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はじめに

『Sun ZFS Storage 7000 Analyticsガイド』には、Oracle社の Sun ZFS Storage 7000シ
リーズのNASアプライアンスに対するAnalyticsの概念および手順についての説明が
含まれています。

このドキュメントは、アプライアンスのブラウザユーザーインタフェースの使用中
に「ヘルプ」ボタンからアクセスできます。アプライアンスのドキュメントは、本
書に記載されているシステム更新手順を使用して更新できます。

本書の対象読者
これらの注意事項は、Sun ZFS Storage 7000アプライアンスを保守して使用する
ユーザーおよびシステム管理者を対象としています。

サードパーティーのWebサイトの参照
このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテン
ツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することが
あります。

注 –オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関し
て一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連
会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損
失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Oracleサポートへのアクセス
Oracleのお客様は、My Oracle Supportを通して電子サポートにアクセスできます。詳
細については、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたは聴
覚に障害をお持ちの場合は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

を参照してください。
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書体と記号について
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用し
ます。

表P–1 書体と記号について

書体または記号 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレクトリ
名、画面上のコンピュータ出力、コード例

使用可能なアクションを表示す
るには helpコマンドを使用しま
す。

Last login: Mon Oct 13 15:43:05

2008 from kiowa

AaBbCc123 スクリーンに表示されるコンピュータの出
力に対比した、ユーザーの入力

caji console login: root

Password:

aabbcc123 プレースホルダ:実際の名前または値に置
き換えます

個々のプロパティーを表示する
には、get propertynameを使用し
ます。

AaBbCc123 書名、新規単語、強調する単語を示します 『ユーザーズガイド』の第 6章
を参照してください。

キャッシュは、ローカルに格納
されたコピーです。

ファイルを保存しないでくださ
い。

注:一部の強調された項目はオン
ラインでは太字で表示されま
す。

コマンドのCLIプロンプトの例
次の表に、アプライアンスのコマンド行インタフェースでのデフォルトのプロンプ
トを示します。

表 P–2 CLIプロンプト

種別 プロンプト

アプライアンスCLI machine_name:>

はじめに
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はじめに

Analytics

分析を使用してCPU利用率とNFSv3動作待ち時間を検査します

1第 1 章
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はじめに
Sun ZFS Storageアプライアンスには、高度なDTraceベースのサーバー分析機能が搭
載されているため、オペレーティングシステムスタックの異なる層を詳細に分析で
きます。Analyticsによって、さまざまな統計のグラフがリアルタイムで提供さ
れ、保存してあとで表示できます。これは長期の監視と短期の分析の両方用に設計
されています。

■ 概念 -分析の概要
■ オーバーヘッド -統計のパフォーマンスオーバーヘッド
■ 統計 -使用可能な統計について
■ Open Worksheets -分析を表示するためのメインページ
■ 保存されたワークシート -保存された分析ワークシート
■ データセット -分析の統計の管理
■ 設定 -データ保持ポリシーの定義

概念

Analytics
Analyticsはさまざまな統計をリアルタイムでグラフ化し、このデータをあとで表示
できるようにするために記録する高度な機能です。これは長期の監視と短期の分析
の両方用に設計されています。必要な場合、DTraceを使用してカスタム統計を動的
に作成し、オペレーティングシステムスタックの異なる層を詳細に分析できます。

次のトピックではAnalyticsの動作方法の概要について説明し、詳細なセクションへ
のリンクを示します。

ドリルダウン分析
Analyticsは、ドリルダウンAnalyticsと呼ばれる効果的なパフォーマンスAnalytics手
法を中核として設計されています。この手法では、上位レベルの統計を最初に
チェックし、得られた情報に基づいて詳細な統計に的を絞ります。これによ
り、もっとも可能性の高い領域にすばやく的を絞り込むことができます。

たとえば、パフォーマンスの問題が発生すると、次の上位レベル統計が最初に
チェックされます。

■ Network bytes/sec
■ NFSv3 operations/sec
■ Disk operations/sec
■ CPU utilization

概念
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Network bytes/secは通常レベルであることがわかり、disk operationsとCPU utilization
も同様でした。NFSv3 operations/secが比較的高かったため、NFS動作のタイプが次に
チェックされ、「read」タイプだとわかりました。ここまでで、「NFS operations/sec
of type read」というような名前の統計にドリルダウンし、この統計が通常よりも高い
ことがわかりました。

ほかのシステムでは利用可能な統計はこの時点で終わることもありますが、この
Analyticsではさらに深くドリルダウンできます。「NFSv3 operations/sec of type
read」をさらにクライアント別に表示できます。つまり、単一のグラフではな
く、NFSクライアントごとに個別のグラフを表示できます(これらの別々のグラフを
合計すると、元の統計になります)。

ここで、「kiowa」というホストがNFS読み取りの大部分を占めているとしま
す。Analyticsを使用してドリルダウンすることで、このクライアントが読み取って
いるファイルを表示できます。統計は、「NFSv3 operations/sec of type read for client
kiowa broken down by filename」となります。この項目により、kiowaはNFS
サーバーのすべてのファイルを読み取っていることがわかります。この情報を使用
すると、kiowaの所有者に説明を求めることができます。

上記の例はAnalyticsで実行でき、必要な場合はさらにドリルダウンできます。要約
すると、ここでは次の統計を検討しました。

■ 「NFSv3 operations/sec」
■ 「NFSv3 operations/sec by type」
■ 「NFSv3 operations/sec of type read by client」
■ 「NFSv3 operations/sec of type read for client kiowa broken down by filename」

これらはAnalyticsで作成および表示される統計の名前になります。

Statistics
Analyticsでは、ユーザーは興味のある統計を選んでカスタムワークシートに表示で
きます。Analyticsで使用できる統計は次のとおりです。

■ デバイスおよび方向ごとのネットワークデバイスのバイト数

■ ファイル名、クライアント、シェア、タイプ、オフセット、サイズ、および待ち
時間ごとのNFS動作

■ ファイル名、クライアント、シェア、タイプ、オフセット、サイズ、および待ち
時間ごとの SMB動作

■ タイプ、ディスク、オフセット、サイズ、および待ち時間ごとのディスク動作

■ CPU ID、モード、およびアプリケーションごとのCPU利用率

概念
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統計の一覧表示については「Open Workshetes」ビューを参照し、詳細分析の有効化
については「Preferences」ビューを参照してください。詳細分析を有効にすると、さ
らに多くの統計を使用できます。統計のページでは、使用可能な統計についてより
詳細に説明します。

データセット
データセットとは、特定の統計に存在するすべてのデータのことです。データ
セットには次のものが含まれます。

■ 統計がオープンされたかアーカイブされたため、メモリー内にキャッシュされて
いる統計データ。

■ ディスクにアーカイブされた統計データ。

データセットは「Datasets」ビューで管理できます。

処理
統計およびデータセットに対して次の処理を実行できます。

処理 説明

開く 統計からの読み取り (1秒ごと)を開始し、値をデータセットとしてメモ
リー内にキャッシュします。「Open Worksheets」では、統計はこの
ビューに追加されたときに開かれ、リアルタイムでグラフ化されます。統
計が表示されている間はデータはメモリーに保持されます。

閉じる 統計ビューを閉じ、メモリー内にキャッシュされていたデータは破棄され
ます。

アーカイブ 統計を永続的に開いてディスクにアーカイブするように設定します。統計
がすでに開いている場合、メモリーにキャッシュされてるすべてのデータ
もディスクにアーカイブされます。統計をアーカイブすると、永続データ
セットが作成され、「Datasets」ビューに表示されます (「on disk」の値が 0
でないもの)。この方法によって統計は 24時間週 7日記録され、過去の数日
間、数週間、数か月間のアクティビティーをあとで表示できます。

概念
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処理 説明

データ破棄 特定の統計に格納されるデータの量を管理します。データセット全体を破
棄するように選択することも、アーカイブされたデータのう
ち、秒、分、時間のいずれかの粒度を削除するように選択することもでき
ます。上位の粒度を削除する場合は、下位の粒度も削除する必要がありま
す。たとえば分粒度を削除する場合は、秒粒度も削除する必要がありま
す。データセット全体を破棄しないように選択した場合は、古いデータを
破棄して新しいデータのみを保持することができます。「Older than」テキ
ストボックスに整数値を入力し、時間の単位 hours、days、weeks、または
monthsを選択します。たとえば選択した統計について格納されたデータの
うち 3週間分のみを保持する場合、「Older than」テキストボックス
に「3」と入力し、ドロップダウンメニューから「weeks」を選択します。

中断 統計のアーカイブを一時停止します。新しいデータは読み取られません
が、既存のディスクアーカイブはそのままに維持されます。

再開 前に中断された統計を再開し、データの読み取りとアーカイブへの書き込
みを続行します。

ワークシート
ワークシートは統計がグラフ化される BUI画面です。複数の統計を同時に表示で
き、ワークシートにタイトルを付けてあとで表示するために保存できます。ワーク
シートを保存する操作によって、オープン中のすべての統計のアーカイブ処理が自
動的に実行されます。つまり、統計が開いていれば、統計の読み取りおよびアーカ
イブが際限なく続けられます。

ワークシートの操作方法についてはOpen Worksheetsのセクションを参照し、以前保
存したワークシートを管理するには保存されたワークシートのセクションを参照し
てください。

