネクションの数です。 

トランザクションを実行しているセッションの不正な切断のみ

検知します。 全てのセッションの不正切断を検知する場合は

log_min_messages を DEBUG1 に引き下げる必要があります。 

 

4.12.2. ユーザ 

ユーザのコネクションの使用状況に関する監視カウンタ群です。 

% Established 

Connection Rate 

同時接続数の制限値（rolconnlimit）に対する、現在使用されて

いるコネクション数の割合です。_Total は全体の制限値

（max_connections）に対する、現在使用されているコネクショ

ン数の割合です。 

Established Connection 現在接続しているコネクションの数です。 

Unexpected 

Disconnection 

監視間隔内に、不正に切断したコネクションの数です。 

トランザクションを実行しているセッションの不正な切断のみ

検知します。 全てのセッションの不正切断を検知する場合は

log_min_messages を DEBUG1 に引き下げる必要があります。 
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4.13. Slow Query 

4.13.1. データベース 

データベースのスロークエリの発生状況に関する監視カウンタ群です。 

Executing Query 

Time 

現在実行中のクエリのうち、最も長く実行されているクエリの開

始からの経過時間[ミリ秒]です。 

Slow Query 監視間隔内に、log_min_duration_statementで設定した値以上の

時間を要したクエリが実行された回数です。 

Slowest Query Time 監視間隔内に、log_min_duration_statementで設定した値以上の

時間を要したクエリのうち、最も時間を要したクエリの実行時間

[ミリ秒]です。 

Statement Cancel 監視間隔内に、ユーザによってキャンセルされたクエリの数で

す。 

Statement Timeout 監視間隔内に、タイムアウトしたクエリの数です。 

 

 

4.14. Transaction 

4.14.1. データベース 

データベースのトランザクションの実行状況に関する監視カウンタ群です。 

% Rollback Transaction 

Rate 

監視間隔内に、ロールバックしたトランザクションの割合で

す。 

Rollback Transaction 監視間隔内に、ロールバックしたトランザクションの数です。 

Transaction 監視間隔内に、実行されたトランザクションの数です。ロール

バックしたトランザクションも含みます。 

Current Transaction 現在同時実行されているトランザクションの数です。 

Executing Transaction 

Time 

実行中のトランザクションの中で、開始からの経過時間の最大

値[ミリ秒]です。 
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4.15. Tuple 

4.15.1. テーブル / パーティションテーブル 

テーブルもしくはパーティションテーブルの更新状況に関する監視カウンタ群です。

_Totalインスタンスはシステムカタログの情報も含みます。 

% HOT Update Rate 監視間隔内に、テーブルで更新されたタプルのうち、HOTが

活用された割合です。 

Dead Tuple Count テーブルに存在するデッドタプルの件数です。 

Live Tuple Count テーブルに存在する有効なタプルの件数です。 

N Tuples HOT 

Update 

監視間隔内に、テーブルで更新されたタプルのうち、HOTが

活用された件数です。 

N Tuples Delete 監視間隔内に、テーブルから削除されたタプルの件数です。 

N Tuples Insert 監視間隔内に、テーブルに挿入されたタプルの件数です。 

N Tuples Update 監視間隔内に、テーブルで更新されたタプルの件数です。 
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4.16. Vacuum 

4.16.1. サーバ 

サーバの VACUUM 運用に関する監視カウンタ群です。 

Auto Vacuum Cancel 監視間隔内に、autovacuumによるVACUUMまたはANALYZE

の実行が途中でキャンセルされた回数です。 

Long Auto Analyze 監視間隔内に、autovacuum による ANALYZE の処理時間が、

log_autovacuum_min_duration の設定値を超えた回数です。 

Long Auto Vacuum 監視間隔内に、autovacuum による VACUUM の処理時間が

log_autovacuum_min_duration の設定値を超えた回数です。 

Longest Auto Analyze 

Time 

監視間隔内に、 autovacuum から起動され、処理時間が

log_autovacuum_min_durationの設定値を超えたANALYZEの

内、最大の実行時間[ミリ秒]です。 

Longest Auto Vacuum 

Time 

監視間隔内に、 autovacuum から起動され、処理時間が

log_autovacuum_min_durationの設定値を超えたVACUUMの

内、最大の実行時間[ミリ秒]です。 

Remained Transaction 

ID 

トランザクション ID の周回が発生するまでの残りトランザク

ション数の内、データベース全体で最も少ない残りトランザク

ション数です。 

 

