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iDC向け統合リモート監視システム

Integrated Remote Monitoring System

統合リモート監視システムは，当社の統合リモート監視サービスpilotEyeを実現させるための中核をなすシス

テムで，インターネットに接続されている顧客システムの稼動状況データの収集，障害有無の判定，顧客への

障害通知という一連の作業をシステマチックに行うものである。本システムは，高信頼システムの構築，シス

テム維持運用など，インダストリアルオートメーションで培ったノウハウをIT分野に活かした監視システムで

ある。本稿では，統合リモート監視システムのシステム概要，システムアーキテクチャについて述べる。
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Integrated remote monitoring system is the core technology of "pilotEye"—an internet-based moni-

toring service. The system acquires operation-status information from client's network system con-

nected to the Internet, analyzes it and judges whether it has any malfunction. It also gives users the

alert of such malfunction in automatic. The system incorporates our many years of expertise in design-

ing and maintaining the high reliable control system in industrial automation business. This paper

describes the outlines and the architecture of the system.

1. は  じ  め  に

インターネットの普及に伴い，インターネットを利用

した様々なビジネス（以下，e-business）が急速に発展して

いる。e-business事業者にとってシステムダウンは分単位

で多大なビジネス機会の損失を生み，ひいては企業イ

メージダウンにつながりかねない。安定したサービスを

提供するためには，サイトを構成するサーバやネット

ワーク機器の運用・監視は必要不可欠である。

一方，24時間365日のシステム運用・監視を行うために

は専門知識を持つ技術者の養成や確保が必須であるとと

もに，膨大な維持コストがかかる。この問題を解決する

ために，アウトソーシングを活用することが有効であ

る。

アウトソーシングの方法としては，インターネット

データセンター（以下，iDC）を利用したシステム運用が

活発であるが，監視においては，企画当時にはiDCの環

境に適したリモート監視ツールに有用なものが存在せ

ず，企業に満足の行く監視サービスを提供するには至っ

ていなかった。そこで今回，iDCに設置されたサーバや

ネットワーク機器を，ハードウェア資源，ラック環境，

セキュリティなどを統合的に24時間365日リモートで監視

するシステムを開発した。

2. システム概要

本システムを核とした当社の統合リモート監視サービ

スpilotEyeは，顧客システムの稼動状態の監視および異

常発生時の迅速な通知を提供するサービス商品である。

このサービスの中核をなすのが統合リモート監視システ

ムである。統合リモート監視システムの全体像を図１に

示す。

本システムの監視対象はiDC内の顧客システムである。

この監視対象を，離れた場所にあるオペレーションセン

ターからインターネット経由で24時間365日リモート監視

を行い，顧客システムの異常を検知する。異常を検知し

た場合は，直ちに予め指定された連絡先に通知する。

オペレーションセンターと顧客の監視対象システムの

間には，システムのセキュリティを確保するためにファ

イアウォールが設置されている。統合リモート監視シス

テムではこのファイアウォールを境にして，大きく分け

て３つのタイプの監視方法を実現している。
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（1）ファイアウォール外部からの監視（図２）

ファイアウォールにて通過許可が設定されている

サービス（例：http：hypertext transfer protocol）を

ファイアウォールの外部から監視する。このタイプ

の監視では，Webサーバなどに対してエンドユーザ

視点によるサービス提供状況の監視が可能である。

（2）ファイアウォール内部からの監視（図３）

ファイアウォール内部に収集サーバを設置すること

により，ファイアウォール内部のサーバやネット

ワーク機器の監視が可能である。また，顧客のラッ

ク内にファシリティ監視用機器を設置することによ

り，ラック内環境を監視することができる。

（3）顧客システム内からの監視（図４）

顧客システムのサーバに監視用ソフトウェア（以下収

集エージェント）を導入することによって，OSのリ

ソース監視が可能となる。

現時点でサポートしている監視項目の一部を表１に

示す。

また，本システムは24時間365日常時顧客システムを監

視するという特性上，システム自体の連続稼動は必須で

あり，システムの信頼性にも十分配慮している。監視

データを格納するデータベースなど，統合リモート監視

システムを構成している重要箇所は冗長化しており，よ

り安定した監視を行うことができるようになっている。

3. システムアーキテクチャ

統合リモート監視システムは図５に示す機能群によっ

て構成している。

次に，各サーバの役割及びその上の機能を実装する上

で設計上留意した点に関し説明する。

（1）統合監視サーバ

統合監視サーバは，収集サーバに蓄積されている監

視データを吸い上げ，蓄積し，稼動状態をオペレー

タおよび顧客に通知する機能を有する。

・ 監視項目の階層管理

ネットワーク経由で監視を行う場合，ファイア

ウォール，ルータ等様々な通信機器を経由してサー

バの監視を行う。このため，ルータなどの中間の機

器に異常が発生した場合，末端のサーバで発生した

図１　統合リモート監視システム全体図
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ものと誤認されてしまう可能性がある。このことは