概念
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Analyticsのインタフェース

Open Worksheets

Analyticsを使用してCPU利用率とNFSv3動作待ち時間を検査します

2第 2 章
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ワークシート
これはAnalyticsのメインインタフェースです。Analyticsの概要については概念を参
照してください。

ワークシートは複数の統計をグラフ化できるビューです。このページ上部のスク
リーンショットには、次の 2つの統計が表示されています。

■ CPU: percent utilization broken down by CPU identifier -グラフとして
■ Protocol: NFSv3 operations per second broken down by latency -量子化プロットとして

スクリーンショットをクリックすると拡大表示されます。次のセクションでは、こ
のスクリーンショットに基づいてAnalyticsを紹介します。

グラフ
スクリーンショットのCPU利用率統計はグラフとして描画されます。グラフには次
の機能があります。

■ 左パネルには、グラフのコンポーネントが一覧表示されます (ある場合)。このグ
ラフは「... broken down by CPU identifier」であるため、左パネルにはCPU識別子
が一覧表示されます。表示されているウィンドウ (または選択された時間)内にア
クティビティーを持つコンポーネントのみが左側に一覧表示されます。

■ 左パネルのコンポーネントをクリックすると、メインプロットウィンドウ内の対
応するデータを強調表示できます。

■ 左パネルのコンポーネントを Shiftキーを押しながらクリックすると、複数のコ
ンポーネントを同時に強調表示できます (この例では、4つすべてのCPU識別子
が強調表示されます)。

■ 左パネルのコンポーネントを右クリックすると、使用可能なドリルダウンを表示
できます。

■ 左パネルのコンポーネントは最初は 10件のみ表示され、そのあとに「...」が表示
されます。「...」をクリックすると、続きが表示されます。クリックし続けると
リストが完全に展開されます。

■ 右側のグラフウィンドウをクリックすると、ある時点の状態を表示できます。ス
クリーンショットの例では、15:52:26が選択されています。一時停止ボタンをク
リックしてズームアイコンを押すと、選択された時間にズームします。時間テキ
ストをクリックすると、垂直の時間バーが除去されます。

■ ある時点を強調表示すると、左パネルのコンポーネントには、その時点での詳細
情報のみが一覧表示されます。左のボックスの上には「At 15:52:26:」というテキ
ストが表示されており、コンポーネントの詳細が示す内容を表しています。時間
が選択されない場合、「Range average:」というテキストが表示されます。

■ Y軸はグラフのもっとも高いポイントに合わせて自動調整されます (ただし、利
用率統計の場合は 100%に固定されます)。
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■ 折れ線グラフボタン を押すと、このグラフは塗りつぶしのない折れ線だけを
作図したものに変更されます。これはいくつかの理由から便利な場合がありま
す。塗りつぶした場合に詳細な情報が失われることがあり、折れ線グラフを選択
すると解像度が改善されます。また、この機能はコンポーネントグラフで垂直
ズームを行う場合にも使用できます。最初に左側で 1つ以上のコンポーネントを
選択し、次に折れ線グラフに切り替えます。

量子化プロット
スクリーンショットのNFS待ち時間統計は量子化プロットとして描画されます。こ
の名前はデータが収集および表示される方法を表しています。統計を更新するたび
に、データはバケットに量子化され、図表のブロックとして描画されます。その秒
におけるバケットのイベントが多いほど、ブロックは濃く描画されます。

スクリーンショットの例では、NFSv3の動作が 9ミリ秒を超えて広がり (Y軸は待ち
時間)、イベントがある程度発生して待ち時間が 1ミリ秒未満に低下したことを示し
ています。別の統計を作図しても待ち時間の低下を説明できます。つまり、ファイ
ルシステムのキャッシュヒット率がミスにより徐々に減少してこの時点でゼロにな
り、ワークロードがディスクからランダムに読み込まれ (0 - 9ミリ秒以上の遅延時
間)、DRAMにキャッシュされていたファイルの読み取りに切り替わります。

量子化プロットは I/O待ち時間、I/Oオフセット、I/Oサイズに使用され、次の機能
を提供します。

■ 平均、最大、または最小だけでないデータプロファイルの詳細な理解により、す
べてのイベントを可視化し、パターン識別を促進します。

■ 垂直外れ値の除去。この機能がない場合、Y軸はもっとも高いイベントを含むた

め、常に圧縮して表示されます。外れ値の除外アイコン をクリックする
と、外れ値を除去するさまざまな割合を切り替えることができます。このアイコ
ンにマウスを合わせると、現在の値が表示されます。

■ 垂直ズーム:左のボックスのリストから低いポイントをクリックし、Shiftキーを
押しながら高いポイントをクリックします。ここで外れ値の除外アイコンをク
リックして、この範囲をズームします。

階層の表示
ファイル名別のグラフには特別な機能があり、「Show hierarchy」のテキストが左側
に表示されます。クリックすると、トレースされたファイル名の円グラフとツ
リービューが使用可能になります。

次のスクリーンショットに階層ビューを示します。

Open Worksheets
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グラフに見られるように、左パネルでは統計の内訳に基づいてコンポーネントが表
示され、この例ではファイル名ごとに表示されています。左パネルではファイル名
が長すぎることもあり、左パネルとグラフの間のディバイダーをクリックしてド
ラッグすることによってパネルを拡張するか、階層ビューを使用します。

階層ビューには次の機能があります。

■ ファイルまたはディレクトリ名の横にある「+」および「-」をクリックし
て、ファイルシステムをブラウズできます。

■ ファイル名およびディレクトリ名をクリックすると、対応するコンポーネントが
メイングラフ内で表示されます。

■ このスクリーンショットに表示されているように、Shiftキーを押しながらパス名
をクリックすると、複数のコンポーネントを一度に表示できます。

■ 左の円グラフは、各コンポーネントの全体に対する比率を示します。

■ 円グラフの一部をクリックすると強調表示されます。

■ グラフが一時停止しない場合、データはスクロールされ続けます。「Refresh
hierarchy」をクリックすると、グラフ内に表示されるデータを反映して階層
ビューをリフレッシュできます。

階層ビューを閉じるには、右の閉じるボタンをクリックします。

共通
次の機能はグラフと量子化プロットで共通する機能です。
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■ 高さは拡張できます。グラフ中央の下にある白い線を探し、クリックして下向き
にドラッグします。

■ 幅は使用しているブラウザのサイズに合うように拡張されます。
■ 移動アイコン をクリックすると、統計の垂直位置が切り替わります。

背景のパターン
グラフは通常、白い背景に対してさまざまな色で表示されます。データが何らかの
理由で利用できない場合、グラフはデータが利用できない特定の理由を示す次のパ
ターンで塗りつぶされます。

■ グレーのパターンは、指定された統計が、指定された期間について記録され
なかったことを示します。これは、ユーザーが統計を指定しなかったか、データ
収集が明示的に中断されたことが原因です。

■ 赤色のパターンは、その期間中にデータ収集が利用できなかったことを示し
ます。これは、示された期間中にシステムがダウンした場合にもっともよく見ら
れます。

■ オレンジ色のパターンは、指定された統計の収集中に予期しない障害が
あったことを示します。これはいくつかの異常な条件によって発生することがあ
ります。これがたびたび発生するか、重大な状況の場合、認定を受けたサポート
リソースに連絡をとるか、サポートバンドルを送信してください。

ワークシートの保存
ワークシートは保存してあとで表示できます。その副次的効果として、表示可能な
すべての統計がアーカイブされます。つまり、保存されたワークシートを閉じたあ
とも、ワークシートは新しいデータを保存し続けます。

ワークシートを保存するには、「Untitled worksheet」テキストをクリックして名前を
付け、ローカルナビゲーションバーから「Save」をクリックします。保存された
ワークシートは、保存されたワークシートのセクションで開いて管理できます。

ツールバーリファレンス
ボタンのツールバーは統計のグラフの上に表示されます。機能のリファレンスを次
に示します。

アイコン クリック Shiftキーを押しながらクリック

時間を戻します (左へ移動) 時間を戻します (左へ移動)
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アイコン クリック Shiftキーを押しながらクリック

時間を進めます (右へ移動) 時間を進めます (右へ移動)

現在まで進めます 現在まで進めます

一時停止 一時停止

ズームアウトします ズームアウトします

ズームインします ズームインします

1分間を表示します 2分、3分、4分と表示し
ます

1時間を表示します 2時間、3時間、4時間と
表示します

1日を表示します 2日、3日、4日と表示し
ます

1週間を表示します 2週間、3週間、4週間と
表示します

1か月を表示します 2か月、3か月、4か月と
表示します

最小値を表示 次の最小値、その次の最
小値、という具合に表示
します

最大値を表示 次の最大値、その次の最
大値、という具合に表示
します

折れ線グラフを表示しま
す

折れ線グラフを表示しま
す

山型グラフを表示 山型グラフを表示

外れ値を除外します 外れ値を除外します

ワークシートとこの統計
を同期します

ワークシートとこの統計
を同期します

ワークシートの統計の同
期を解除します

ワークシートの統計の同
期を解除します
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アイコン クリック Shiftキーを押しながらクリック