4.16.2. データベース 

データベースの VACUUM 運用に関する監視カウンタ群です。 

Remained Transaction 

ID 

トランザクション ID の周回が発生するまでの残りトランザク

ション数です。 

Time From Last 

Analyze DB4 

データベースに対する前回 ANALYZE実行時点からの経過時間

[秒]です。autovacuum による ANALYZE 実行を含みます。 

Time From Last 

Vacuum DB 

データベースに対する前回 VACUUM 実行時点からの経過時間

[秒]です。autovacuum による VACUUM 実行を含みます。 

 

 

 

                                                      

4 "Time From Last Analyze DB"、"Time From Last Vacuum DB"カウンタの動作について 

グローバルカタログに対する ANALYZE、および VACUUM は"template1(Database)"イン

スタンスのみに反映されます。 
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4.16.3. テーブル 

テーブルの VACUUM運用に関する監視カウンタ群です。 

% Dead Tuple Rate5 テーブルにおいてデッドタプル領域が占める割合です。

TOASTを含みます。 

% Fragmentation Rate テーブル内データの断片化の割合です。 

Time From Last Auto Analyze 

Table6 

autovacuum によるテーブルに対する前回 ANALYZE 実

行時点からの経過時間[秒]です。 

Time From Last Auto 

Vacuum Table6 

autovacuum によるテーブルに対する前回 VACUUM 実

行時点からの経過時間[秒]です。 

Time From Last Analyze 

Table6 

テーブルに対する前回 ANALYZE実行時点からの経過時

間[秒]です。autovacuum による ANALYZE 実行は含み

ません。 

Time From Last Vacuum 

Table6 

テーブルに対する前回 VACUUM 実行時点からの経過時

間[秒]です。autovacuum による VACUUM実行は含みま

せん。 

 

4.16.4. インデックス 

インデックスのページの状況に関する監視カウンタ群です。 

% Deleted Index Pages 

Rate 5 7 

インデックスのツリーから削除されたページの割合です。 

% Index Fragmentation 

Rate 5 7 

インデックスのリーフページの断片化の割合です。 

                                                      

5 これらのカウンタは、情報収集に貢献パッケージ(contrib)である pgstattuple を使用して

います。pgstattupleが導入されていない場合、正常に値を取得することができません。 

また、pgstattuple が提供する関数は実行に時間がかかる場合があるため、本カウンタ情報

収集は pg_monitor_autoコマンドによってのみ収集が実行されます。そのため、pg_monitor

で取得される値は、最新の値ではない場合があります。 

6 "Time From Last Auto Analyze Table"、"Time From Last Auto Vacuum Table"、"Time 

From Last Analyze Table"、"Time From Last Vacuum Table"カウンタの動作について 

過去に一度も ANALYZE、および VACUUM が実行されていない場合は、カウンタは-1 を

返却します。また、サーバの再起動や pg_stat_reset()の実行により統計情報がリセットさ

れた場合は、リセット以降に該当のテーブルの更新が発生し、かつ ANALYZE、および

VACUUM が検知されるまではカウンタ返却値が-1 になります。 

7 現時点では、当該カウンタは btreeインデックスのみサポートしています。それ以外の

インデックスに対して当該カウンタを有効にしても正しく値を取得することはできませ
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Avg. Index Density 5 7 インデックスのリーフページの平均密度です。 

 

4.17. Volume 

4.17.1. テーブルスペース 

テーブルスペースによるディスクの使用状況に関する監視カウンタ群です。 

% Tablespace Free Size 

Rate 

テーブルスペースが存在しているパーティションの空き領域の

割合です。 

Tablespace Free Size テーブルスペースが存在しているパーティションの空き領域サ

イズ[KB]です。 

Tablespace Used Size テーブルスペースが使用している領域サイズ[KB]です。 

 

4.17.2. データベース 

データベースのサイズに関する監視カウンタ群です。 

Database Used Size データベースが使用している領域サイズ[KB]です。 

 

4.17.3. テーブル / パーティションテーブル 

テーブルもしくはパーティションテーブルのサイズに関する監視カウンタ群です。_Totalイ

ンスタンスはシステムカタログの情報も含みます。 

Heap File Size TOASTを含めたテーブルのファイルサイズ[KB]です。 

 

4.17.4. インデックス 

インデックスのサイズに関する監視カウンタ群です。_Total インスタンスはシステムカタ

ログの情報も含みます。 

Index File Size インデックスのファイルサイズ[KB]です。 

 

  

                                                      

ん。 



  

３２ 

 

 