機器内部に関しても同様であり，ネットワークイン

タフェースカードの異常を内部プロセスの異常と誤

認する可能性がある。

本システムでは，この誤報を抑制するために監視項

目を階層管理し，異常発生個所より下位層のアラー

ムは発生個所のアラーム情報に集約させ，異常を通

知しないようにした。これにより，迅速な異常個所

の特定や誤報の低減を図っている。

・ Ping/ポート監視の判定ロジック

インターネット上では，数多くの機器が様々なプロ

トコルで通信を行っており，常に安定した監視を行

うことは不可能である。このため，単に定期的に監

視を行うだけでは他の機器間の通信による不通状態

が発生してしまい，この一時的な状態を異常と判断

してしまう状況が発生する。しかしながら，この不

通状態は一時的なものであり，一般的には数秒ほど

で復帰する。この一時的な状況に因らず，確実に異

常を見つけるために，複数回の試行において既定回

数以上の応答の有無によって正常か異常かを判断す

るようにした。また，この試行回数及びしきい回数

は監視対象機器毎に設定可能であり，顧客機器の

ネットワーク状況に応じた監視を行うことが可能で

ある。

・ 異常判定とアラームレベル

本システムでは，各監視項目を４つのしきい値（上上

限警報，上限警報，下限警報，下下限警報）を用いて

判定し，それぞれのしきい値を超えた警報を３段階の

レベル（重警報，中警報，軽警報）で管理している。こ

れにより監視項目の性質や対応策に応じた柔軟な管理

が可能である。また，しきい値判定にはヒステリシス

を設定することができ，頻繁に変動する値に関して確

度の高い判定を可能としている。（図６）

・ 集約機能

障害が発生した場合に最も気になる点は，発生直前

の稼動状態である。この情報は詳しいほど望ましい

が，正常時にまで同じ精度で保存していては，大容

量のストレージ装置が必要になってしまう。このた

め，本システムでは短周期で収集したデータを一定

期間毎に集約し，長周期データを生成する機能を

持っている。これにより，正常時には長周期データ

を保存・閲覧し，障害時には短周期のデータを保

存・閲覧することが可能となっている。

（2）収集サーバ

収集サーバは，顧客サーバ及び顧客通信機器の定周

期監視と，異常発生時のイベント受信による監視機

能を有する。

・ SNMPによる統合監視

顧客サーバ内部及び外部からのデータ収集には，
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ネットワーク機器の監視・制御業界の標準プロトコ

ルであるSNMP（Simple Network Management

Protocol）を採用した。これにより，当社開発の収集

エージェントによる監視のみならず，標準M I B

（Management Information Base）情報による監視，

他社製監視システム（Compaq社製Insight Manager

やHP社製OpenViewなど）や各種アプリケーション

との融合，各種機器情報の統合管理が可能である。

また，業界標準プロトコルを採用したことにより，

将来監視項目が追加された場合にも容易に対応する

ことが可能である。

（3）収集エージェント

収集エージェントは，顧客サーバ内で動作し，CPU

使用率などサーバのリソースデータの収集を行う。

収集データは収集サーバに対しSNMPで送信する。

（4）通信機能

・ 専用通信プロトコル

今日，インターネットに公開するサーバを設置する

際に，セキュリティへの配慮は非常に重要な事項で

ある。よって，監視機器を設置することにより顧客

ネットワークのセキュリティレベルが低下すること

は避けなければならない。本システムでは，セキュ

リティリスクを回避するため，監視機器間の通信に

は単一ポートのみを使用し，またインターネット上

に流れる通信伝文は，全て暗号化するようにしてい

る。また，同一IPアドレスの通信相手（IPマスカレー

ドによるIPアドレス共有を行ったサーバ）を割り付け

ることを可能とすることで，不用意に多くのグロー

バルIPを消費することのないよう配慮している。

・ データ通信タイプ

監視サーバと収集サーバとの間の通信には，監視

サーバ側からの要求に収集サーバが応答する形の

ポーリング型通信と，収集サーバ側からの一方的な

イベント型通信の２つの方式を採用している。具体

的には，定周期による稼動状況データの収集には

ポーリング型の通信を用い，異常が発生した場合に

はイベント型によって通知するように使い分けてい

る。これにより，異常が発生していない間のネット

ワーク負荷の低減と，速報性の確保を行っている。

（5）共通機能

・ システム自体の稼動チェック

本システムは冗長化を考慮して設計している。しか

し，どのように堅牢なシステムであっても，構成機

器の障害やソフトの障害などの阻害要因によって，

100%の可用性を長期に亘って保証できるシステムの

構築は不可能である。このため，本システムではシ

ステム自体の健全さを監査する機構を，システムと

は独立したものとして構築している。これにより，

システムの障害検知，監視サービス停止期間の短縮

を図っている。

4. お  わ  り  に

2001年10月現在，本システムが提供しているサービス

はマネジメントサービスに限られている。一方，昨今の

サーバは常にクラッカーによる不正侵入などの犯罪行為

にさらされており，社会的な問題にもなっている。これ

らのことから，我々としては今のシステムに以下のよう

な機能追加を図っていきたい。

（1）セキュリティ監視の強化

現在のシステムは，当社の不正侵入検知システムIS

シリーズ（3）からSNMPトラップを受信することに

よって不正侵入を検知することが可能であるが，不

正侵入の内容を知るためには専用のコンソール上で

確認する必要がある。しかし，監視という見地から

は，複数のコンソールを見回す煩雑さを避けて一元

的に管理できることが望ましい。今後は，ISシリー

ズとの有機的な結合を実現することによって，セ

キュリティ監視機能の強化を図る。

また，Web ページの改竄検知・修復機能，プラント

セキュリティへの対応も図っていきたい。

（2）IPv6のサポート

IPv4におけるIPアドレスの枯渇問題やセキュリティ

面での脆弱さが指摘され始めて以来，IPv6を利用し

たネットワーキングの普及が現実味を帯びてきた。

IPv6はセキュリティ面での配慮がなされているな

ど，顧客にとってもメリットがある。pilotEyeを

IPv6対応とすることでシステムの柔軟性が高まり，

顧客にメリットをもたらすと考える。

さらには，現在の不具合検出を発展させ，異常終了な

いしは機能停止したプロセスを自動的に再起動する機能

が持たせられれば，顧客にとっても多大なメリットにな

ると確信する。
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