ドリルダウンします 虹色に強調表示します

統計データを保存します 統計データを保存します

統計データをエクス
ポートします

統計データをエクス
ポートします

ボタンの上にマウスを合わせると、クリック時の動作を説明するツールチップが表
示されます。

CLI
分析統計をCLIから表示できます。次を参照してください。

■ データセットの読み取り -使用可能なデータセットから最近の統計を一覧表示し
ます。

■ 保存されたワークシート:CLI -ワークシートをCSVにダンプする方法を示しま
す。自動化スクリプトに適している場合があります。

ヒント
■ 興味のあるイベントを表示しているワークシートを保存するとき、まず統計を一
時停止するようにしてください。すべての統計を同期してから一時停止を押しま
す。それ以外の場合、グラフはスクロールし続けるため、あとでワークシートを
開いたときにイベントが画面に表示されなくなることがあります。

■ 問題を事後的に分析する場合、すでにアーカイブされたデータセットに制限され
ます。時間軸が同期されていれば、データセット間で視覚による相関付けを行う
ことができます。異なる統計で同じパターンが見られる場合、関連したアク
ティビティーである可能性が高くなります。

■ 月単位よりも長いビューにズームアウトする場合、時間がかかることがありま
す。Analyticsでは長い期間のデータを管理する優れた能力を備えていますが、長
い期間にズームアウトするときに遅延が生じることがあります。
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タスク

BUI

▼ 動作タイプ別のNFSv3または SMBの監視

追加アイコンをクリックします。

「NFSv3 operations」または「SMB operations」の行をクリックします。

「Broken down by type of operation」をクリックします。

▼ 待ち時間別のNFSv3または SMBの監視

追加アイコンをクリックします。

「NFSv3 operations」または「SMB operations」の行をクリックします。

「Broken down by latency」をクリックします。

▼ ファイル名別のNFSv3または SMBの監視

追加アイコンをクリックします。

「NFSv3 operations」または「SMB operations」の行をクリックします。

「Broken down by filename」をクリックします。

表示されるデータが多すぎる場合、左側の「Show hierarchy」のテキストをクリック
すると、グラフ内でトレースされているパス名についての円グラフとツ
リービューが表示されます。

グラフ内のデータのスクロールによって、円グラフとツリービューが最新状態を反
映しなくなったら、「Refresh hierarchy」をクリックします。

▼ ワークシートの保存

「Untitled worksheet」のテキストをクリックし、カスタム名を入力します

ローカルナビゲーションバーから「Save」をクリックします。

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2
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保存されたワークシート

はじめに
Open Worksheetsは、少なくとも次の理由で保存できます。

■ 興味のある統計を表示するカスタムのパフォーマンスビューを作成するため。
■ あとの分析でパフォーマンスイベントを調査するため。ワークシートを特定のイ
ベントで一時停止して保存することで、ほかの人があとでワークシートを開いて
イベントを調べることができます。

プロパティー
保存されたワークシートには次のプロパティーが格納されます。

フィールド 説明

名前 保存されたワークシートの構成可能な名前。これはOpen Worksheets
ビューの上部に表示されます

Comment オプションのコメント (BUIでのみ表示されます)

所有者 ワークシートを所有するユーザー

Created ワークシートが作成された時間

Modified ワークシートが最後に変更された時間 (CLIでのみ表示されます)

BUI
保存されたワークシートエントリにマウスを合わせると、次のコントロールが表示
されます。

アイコン 説明

このワークシートを含むサポートバンドルをアップロードし、サポートプ
ロバイダによるシステムのオフライン分析が可能になります。バンドルを
アップロードするようサポート担当者から明示的に依頼された場合のみ実
行する必要があります。

このワークシートに保存されたデータセットを、Open Worksheetsの現在の
ワークシートに追加します

ワークシートを編集して名前とコメントを変更します

保存されたワークシート
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アイコン 説明

ワークシートを削除します

エントリをシングルクリックするとワークシートが開きます。ワークシートが
ずっと過去の時点で一時停止された場合や、ワークシートが多くの日数に及ぶ場
合、アプライアンスは統計データをディスクからメモリーに読み出す必要があるた
め、数秒かかることがあります。

CLI
ワークシートの保守アクションは、analytics worksheetsコンテキストで使用できま
す。現在保存されているワークシートを表示するには、showを使用します。

walu:> analytics worksheets

walu:analytics worksheets> show

Worksheets:

WORKSHEET OWNER NAME

worksheet-000 root 830 MB/s NFSv3 disk

worksheet-001 root 8:27 event

ワークシートを選択して、さらに詳細な情報を表示できます。ここでは、保存され
たワークシートから統計の 1つをダンプし、CSV形式で取得します。

walu:analytics worksheets> select worksheet-000

walu:analytics worksheet-000> show

Properties:

uuid = e268333b-c1f0-401b-97e9-ff7f8ee8dc9b

name = 830 MB/s NFSv3 disk

owner = root

ctime = 2009-9-4 20:04:28

mtime = 2009-9-4 20:07:24

Datasets:

DATASET DATE SECONDS NAME

dataset-000 2009-9-4 60 nic.kilobytes[device]

dataset-001 2009-9-4 60 io.bytes[op]

walu:analytics worksheet-000> select dataset-000 csv

Time (UTC),KB per second

2009-09-04 20:05:38,840377

2009-09-04 20:05:39,890918

2009-09-04 20:05:40,848037

2009-09-04 20:05:41,851416

2009-09-04 20:05:42,870218

2009-09-04 20:05:43,856288

2009-09-04 20:05:44,872292

2009-09-04 20:05:45,758496

2009-09-04 20:05:46,865732
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2009-09-04 20:05:47,881704

[...]

SSHを介した自動のCLIスクリプトを使用してAnalytics統計を収集する必要がある
場合、必要な統計を含む保存されたワークシートを作成し、あとでこの方法に
よって読み取ることができます。これはCLIから分析を表示する 1つの方法で
す。データセットの読み取りも参照してください。

保存されたワークシート
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統計およびデータセット

Statistics

はじめに
Analytics統計では驚くほどのアプライアンス可観測性が提供され、アプライアンス
がどのように動作しているか、およびネットワーク上のクライアントがどのように
アプライアンスを使用しているかが表示されます。

説明
Analyticsで提供される統計は単純明快に見えますが、統計の意味を解釈するにあ
たって注意する必要のある追加の詳細情報があります。このことは特に、統計の正
確な理解が必要になることの多いパフォーマンス分析にあてはまります。これより
あとのページでは、次に示す使用可能な統計および内訳について説明します。

Analytics
■ CPU: Percent utilization *
■ Cache: ARC accesses *
■ Cache: L2ARC I/O bytes
■ Cache: L2ARC accesses
■ Data Movement: NDMP bytes transferred to/from disk
■ Data Movement: NDMP bytes transferred to/from tape
■ Data Movement: Shadow migration bytes
■ Data Movement: Shadow migration ops
■ Data Movement: Shadow migration requests
■ Disk: Disks *
■ Disk: I/O bytes *

3第 3 章
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■ Disk: I/O operations *
■ Network: Device bytes
■ Network: Interface bytes
■ Protocol: SMB operations
■ Protocol: Fibre Channel bytes
■ Protocol: Fibre Channel operations
■ Protocol: FTP bytes
■ Protocol: HTTP/WebDAV requests
■ Protocol: iSCSI bytes
■ Protocol: iSCSI operations
■ Protocol: NFSv2 operations
■ Protocol: NFSv3 operations
■ Protocol: NFSv4 operations
■ Protocol: SFTP bytes
■ Protocol: SRP bytes
■ Protocol: SRP operations

*読むことを推奨します

Advanced Analytics
これらの統計は、「Preferences」でAdvanced Analyticsが有効になっている場合にの
み表示されます。これらの統計は関心を持たれることが少なく、一般的にシステム
可観測性のためには必要ではありません。これらは動的であることが多く、高い
オーバーヘッドを発生させる可能性があり、システムの複雑な領域を明らかにする
ものであるため、正しく理解するには追加の専門知識が必要になります。

■ CPU: CPUs
■ CPU: Kernel spins
■ Cache: ARC adaptive parameter
■ Cache: ARC evicted bytes
■ Cache: ARC size
■ Cache: ARC target size
■ Cache: DNLC accesses
■ Cache: DNLC entries
■ Cache: L2ARC errors
■ Cache: L2ARC size
■ Data Movement: NDMP file system operations
■ Data Movement: NDMP jobs
■ Disk: Percent utilization
■ Disk: ZFS DMU operations
■ Disk: ZFS logical I/O bytes
■ Disk: ZFS logical I/O operations
■ Memory: Dynamic memory usage
■ Memory: Kernel memory

Statistics
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■ Memory: Kernel memory in use
■ Memory: Kernel memory lost to fragmentation
■ Network: IP bytes
■ Network: IP packets
■ Network: TCP bytes
■ Network: TCP packets
■ System: NSCD backend requests
■ System: NSCD operations

デフォルト統計
次に示す統計は、出荷時のアプライアンスについてデフォルトで有効化および
アーカイブされる統計の参照情報です。アプライアンスを最初に構成してログイン
すると、「Datasets」ビューには約 30個の統計が表示されます。