付録Ａ エラーメッセージ 

番号 メッセージ内容 説明 

I000 Success to process. 実行プログラムが正常終了した 

E001 Failed to connect to PostgreSQL. 情報収集機能が DB 問い合わせで接続

に失敗した 

E002 Failed to execute SQL. 情報収集機能が DB 問い合わせで SQL

実行に失敗した 

E003 Failed to browse the file ファイルの取得失敗 

E004 Failed to create or update the file ファイルの格納失敗 

E005 The execution command option is 

invalid 

実行コマンドのオプションが不正 

E006 The execution command option is 

inappropriate.Check the 

correspondence between the option 

value and the requested value 

オプションで指定した値の組み合わせ

が不適当。 

Fe.サーバ単位の監視項目(=指定するオ

ブジェクトがない)でオブジェクト名を

要求する 

E007 The performance value could not be 

calculated. 

性能値、標準出力の算出時にエラーが発

生した 

E008 Insufficient connection information 接続情報不足 

E009 unexpected error. プログラム上予期せぬエラー 

E010 The parameter name in the 

connection information management 

file "pg_monitor.ini" is wrong. 

接続情報管理ファイルのパラメータ名

が間違っている 

E011 The required "user" or "password" 

is missing from the connection 

information management file 

"pg_monitor.ini". 

接続情報管理ファイルに必須の user も

しくは password がない 

E012 the specified data does not exist 

in the file 

log_monitor_position.ini 

PostgreSQL ログファイルの管理ファイ

ルに有効なデータが存在しない 

E013 unexpected error in Log. error msg  MonitorCoreLogクラスでの想定外のエ

ラーを catch エラー文と共に出力する。 
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付録 B DB 設定 

設定名 条件 設定例 （ 初期値 ） 備考 

log_destination "stderr"を含むこと log_destination = 'stderr' （ 'stderr' ） メッセージログの出力先を設定する項

目です。メッセージログからの情報収集

を行うためには 'stderr' を設定してく

ださい。'stderr,syslog'や'stderr,eventlog'

のように、他の出力先を含むことに問題

はありません。 

logging_collector 有効 "on" であること logging_collector = on （ off ） メッセージログファイルの出力を有効

にする設定項目です。メッセージログか

らの情報収集を行うためには 'on'に設

定してください。 

log_directory 日本語文字を使用しな

いこと 

log_directory = 'log' （ 'log' ） メッセージログファイルの出力先ディ

レクトリを設定する項目です。メッセー

ジログからの情報収集を行うためには

条件に従い設定してください。 

log_filename ファイル名に 1 つ以上

の%エスケープを使用

すること 

ファイル名の末尾に%

エスケープを使用しな

いこと 

日本語文字を使用しな

いこと 

log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d.log' 

（ 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' ） 

メッセージログファイルの命名規則を

設定する項目です。メッセージログから

の情報収集を行うためには条件に従い

設定してください。 

log_min_messages ログレベルが"error"以

上に詳細であること 

log_min_messages = error （ notice ） メッセージログの出力レベルを設定す

る項目です。エラーの情報収集を行うた

めには条件に従い設定してください。設

定したログレベルによっていくつかの

カウンタが無効になります。ログレベル

に応じたカウンタの動作については、下

記の"log_min_messagesの設定レベルに

ついて"を参照ください。 

log_error_verbosity "verbose"以外であるこ

と 

log_error_verbosity = default （ default ） メッセージログの詳細度を設定する項

目です。メッセージログからの情報収集

を行うためには条件に従い設定してく

ださい。 

log_min_duration_statement "0"以上であること log_min_duration_statement = 10000 （ -1 ） 時間を要したクエリとその実行時間を