カテゴリ 統計

CPU percent utilization

CPU percent utilization broken down by CPU mode

Cache ARC accesses per second broken down by hit/miss

Cache ARC size

Cache ARC size broken down by component

Cache DNLC accesses per second broken down by hit/miss

Cache L2ARC accesses per second broken down by hit/miss

Cache L2ARC size

Data
Movement

NDMP bytes transferred to/from disk per second

Disk Disks with utilization of at least 95 percent broken down by disk

Disk I/O bytes per second

Disk I/O bytes per second broken down by type of operation

Disk I/O operations per second

Disk I/O operations per second broken down by disk

Disk I/O operations per second broken down by type of operation

Network device bytes per second

Network device bytes per second broken down by device

Statistics
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カテゴリ 統計

Network device bytes per second broken down by direction

プロトコル SMB operations per second

プロトコル SMB operations per second broken down by type of operation

プロトコル FTP bytes per second

プロトコル Fibre Channel bytes per second

プロトコル Fibre Channel operations per second

プロトコル HTTP/WebDAV requests per second

プロトコル NFSv2 operations per second

プロトコル NFSv2 operations per second broken down by type of
operation

プロトコル NFSv3 operations per second

プロトコル NFSv3 operations per second broken down by type of
operation

プロトコル NFSv4 operations per second

プロトコル NFSv4 operations per second broken down by type of
operation

プロトコル SFTP bytes per second

プロトコル iSCSI operations per second

プロトコル iSCSI bytes per second

これらは最小限の統計収集オーバーヘッドによってプロトコル全体での幅広い可観
測性を提供するために選択されたもので、ベンチマーク時でも通常は有効のままに
されます。統計オーバーヘッドの詳しい説明については、オーバーヘッドを参照し
てください。

タスク

統計タスク

▼ 動的な統計の影響を判断する
このタスクの例では、「Protocol: NFSv3 operations per second broken down by file
name」の影響を判断します。

Statistics
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Open Worksheetsに移動します。

「Protocol: NFSv3 operations per second as a raw statistic」という統計を追加します。これ
は静的な統計で、パフォーマンスへの影響はほとんどありません。

定常的なNFSv3の負荷を生成するか、定常的な負荷で一定期間待機します。

「Protocol: NFSv3 operations per second broken down by filename」という統計を追加しま
す。この統計を作成すると、パフォーマンスが一時的に急低下することがありま
す。

最低 60秒待機します。

閉じるアイコンをクリックして「... by filename」の統計を閉じます。

さらに 60秒待機します。

「Protocol: NFSv3 operations per second as a raw statistic」のグラフを一時停止し、直前の
数分が表示されるようにズームアウトして検査します。「... by filename」の統計が有
効になったときにパフォーマンスが低下したか確認します。グラフに不規則性が見
られる場合、このプロセスをもう一度試行するか、より安定したワークロードを使
用してこのプロセスを試行します。

グラフをクリックしてさまざまなポイントの値を表示し、この統計による影響の
パーセントを計算します。

CPU使用率

CPU: Percent Utilization
これはアプライアンスのCPUの平均利用率を表示します。1つのCPUは 1つのソ
ケット上の 1つのコアか、1つのハードウェアスレッドであり、数とタイプ
は「Hardware」の下に表示されます。たとえば、4ソケットのクワッドコアCPUの
システムでは、アプライアンスで 16個のCPUが使用できることを意味します。この
統計によって表示される利用率は、すべてのCPUで平均したものです。

アプライアンスCPUの利用率は 100%に到達することもあり、そのことが問題にな
る場合もそうでない場合もあります。一部のパフォーマンステストでは、アプライ
アンスのピークパフォーマンスを測定するために、CPU利用率が意図的に 100%に引
き上げられます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CPU使用率
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例
この例では「CPU: Percent utilization broken down by CPU mode」を表示し、アプライ
アンスはNFSv3経由で 2GB/sのキャッシュデータを処理します。

画像

82%という平均利用率はまだ余裕があることを示しており、アプライアンスは 2GB/s
を超えるデータを処理できる可能性があります (実際にできます)(内訳の合計は 81%
にしかなりませんが、追加の 1%は丸めによるものです)。

CPU利用率が高い場合は、NFS操作でCPUリソースを待機することが多くなるた
め、NFS操作の全体的な待ち時間が増加することを意味します。これは Protocol:
NFSv3 operationsの待ち時間別内訳で測定できます。

チェックするタイミング
システムのボトルネックを探すとき。また、圧縮などのCPUを消費する機能を有効
にするときに、この統計をチェックしてその機能のCPUコストを計測することもで
きます。

内訳
CPU Percent utilizationの使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

CPU mode ユーザーまたはカーネル。下のCPUモードの表を参照してください。

CPU identifier CPUの数値オペレーティングシステム識別子。

application name CPU上のアプリケーション名。

process identifier オペレーティングシステムのプロセス ID (PID)。

user name CPUを消費しているプロセスまたはスレッドを所有するユーザーの名前。

CPUモードは次のとおりです。

CPU mode 説明

user これはユーザーランドプロセスです。CPUを消費するもっとも一般的な
ユーザーランドプロセスは、アプライアンスの管理制御を提供する akd
(appliance kit daemon)です。

kernel これはCPUを消費する、カーネルベースのスレッドです。NFSや SMBなど
の多くのアプライアンスサービスがカーネルベースです。

CPU使用率
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追加の分析
このCPU平均利用率の問題は、単一のCPUの利用率が 100%のときの問題を隠すこ
とがあることです。この状態は、作業によって単一のソフトウェアスレッドが飽和
している場合に発生することがあります。詳細分析CPU: CPUsの利用率別内訳を使
用すると、利用率がCPUのヒートマップとして表され、単一のCPUが 100%に
なっていることを簡単に識別できます。

詳細
CPU利用率は、アイドルスレッドの一部ではない、ユーザーコードおよびカーネル
コードのCPU命令の処理に消費される時間を表します。命令実行時間にはメモ
リーバスの停止サイクルを含むため、高い利用率はデータの入出力移動が原因の可
能性があります。

キャッシュARCアクセス

Cache: ARC accesses
ARCはAdaptive Replacement Cacheを意味し、ファイルシステムおよびボリューム
データのためのDRAM内のキャッシュです。この統計はARCへのアクセスを表示
し、ARCの使用状況とパフォーマンスを観測できます。

チェックするタイミング
パフォーマンスの問題の調査中、現在のワークロードがARCにどのように
キャッシュされているかをチェックするとき。

内訳
Cache ARC accessesの使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

hit/miss ARCルックアップの結果。hit/missの状態は、下の表で説明します。

file name ARCからリクエストされたファイル名。この内訳を使用すると階層モード
を使用でき、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

L2ARC eligibility これは、ARCアクセスの時点で測定された L2ARCキャッシュ適格性で
す。L2ARC適格データのARCミスが高い場合、そのワークロードにはレベ
ル 2キャッシュデバイスが有益となる可能性があります。

project これはARCにアクセスしているプロジェクトを示します。

キャッシュARCアクセス
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内訳 説明

share これはARCにアクセスしているシェアを示します。

LUN これはARCにアクセスしている LUNを示します。

オーバーヘッドで説明したように、ファイル名による内訳などを有効なままにする
と、もっとも高い負荷がかかります。

hit/miss状態は次のとおりです。

hit/missの内訳 説明

data hits データブロックがARC DRAMキャッシュに存在し、返されました。

data misses データブロックはARC DRAMキャッシュに存在しませんでした。データは
L2ARCキャッシュデバイスから読み取られるか (使用可能でデータが
キャッシュされている場合)、またはプールディスクから読み取られます。

metadata hits メタデータブロックがARC DRAMキャッシュに存在し、返されました。メ
タデータは、データブロックを参照するディスク上のファイルシステムフ
レームワークを含みます。その他の例についてはあとで示します。

metadata misses メタデータブロックはARC DRAMキャッシュに存在しませんでし
た。データは L2ARCキャッシュデバイスから読み取られるか (使用可能で
データがキャッシュされている場合)、またはプールディスクから読み取ら
れます。

prefetched data/metadata hits/misses アプリケーションからの直接リクエストでなく、プリフェッチメカニズム
によってトリガーされたARCアクセス。プリフェッチの詳細についてはあ
とで示します。

詳細

メタデータ

メタデータの例は次のとおりです。

■ ファイルシステムのブロックポインタ
■ ディレクトリ情報
■ データ複製解除テーブル
■ ZFS uberblock

プリフェッチ

プリフェッチはストリーミング読み取りのワークロードのパフォーマンスを向上さ
せるメカニズムです。このメカニズムでは、入出力アクティビティーを検査して逐
次読み取りであることを識別し、余分の読み取りを前もって実行することで、アプ

キャッシュARCアクセス
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リケーションがデータをリクエストする前にデータをキャッシュに入れることがで
きます。プリフェッチはARCへのアクセスを実行することによってARCよりも前に
発生します。プリフェッチARCアクティビティーを理解しようとするときは、この
ことに注意してください。次に例を示します。

種別 説明

prefetched data missess プリフェッチによって逐次ワークロードであることが識別され、データに
対してARCアクセスを実行することによってデータを前もってARCに
キャッシュすることがリクエストされました。データはキャッシュに存在
しなかったため、これは「ミス」でデータはディスクから読み取られま
す。これは正常であり、プリフェッチによってディスクからARCにデータ
を取り込む方法を示しています。

prefeteched data hits プリフェッチによって逐次ワークロードであることが識別され、データに
対してARCアクセスを実行することによってデータを前もってARCに
キャッシュすることがリクエストされました。ところがデータはARCにす
でに存在していたため、アクセスは「ヒット」を返し、プリフェッチARC
アクセスは実際は不要でした。この現象は、キャッシュされたデータが逐
次的な方法で繰り返し読み込まれる場合に起こります。