メッセージログに出力するための閾値

（ミリ秒単位）を設定する項目です。ス

ロークエリの情報収集を行うためには

条件に従い設定してください。設定値

（閾値）はシステムの要件に合うよう十

分に検討してください。 

log_connections 有効 "on" であること log_connections = on （ off ） クライアント接続のメッセージログ出

力を有効にする設定項目です。クライア

ント接続の情報収集を行うためには 

'on' に設定してください。 

log_duration 無効 "off" であること log_duration = off （ off ） クエリ実行時間のメッセージログ出力

を有効にする設定項目です。スロークエ

リの情報収集を行うためには 'off' に設

定してください。 

log_line_prefix "%d"および"%u"を含む

こと 

"%s"は使用しないこと 

%エスケープの項目間

に ,（カンマ） ;（セミ

コロン） のいずれかの

区切り文字を使用する

こと 

先頭に { [ ( のいずれ

かの括弧および末尾

に } ] ) のいずれかの

括弧を使用すること（括

弧の組み合わせは自由） 

日本語文字を使用しな

いこと 

log_line_prefix = '[ %t, %r, %d, %u ] '（ '%m 

[%p] ' ） 

メッセージログのプレフィックスの表

示規則を設定する項目です。メッセージ

ログからの情報収集を行うためには条

件に従い設定してください。 

log_statement "none"以外であること log_statement = 'ddl' （ 'none' ） メッセージログに出力したいクエリに

ついてその種類を設定する項目です。

DDL クエリなどの情報収集を行うため

には条件に従い設定してください。設定

値についてはシステムの要件に合うよ

う十分に検討してください。 
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設定名 条件 設定例 （ 初期値 ） 備考 

checkpoint_warning "1"以上であること checkpoint_warning = 60 （ 30 ） 一定時間内のチェックポイントの連続

発生をメッセージログに出力するため

の閾値（秒単位）を設定する項目です。

チェックポイント頻発の情報収集を行

うためには条件に従い設定してくださ

い。設定値（閾値）はシステムの要件に

合うよう十分に検討してください。 

log_checkpoints 有効 "on" であること log_checkpoints = on （ off ） チェックポイント開始/終了のメッセー

ジログ出力を有効にする設定項目です。

チェックポイントの実行時間などの情

報収集を行うためには 'on' に設定して

ください。 

log_lock_waits 有効 "on" であること log_lock_waits = on （ off ） 一定時間を超過したロックウェイトの

メッセージログ出力を有効にする設定

項目です。ロックウェイトの所要時間な

どの情報収集を行うためには 'on' に設

定してください。閾値としては、

deadlock_timeout の値が使用されます。 

log_temp_files "0"以上であること log_temp_files = 10000 （ -1 ） 一定サイズを超過した一時ファイルの

発生をメッセージログに出力するため

の閾値（KB 単位）を設定する項目です。

一時ファイルの情報収集を行うために

は条件に従い設定してください。設定値

（閾値）はシステムの要件に合うよう十

分に検討してください。 

track_counts 有効 "on" であること track_counts = on （ on ） 行単位・ブロック単位の統計情報収集を

有効にする設定項目です。ブロック

I/O、更新件数やアクセスプランなどの

情報収集を行うためには 'on' に設定し

てください。 

track_activities 有効 "on" であること track_activities = on （ on ） 実行中のトランザクションに関する統

計情報収集を有効にする設定項目です。

実行中トランザクション/クエリの経過

時間の情報収集を行うためには 'on' に

設定してください。 

autovacuum 有効 "on" であること autovacuum = on （ on ） autovacuum を有効にする設定項目で

す。autovacuum の有効化についてはシ

ステムの要件を十分に検討してくださ

い。 autovacuum が有効の場合は、

autovacuum の稼働状態についての情報

収集が可能になります。 

log_autovacuum_min_duration "0"以上であること log_autovacuum_min_duration = 10000 （ -1 ） 時間を要した autovacuum処理とその実

行時間をメッセージログに出力するた

めの閾値（ミリ秒単位）を設定する項目

です。autovacuum の実行時間の情報収

集を行うためには条件に従い設定して

ください。設定値（閾値）はシステムの

要件に合うよう十分に検討してくださ

い。 

statement_timeout "1"以上であること statement_timeout = 60000 （ 0 ） クエリをタイムアウトさせる閾値（ミリ

秒単位）を設定する項目です。タイムア

ウトを有効化する際の閾値については

システムの要件を十分に検討してくだ

さい。タイムアウトが有効の場合は、タ

イムアウトの発生についての情報収集

が可能になります。 

archive_command 空文字のみではないこ

と 

"unset"ではないこと 

"(disabled)"ではないこ

と 

archive_command =  'cp "%p" 

/mnt/server/archivedir/"%f"' （ '' ） 

トランザクションログのアーカイブ処

理に使用するコマンドを設定する項目

です。アーカイブ処理の有効化について

はシステムの要件を十分に検討してく

ださい。アーカイブ処理が有効の場合

は、アーカイブ処理の実行状況について

の情報収集が可能になります。 

archive_mode 有効 "on" であること archive_mode = on （ off ） トランザクションログのアーカイブ処

理を有効にする設定項目です。アーカイ

ブ処理の有効化についてはシステムの

要件を十分に検討してください。アーカ

イブ処理が有効の場合は、アーカイブ処

理の実行状況についての情報収集が可

能になります。 
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