データがプリフェッチされたあと、アプリケーションはそれ自身のARCアクセスに
よってデータをリクエストする場合があります。サイズが異なる場合があることに
注意が必要です。プリフェッチは 128Kバイトの入出力サイズで実行され、アプリ
ケーションは 8Kバイトの入出力サイズで読み取ることがあります。たとえば、次の
データは直接関係がないように見えます。

■ data hits: 368
■ prefetch data misses: 23

ただし、プリフェッチが 128Kバイトの入出力サイズでリクエストしていれば、これ
は 23 x 128 = 2944Kバイトです。また、アプリケーションが 8Kバイトの入出力サイズ
でリクエストしていれば、これも 368 x 8 = 2944Kバイトです。

追加の分析
ARCミスを調査するには、Cache: ARC sizeを使用して、ARCが増加して使用可能な
DRAMをどの程度使用しているかチェックします。

キャッシュARCアクセス
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キャッシュ L2ARC IOのバイト数

Cache: L2ARC I/O bytes
L2ARCはレベル 2 Adaptive Replacement Cacheを意味し、低速なプールディスクを読
み取る前にアクセスされる SSDベースのキャッシュです。L2ARCは現在、ランダム
な読み取りワークロードのためのものです。この統計は、L2ARCキャッシュデバイ
スが存在する場合、キャッシュデバイスへの読み取りおよび書き込みバイト速度を
表示します。

チェックするタイミング
ウォームアップ中にチェックすると役立つことがあります。書き込みバイトは
L2ARCウォームアップの速度を示します。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。読み取りバイトはキャッシュデバイス上での
ヒットです。書き込みバイトには、データを取り込むキャッシュデバイス
が表示されます。

追加の分析
Cache: L2ARC accessesも参照してください。

キャッシュ L2ARCアクセス

Cache: L2ARC accesses
L2ARCはレベル 2 Adaptive Replacement Cacheを意味し、低速なプールディスクを読
み取る前にアクセスされる SSDベースのキャッシュです。L2ARCは現在、ランダム
な読み取りワークロードのためのものです。この統計は、L2ARCキャッシュデバイ
スが存在する場合に L2ARCアクセスを示し、キャッシュの使用状況とパフォーマン
スを観察できます。

チェックするタイミング
パフォーマンスの問題の調査中、現在のワークロードが L2ARCにどのように
キャッシュされているかをチェックするとき。

キャッシュ L2ARC IOのバイト数
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内訳

内訳 説明

hit/miss L2ARCルックアップの結果。hit/missの状態は、下の表で説明します。

file name L2ARCからリクエストされたファイル名。この内訳を使用すると階層
モードを使用でき、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできま
す。

L2ARC eligibility これは L2ARCアクセスの時点で測定された、L2ARCキャッシュ適格性で
す。

project これは L2ARCにアクセスしているプロジェクトを示します。

share これは L2ARCにアクセスしているシェアを示します。

LUN これは L2ARCにアクセスしている LUNを示します。

オーバーヘッドで説明したように、ファイル名による内訳などを有効なままにする
と、もっとも高い負荷がかかります。

追加の分析
L2ARCミスを調査するには、詳細分析のCache: L2ARC sizeを使用して、L2ARCのサ
イズが十分に増加しているかチェックします。L2ARCは通常、小さいランダム読み
取りから取り込む場合、数百Gバイトのウォームアップに数日まではかからなくて
も、数時間かかります。速度はCache: L2ARC I/O bytesの書き込みを検査しても
チェックできます。また、詳細分析Cache: L2ARC errorsをチェックして、L2ARCの
ウォームアップを妨げているエラーがないか確認してください。

さらにCache: ARC accessesの L2ARC eligibilityを調べると、データが L2ARC
キャッシュに適格かどうかをまず確認できます。L2ARCはランダムな読み取り
ワークロードのためのものであるため、逐次あるいはストリーミング読み取りの
ワークロードを無視し、これらにワークロードを代わりにプールディスクから返す
ようにすることができます。

データ移動ディスク間で転送されたNDMPのバイト数

Data Movement: NDMP bytes transferred to/from disk
この統計は、ローカルプールディスクとの間で転送される、秒あたりの合計NDMP
バイト数を表示します。これはNDMPバックアップ用に読み取りまたは書き込みさ
れているデータ量を示します。NDMPが構成されてアクティブになっていない
と、この統計はゼロになります。

データ移動ディスク間で転送されたNDMPのバイト数
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チェックするタイミング
NDMPバックアップのパフォーマンスを調査するとき。不明なディスク負荷の一部
はNDMPによって発生している可能性があり、この統計を確認してそのような
ディスク負荷を識別することもできます。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

追加の分析
Data Movement: NDMP bytes transferred to/from tapeも参照してください。

データ移動テープ間で転送されたNDMPのバイト数

Data Movement: NDMP bytes transferred to/from
tape
この統計は、接続テープデバイスとの間で転送される、秒あたりの合計NDMPバイ
ト数を表示します。NDMPが構成されてアクティブになっていないと、この統計は
ゼロになります。

チェックするタイミング
NDMPバックアップのパフォーマンスを調査するとき。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

追加の分析
Data Movement: NDMP bytes transferred to/from diskも参照してください。

データ移動テープ間で転送されたNDMPのバイト数
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データ移動シャドウ移行のバイト数

Data Movement: Shadow migration bytes
この統計は、ファイルまたはディレクトリの内容の移行の一部として転送され
る、秒あたりの合計シャドウ移行バイト数を追跡します。これはメタデータには当
てはまりません (拡張属性、ACLなど)。これは転送されるデータの概算を示します
が、ソースデータセットに大量のメタデータがある場合、帯域幅が不釣り合いなほ
ど小さくなります。完全な帯域幅は、ネットワーク分析を表示することによって観
察できます。

チェックするタイミング
シャドウ移行アクティビティーを調査するとき。

内訳

内訳 説明

file name 移行されたファイル名。この内訳を使用すると階層モードを使用で
き、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

project これは、シャドウ移行を含むプロジェクトを示します。

share これは、移行されるシェアを示します。

追加の分析
Data Movement: Shadow migration opsおよびData Movement: Shadow migration requests
も参照してください。

データ移動シャドウ移行操作

Data Movement: Shadow migration ops
この統計は、ソースファイルシステムに到達する必要があるシャドウ移行操作を追
跡します。

チェックするタイミング
シャドウ移行アクティビティーを調査するとき。

データ移動シャドウ移行操作
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内訳

内訳 説明

file name 移行されたファイル名。この内訳を使用すると階層モードを使用で
き、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

project これは、シャドウ移行を含むプロジェクトを示します。

share これは、移行されるシェアを示します。

latency シャドウ移行のソースからのリクエストの待ち時間を測定します。

追加の分析
Data Movement: Shadow migration bytesおよびData Movement: Shadow migration requests
も参照してください。

データ移動シャドウ移行リクエスト

Data Movement: Shadow migration requests
この統計は、キャッシュされておらず、ファイルシステムのローカルにあることが
わかっているファイルまたはディレクトリに対するシャドウ移行リクエストを追跡
します。これは移行が済んだものと移行が済んでいないものの両方のファイルおよ
びディレクトリを考慮に入れ、シャドウ移行の一部として発生する待ち時間を追跡
したり、バックグラウンド移行の進捗状況を追跡するために使用できます。現在は
同期と非同期の両方の (バックグラウンド)移行が含まれるため、クライアントに表
示される待ち時間だけを表示することはできません。

チェックするタイミング
シャドウ移行アクティビティーを調査するとき。

内訳

内訳 説明

file name 移行されたファイル名。この内訳を使用すると階層モードを使用で
き、ファイルシステムのディレクトリをナビゲートできます。

project これは、シャドウ移行を含むプロジェクトを示します。

データ移動シャドウ移行リクエスト
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内訳 説明

share これは、移行されるシェアを示します。

latency シャドウ移行の一部として発生した待ち時間を測定します。

追加の分析
Data Movement: Shadow migration opsおよびData Movement: Shadow migration bytesも
参照してください。

ディスクディスク

Disk: Disks
Disks統計はディスクのヒートマップを利用率ごとに分類して表示するために使用さ
れます。これはプールディスクの負荷が大きい時期を識別するためのもっとも良い
方法です。問題のあるディスクがその動作によって障害を引き起こしプールから自
動的に削除される前に、パフォーマンスが低下し始めているそのようなディスクを
識別することもできます。

チェックするタイミング
ディスクパフォーマンスを調査するとき。

内訳

内訳 説明

percent utilization 利用率をY軸とし、Y軸の各レベルをその利用率でのディスクの数によって
淡色 (なし)から濃色 (多数)に色分けしたヒートマップ。

解釈
利用率はディスク負荷の指標として、IOPSまたはスループットよりも優れていま
す。利用率はディスクがリクエストを実行するために動作している時間として測定
されます (後述の詳細を参照してください)。利用率が 100%のディスクはこれ以上の
リクエストを受け入れることができず、追加の入出力はキューで待機する場合があ
ります。この入出力待機時間によって待ち時間が増加し、全体のパフォーマンスが
低下します。

実際には、ディスクの利用率が一貫して 75%を超えると、ディスク負荷が大きいこ
とを示します。
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ヒートマップを使用すると、特定の症状、つまりパフォーマンスが正常でなく利用
率が 100%に到達している単一のディスク (不良ディスク)を簡単に識別できま
す。ディスクは障害が発生する前にこの症状を示すことがあります。ディスクに障
害が発生すると、ディスクはプールから自動的に除去され、対応する警告が出され
ます。この特定の問題は、障害が発生する前に発生し、入出力の待ち時間が増加し
てアプライアンス全体のパフォーマンスが低下しますが、ステータスは健全だと見
なされ、エラーステータスはまだ識別されていません。この状態は、ヒートマップ
上部の薄い線として表示され、単一のディスクの利用率がしばらく 100%を維持する
ように表示されます。

提案される解釈のサマリーは次のとおりです。

観察される現象 提案される解釈

大半のディスクが一貫して 75%を超える 使用可能なディスクリソースが枯渇している。

単一のディスクが数秒間 100%になる 障害が発生しそうな不良ディスクが存在する可能性がある。

追加の分析
ビジー状態のディスクが入出力に与える影響を理解するには、Disk: I/O operationsの
待ち時間別内訳を参照してください。IOPS、スループット、入出力サイズ、オフ
セットなどの入出力の性質について理解するには、Disk: I/O operationsおよびDisk:
I/O bytesを参照してください。

詳細
この統計は実際にはビジー率の指標です。アプライアンスはディスクを直接管理す
るため、この指標は利用率の合理的な概算としての役割を果たします。厳密に言え
ば、これはディスク利用率の直接的な指標ではなく、ディスクは 100%ビジー状態で
も追加のリクエストを受け入れ、リクエストをコマンドキューに挿入して再整理す
ることによって同時に処理したり、ディスク上のキャッシュから処理したりするこ
とができます。

ディスク IOのバイト数

Disk: I/O bytes
この統計は、ディスクへのバックエンドスループットを表示します。これはアプラ
イアンスがシェア設定に基づいて論理入出力を物理入出力に処理したあとで
あって、ソフトウェアRAIDがストレージによって構成されたあとです。

ディスク IOのバイト数
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たとえば、NFSv3を介した 8Kバイトの書き込みは、シェア設定からレコードサイズ
が適用されたあとに 128Kバイトの書き込みになり、ミラー化が適用されたあとに
ディスクへの 256Kバイトの書き込みになり、さらにファイルシステムメタデータ用
のバイトが追加されることがあります。ミラー化された同じ環境で、8Kバイトの
NFSv3読み取りはレコードサイズが適用されたあとに 128Kバイトのディスク読み取
りになりますが、ミラー化を行ってもデータの読み取りは片側からだけでよいた
め、数値が倍になることはありません。この動作を検査するには、たとえば次を表
示して、スループットをすべての層で同時に監視すると役立つ場合があります。

■ Network: device bytes -ネットワーク上のデータ速度 (論理)
■ Disk: ZFS logical I/O bytes -シェアへのデータ速度 (論理)
■ Disk: I/O bytes -ディスクへのデータ速度 (物理)

チェックするタイミング
ディスク利用率または待ち時間によって問題がすでに特定されたあとで、バックエ
ンドのディスク入出力の性質を理解するため。ディスク入出力のスループットだけ
から問題を特定することは困難です。単一のディスクが逐次入出力では 50MB/sで良
好に動作し、ランダム入出力では 5MB/sの低速で動作する場合もあります。

disk内訳と階層ビューを使用すると、JBODとディスク入出力スループットのバラン
スが取れているかどうかを調べることができます。キャッシュデバイスとログデバ
イスは、通常はプールディスクとは異なるスループットプロファイルを持つた
め、ディスク別のスループットを調べるとスループットがもっとも高いディスクと
して目立つことがよくあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

disk プールディスクまたはシステムディスク。この内訳によって、システム
ディスク入出力とプールディスク入出力、およびキャッシュデバイスへの
入出力とログデバイスへの入出力を識別できます。

追加の分析
ディスク利用率の最適な指標については、Disk: Disksの利用率別内訳を参照してくだ
さい。Disk: I/O operationsを使用すると、1秒あたりのバイト数ではなく 1秒あたり
の操作数を調べることもできます。

ディスク IOのバイト数
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ディスク IO操作

Disk: I/O operations
この統計は、ディスクへのバックエンド入出力 (ディスクの IOPS)を表示します。こ
れはアプライアンスがシェア設定に基づいて論理入出力を物理入出力に処理したあ
とであって、ソフトウェアRAIDがストレージによって構成されたあとです。

たとえば、8KバイトのNFSv3逐次書き込みが 16件あれば、データがARC DRAM
キャッシュにバッファーされたあと、しばらくしてから単一の 128Kバイト書き込み
になることがあり、その後RAIDにより複数回のディスク書き込みとなる、つまりミ
ラーの各片側に対して 2回の書き込みとなる場合もあります。この動作を検査する
には、たとえば次を表示して、入出力をすべての層で同時に監視すると役立つ場合
があります。

■ Protocol: NFSv3 operations - NFSv3書き込み (論理)
■ Disk: ZFS logical I/O operations -シェアの入出力 (論理)
■ Disk: I/O operations -ディスクへの入出力 (物理)

この統計にはディスク入出力の待ち時間別の内訳があります。これは同期入出力の
パフォーマンスの直接的な指標であり、バックエンドディスク負荷の大きさの指標
としても役立ちます。待ち時間を考慮せずにディスク IOPSだけから問題を特定する
ことは困難です。単一のディスクが、ほとんどがディスクのオンボードDRAM
キャッシュにヒットする小さい逐次入出力では 400 IOPSで良好に動作し、ヘッド
シークとディスク回転の待ち時間を伴うランダム入出力では 110 IOPSの低速で動作
する場合もあります。

チェックするタイミング
ディスクパフォーマンスを調査するときで、次を使用します。

■ Disk: I/O operations broken down by latency

これはヒートマップとして表示されるため、入出力待ち時間のパターンが観察で
き、外れ値除去ボタンをクリックして詳しく表示することで、外れ値を容易に識別
できます。ディスク入出力待ち時間は多くの場合、同期読み取り (プリフェッチでな
い)および同期書き込みなどの伝送される論理入出力のパフォーマンスに関係しま
す。しばらくしてからディスクにフラッシュされる非同期書き込みや、プリ
フェッチの読み取りなどのように、待ち時間が論理入出力のパフォーマンスに直接
関係しない状況もあります。

ディスクの入出力待ち時間または利用率によって問題がすでに特定されたあと
で、ディスク入出力数 (IOPS)を示すほかの内訳を使用して、ディスク入出力の性質
を調査できます。検討できる有用なディスクごとの IOPS制限は存在しないため、制
限は IOPSのタイプ (ランダムか逐次か)および入出力サイズ (大きいか小さいか)に依
存します。これらの属性はどちらも、次の内訳を使用して観察できます。

ディスク IO操作
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■ Disk: I/O operations broken down by offset
■ Disk: I/O operations broken down by size

disk内訳と階層ビューを使用すると、JBODとディスク IOPSのバランスが取れてい
るかどうかを調べることもできます。キャッシュデバイスとログデバイスは、通常
はプールディスクとは異なる入出力プロファイルを持つため、ディスク別の入出力
を調べると IOPSがもっとも高いディスクとして目立つことがよくあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取りまたは書き込み。

disk プールディスクまたはシステムディスク。これは、システムディスク入出
力とプールディスク入出力、およびキャッシュデバイスとログデバイスに
対する入出力を識別するために役立ちます。

size 入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

latency ディスク入出力の待ち時間を示すヒートマップ。入出力がディスクにリク
エストされた時点からディスクが完了を返すまでの時間が測定されます。

offset ディスク入出力のディスク位置オフセットを示すヒートマップ。これはラ
ンダムまたは逐次のディスク IOPSを識別するために使用できます (ヒート
マップを垂直にズームして詳細を表示する方法が最適)。

追加の分析
ディスク利用率の最適な指標については、Disk: Disksの利用率別内訳を参照してくだ
さい。Disk: I/O bytesを使用すると、秒あたりの操作数ではなく秒あたりのバイト数
を調べることもできます。

ネットワークデバイスのバイト数

Network: Device bytes
この統計は、ネットワークデバイスのアクティビティーを秒あたりのバイト数で測
定します。ネットワークデバイスは物理的なネットワークポート
で、「Network」の「Device」列に表示されます。この統計によって測定されるバイ
ト数には、すべてのネットワークペイロードヘッダー
(Ethernet、IP、TCP、NFS、SMBなど)が含まれます。

ネットワークデバイスのバイト数
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チェックするタイミング
ネットワークバイト数はアプライアンス負荷のおよその指標として使用できま
す。また、ネットワークデバイスがボトルネックになっている場合にパフォーマン
スの問題を調査するとき、特に 1Gbpsのインタフェースについて調査するとき
は、常にこれをチェックするようにしてください。速度に基づくネットワークデバ
イスの最大実効スループット (着信または発信)は、次のとおりです。

■ 1Gbpsの Ethernet:デバイスのバイト数が 120MB/s以下
■ 10Gbpsの Ethernet:デバイスのバイト数が 1.16GB/s以下

ネットワークデバイスがこれらよりも高い速度を示す場合、direction内訳を使用し
てインバウンドおよびアウトバウンドのコンポーネントを調べます。

内訳

内訳 説明

direction アプライアンスに対して内向きか外向きかを示します。たとえば、アプラ
イアンスに対するNFS読み取りは、外向き (アウトバウンド)のネット
ワークバイトとして示されます。

device ネットワークデバイス (「Network」の「Devices」を参照)。

追加の分析
デバイスレベルでなくインタフェースレベルでのネットワークスループットについ
ては、Network: Interface bytesも参照してください。

ネットワークインタフェースのバイト数

Network: Interface bytes
この統計は、ネットワークインタフェースのアクティビティーを秒あたりのバイト
数で測定します。ネットワークインタフェースは論理ネットワークインタフェース
であり、「Network」の「Interface」列に表示されます。この統計によって測定され
るバイト数には、すべてのネットワークペイロードヘッダー
(Ethernet、IP、TCP、NFS、SMBなど)が含まれます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Network: Device bytesを参照してくだ
さい。
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チェックするタイミング
ネットワークバイト数はアプライアンス負荷のおよその指標として使用できま
す。この統計は、さまざまなインタフェースでのネットワークの速度を表示するた
めに使用できます。インタフェースを構成しているネットワークデバイスを調べる
場合、特に LACPアグリゲーションにバランスの問題があるかどうかを識別するに
は、Network Device bytes統計を使用してください。

内訳

内訳 説明

direction アプライアンスに対して内向きか外向きかを示します。たとえば、アプラ
イアンスに対するNFS読み取りは、外向き (アウトバウンド)のネット
ワークバイトとして示されます。

interface ネットワークインタフェース (「Network」の「Interfaces」を参照)。

追加の分析
インタフェースレベルでなくデバイスレベルでのネットワークスループットについ
ては、Network: Device bytesも参照してください。

プロトコル SMB操作

Protocol: SMB operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
SMB操作数 (SMB IOPS)を表示します。SMB入出力のクライアント、ファイル名、お
よび待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: NFSv3 operationsを参照して
ください。

チェックするタイミング
秒あたりの SMB操作数は SMB負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

SMBのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
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時間パターンを外れ値とともに確認できます。SMB待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

内訳

内訳 説明

type of operation SMB操作タイプ (読み取り/書き込み/readX/writeX/...)

client SMBクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

filename SMB入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明の場合、「<unknown>」と報
告されます。

share この SMB入出力のシェア。

project この SMB入出力のプロジェクト。

latency SMB入出力の待ち時間を示すヒートマップで、SMBリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、SMBリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size SMB入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset SMB入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的な SMB IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステム
とRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムな SMB IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかど
うかを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: SMB operations per second of type read broken down by latency」(待ち時間
を読み取り限定で検査する)

プロトコル SMB操作
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■ 「Protocol: SMB operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: SMB operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down by
file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

追加の分析
SMBアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、SMB読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルファイバチャネルのバイト数

Protocol: Fibre Channel bytes
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされるファイバチャネ
ルの秒あたりバイト数を表示します。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: iSCSI bytesを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
ファイバチャネルの秒あたりのバイト数は、スループットの観点で FC負荷のインジ
ケーションとして使用できます。FCアクティビティーの詳細な分析について
は、Protocol: Fibre Channel operationsを参照してください。

内訳

内訳 説明

initiator ファイバチャネルのクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この FCリクエストのプロジェクト。

lun この FCリクエストの LUN。

用語の定義については SANページを参照してください。

プロトコルファイバチャネルのバイト数
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追加の分析
FC操作のほかのさまざまな内訳については、Protocol: Fibre Channel operationsを参照
してください。FC読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを
表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディス
ク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルファイバチャネル操作

Protocol: Fibre Channel operations
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
ファイバチャネル操作数 (FC IOPS)を表示します。FC入出力のイニシ
エータ、ターゲット、タイプ、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使
用できます。

例
同様な統計の同様な内訳の例については、Protocol: iSCSI operationsを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりのファイバチャネル操作数は、FC負荷のインジケーションとして使用で
き、またダッシュボードに表示できます。

FCのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。FC待ち時間が大きい場合は、待ち時
間をドリルダウンして、待ち時間が大きいクライアントイニシエータ、操作タイ
プ、および LUNを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確
認して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
initiator、lun、および command内訳を使用すると識別できます。
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内訳

内訳 説明

initiator ファイバチャネルのクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この FCリクエストのプロジェクト。

lun この FCリクエストの LUN。

type of operation FCの操作タイプ。これは SCSIコマンドが FCプロトコルによって移送され
る方法を示し、入出力の性質を理解する手がかりになります。

command FCプロトコルによって送信される SCSIコマンド。リクエストされた入出力
の実際の性質を示すことができます (read/write/sync-cache/...)。

latency FC入出力の待ち時間を示すヒートマップで、FCリクエストがネットワーク
からアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまでが測定
されます。この待ち時間には、FCリクエストを処理する時間とディスク入
出力を実行する時間が含まれます。

offset FC入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムまた
は逐次的な FC IOPSを識別するために使用できます。LUNとRAIDの構成を
適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用して、ランダムな FC
IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどうかを確認します。

size FC入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: Fibre Channel operations per second of command read broken down by
latency」(SCSIの待ち時間を読み取り限定で検査する)

追加の分析
FC入出力のスループットについては、Protocol: Fibre Channel bytesを参照してくださ
い。FC読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するに
はCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力に
ついては、Disk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルファイバチャネル操作
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プロトコル FTPのバイト数

Protocol: FTP bytes
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる FTPの秒あたり
バイト数を表示します。FTPリクエストのクライアント、ユーザー、およびファイ
ル名を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
FTP

チェックするタイミング
秒あたりの FTPバイト数は FTP負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client、user、および filename内訳とファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドの観点ではもっとも負荷が大きいものの 1
つで、FTPアクティビティー量の多いアプライアンス上で常時有効にしておくこと
は適切でない場合があります。

内訳

内訳 説明

type of operation FTP操作タイプ (get/put/...)

user クライアントのユーザー名

filename FTP操作のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされて
いる場合に限られます。ファイル名が不明の場合、「<unknown>」と報告
されます。

share この FTPリクエストのシェア。

project この FTPリクエストのプロジェクト。

client FTPクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: FTP bytes per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down by file
name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

プロトコル FTPのバイト数
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追加の分析
FTP読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するには
Cache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力につ
いてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルHTTPWebDAVリクエスト

Protocol: HTTP/WebDAV requests
この統計は、HTTPクライアントによってリクエストされる、秒あたりの
HTTP/WebDAVリクエストを表示します。HTTPリクエストのクライアント、ファイ
ル名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

チェックするタイミング
秒あたりのHTTP/WebDAVリクエストはHTTP負荷のインジケーションとして使用
でき、またダッシュボードに表示できます。

HTTPのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する待ち時間
のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち時間パ
ターンを外れ値とともに確認できます。HTTP待ち時間が大きい場合は、待ち時間を
ドリルダウンして、待ち時間が大きいHTTPリクエストのファイル、サイズ、およ
び応答コードを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認
して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client、response code、およびリクエストされた filename内訳を使用すると識別できま
す。

内訳

内訳 説明

type of operation HTTPリクエストのタイプ (get/post)

response code HTTP応答 (200/404/...)

プロトコルHTTPWebDAVリクエスト
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内訳 説明

client クライアントのホスト名または IPアドレス

filename HTTPによってリクエストされたファイル
名

latency HTTPリクエストの待ち時間を示すヒート
マップで、HTTPリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したとき
から応答が送信されたときまでが測定され
ます。この待ち時間には、HTTPリクエス
トを処理する時間とディスク入出力を実行
する時間が含まれます。

size HTTPリクエストサイズの分布を示す
ヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: HTTP/WebDAV operations per second of type get broken down by
latency」(HTTP GETのみの待ち時間を検査する)

■ 「Protocol: HTTP/WebDAV requests per second for response code '404' broken down by
file name」(リクエストされた存在しないファイルを確認する)

■ 「Protocol: HTTP/WebDAV requests per second for client 'deimos.sf.fishpong.com'
broken down by file name」(特定クライアントによってリクエストされたファイル
を検査する)

追加の分析
HTTPアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するに
は、Network: Device bytesを参照してください。HTTP読み取りワークロードが
キャッシュからどのように返されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/miss
の内訳を、発生するバックエンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参
照してください。

プロトコル iSCSIのバイト数

Protocol: iSCSI bytes
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる iSCSIの秒あたり
バイト数を表示します。

プロトコル iSCSIのバイト数
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チェックするタイミング
秒あたりの iSCSIバイト数は、スループットの観点で iSCSI負荷のインジケーション
として使用できます。iSCSIアクティビティーの詳細な分析については、Protocol:
iSCSI operationsを参照してください。

内訳

内訳 説明

initiator iSCSIクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この iSCSIリクエストのプロジェクト。

lun この iSCSIリクエストの LUN。

client リモート iSCSIクライアントのホスト名または IPアドレス

用語の定義については SANページを参照してください。

追加の分析
iSCSI操作のほかのさまざまな内訳については、Protocol: iSCSI operationsを参照して
ください。iSCSI読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表
示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク
入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコル iSCSI操作

Protocol: iSCSI operations
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
iSCSI操作数 (iSCSI IOPS)を表示します。iSCSI入出力のイニシ
エータ、ターゲット、タイプ、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使
用できます。

チェックするタイミング
秒あたりの iSCSI操作数は iSCSI負荷のインジケーションとして使用でき、また
ダッシュボードに表示できます。

プロトコル iSCSI操作
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iSCSIのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。iSCSI待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きいクライアントイニシエータ、操作タイ
プ、および LUNを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確
認して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
initiator、lun、および command内訳を使用すると識別できます。

内訳

内訳 説明

initiator iSCSIクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この iSCSIリクエストのプロジェクト。

lun この iSCSIリクエストの LUN。

type of operation iSCSIの操作タイプ。これは SCSIコマンドが iSCSIプロトコルによって移送
される方法を示し、入出力の性質を理解する手がかりになります。

command iSCSIプロトコルによって送信される SCSIコマンド。リクエストされた入出
力の実際の性質を示すことができます (read/write/sync-cache/...)。

latency iSCSI入出力の待ち時間を示すヒートマップで、iSCSIリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、iSCSIリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

offset iSCSI入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的な iSCSI IOPSを識別するために使用できます。LUNとRAIDの構
成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用して、ランダムな
iSCSI IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどうかを確認しま
す。

size iSCSI入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

プロトコル iSCSI操作
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■ 「Protocol: iSCSI operations per second of command read broken down by latency」(SCSI
の待ち時間を読み取り限定で検査する)

追加の分析
この iSCSI入出力のスループットについては、Protocol: iSCSI bytesを参照してくださ
い。また、iSCSI読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表
示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳、発生するバックエンドディスク入
出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルNFSv2操作

Protocol: NFSv2 operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
NFSv2操作数 (NFS IOPS)を表示します。NFS入出力のクライアント、ファイル
名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: NFSv3 operationsを参照して
ください。

チェックするタイミング
秒あたりのNFS操作数はNFS負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

NFSのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。NFS待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
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訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

内訳

内訳 説明

type of operation NFS操作タイプ (read/write/getattr/setattr/lookup/...)

client NFSクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

filename NFS入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明な状況もあります。たとえ
ば、クラスタのフェイルオーバー後に、クライアントがNFSファイルハン
ドルによる操作を続行し、ファイル名を識別するためにオープンを実行し
ない場合などです。これらの状況では、ファイル名は「<unknown>」と報
告されます。

share このNFS入出力のシェア。

project このNFS入出力のプロジェクト。

latency NFS入出力の待ち時間を示すヒートマップで、NFSリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、NFSリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size NFS入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset NFS入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的なNFS IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステム
とRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムなNFS IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどう
かを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: NFSv2 operations per second of type read broken down by latency」(待ち時
間を読み取り限定で検査する)

■ 「Protocol: NFSv2 operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: NFSv2 operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down
by file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

プロトコルNFSv2操作
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追加の分析
NFSアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、NFS読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルNFSv3操作

Protocol: NFSv3 operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
NFSv3操作数 (NFS IOPS)を表示します。NFS入出力のクライアント、ファイル
名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

チェックするタイミング
秒あたりのNFS操作数はNFS負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

NFSのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。NFS待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

プロトコルNFSv3操作
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内訳

内訳 説明

type of operation NFS操作タイプ (read/write/getattr/setattr/lookup/...)

client NFSクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

filename NFS入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明な状況もあります。たとえ
ば、クラスタのフェイルオーバー後に、クライアントがNFSファイルハン
ドルによる操作を続行し、ファイル名を識別するためにオープンを実行し
ない場合などです。これらの状況では、ファイル名は「<unknown>」と報
告されます。

share このNFS入出力のシェア。

project このNFS入出力のプロジェクト。

latency NFS入出力の待ち時間を示すヒートマップで、NFSリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、NFSリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size NFS入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset NFS入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的なNFS IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステム
とRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムなNFS IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどう
かを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: NFSv3 operations per second of type read broken down by latency」(待ち時
間を読み取り限定で検査する)

■ 「Protocol: NFSv3 operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: NFSv3 operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down
by file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

追加の分析
NFSアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、NFS読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルNFSv3操作
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プロトコルNFSv4操作

Protocol: NFSv4 operations
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
NFSv4操作数 (NFS IOPS)を表示します。NFS入出力のクライアント、ファイル
名、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: NFSv3 operationsを参照して
ください。

チェックするタイミング
秒あたりのNFS操作数はNFS負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

NFSのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するに
は、latency内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。NFS待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きい操作タイプとファイル名を識別
し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確認して、アプライアン
スの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合は、アプライアンスは高
速に動作しており、クライアントにパフォーマンスの問題が発生する原因
は、ネットワークインフラストラクチャーやクライアント自体のCPU負荷と
いった、環境内のほかの要因である可能性が高くなります。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client内訳と filename内訳、およびファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドという観点でもっとも負荷が大きいものの 1
つで、処理量の多い本稼働サーバー上で常時有効にしておくことは適切でない場合
があります。

内訳

内訳 説明

type of operation NFS操作タイプ (read/write/getattr/setattr/lookup/...)

client NFSクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

プロトコルNFSv4操作
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内訳 説明

filename NFS入出力のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされ
ている場合に限られます。ファイル名が不明な状況もあります。たとえ
ば、クラスタのフェイルオーバー後に、クライアントがNFSファイルハン
ドルによる操作を続行し、ファイル名を識別するためにオープンを実行し
ない場合などです。これらの状況では、ファイル名は「<unknown>」と報
告されます。

share このNFS入出力のシェア。

project このNFS入出力のプロジェクト。

latency NFS入出力の待ち時間を示すヒートマップで、NFSリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、NFSリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

size NFS入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

offset NFS入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムま
たは逐次的なNFS IOPSを識別するために使用できます。ファイルシステ
ムとRAIDの構成を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用し
て、ランダムなNFS IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかど
うかを確認します。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: NFSv4 operations per second of type read broken down by latency」(待ち時
間を読み取り限定で検査する)

■ 「Protocol: NFSv4 operations per second for file '/export/fs4/10ga' broken down by
offset」(特定ファイルのファイルアクセスパターンを検査する)

■ 「Protocol: NFSv4 operations per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down
by file name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

追加の分析
NFSアクティビティーによって発生するネットワークスループットを測定するには
Network: Device bytesを、NFS読み取りワークロードがキャッシュからどのように返
されるかを表示するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエ
ンドディスク入出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

プロトコルNFSv4操作
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プロトコル SFTPのバイト数

Protocol: SFTP bytes
この統計は、クライアントからアプライアンスにリクエストされる SFTPの秒あたり
バイト数を表示します。SFTPリクエストのクライアント、ユーザー、およびファイ
ル名を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: FTP bytesを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりの SFTPバイト数は SFTP負荷のインジケーションとして使用で
き、ダッシュボードに表示できます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
client、user、および filename内訳とファイル名の階層ビューを使用すると識別できま
す。これらの内訳は、短い期間だけ有効化することをお勧めします。by-filename内
訳は、記憶および実行のオーバーヘッドの観点ではもっとも負荷が大きいものの 1
つで、SFTPアクティビティー量の多いアプライアンス上で常時有効にしておくこと
は適切でない場合があります。

内訳

内訳 説明

type of operation SFTP操作タイプ (get/put/...)

user クライアントのユーザー名

filename SFTP操作のファイル名で、アプライアンスから認識されキャッシュされて
いる場合に限られます。ファイル名が不明の場合、「<unknown>」と報告
されます。

share この SFTPリクエストのシェア。

project この SFTPリクエストのプロジェクト。

client SFTPクライアントのリモートのホスト名または IPアドレス。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:
■ 「Protocol: SFTP bytes per second for client 'phobos.sf.fishpong.com' broken down by file

name」(特定のクライアントがアクセスしているファイルを表示する)

プロトコル SFTPのバイト数
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追加の分析
SFTP読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するには
Cache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力につ
いてはDisk: I/O operationsを参照してください。

SFTPでは SSHを使用して FTPを暗号化するため、このプロトコル用の追加のCPU
オーバーヘッドが発生します。アプライアンス全体のCPU利用率をチェックするに
は、CPU: Percent utilizationを参照してください。

プロトコル SRPのバイト数

Protocol: SRP bytes
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる SRPの秒あたり
バイト数を表示します。

例
同様の内訳を持つ同様の統計の例については、Protocol: iSCSI bytesを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりの SRPバイト数は、スループットの観点で SRP負荷のインジケーションと
して使用できます。SRPアクティビティーの詳細な分析については、Protocol: SRP
operationsを参照してください。

内訳

内訳 説明

initiator SRPクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この SRPリクエストのプロジェクト。

lun この SRPリクエストの LUN。

用語の定義については SANページを参照してください。

プロトコル SRPのバイト数
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追加の分析
SRP操作のほかのさまざまな内訳については、Protocol: SRP operationsを参照してく
ださい。SRP読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示
するにはCache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入
出力についてはDisk: I/O operationsを参照してください。

Protocol SRP operations

Protocol: SRP operations
この統計は、イニシエータからアプライアンスにリクエストされる、秒あたりの
SRP操作数 (SRP IOPS)を表示します。SRP入出力のイニシエータ、ターゲット、タイ
プ、および待ち時間を示す、さまざまな有用な内訳が使用できます。

例
同様な統計の同様な内訳の例については、Protocol: iSCSI operationsを参照してくださ
い。

チェックするタイミング
秒あたりの SRP操作数は、SRP負荷のインジケーションとして使用できます。

SRPのパフォーマンスの問題を調査するとき、特に問題の大きさを定量化するには
待ち時間の内訳を使用してください。これは、アプライアンスに起因する入出力待
ち時間のコンポーネントを測定してヒートマップとして表示するため、全体の待ち
時間パターンを外れ値とともに確認できます。SRP待ち時間が大きい場合は、待ち
時間をドリルダウンして、待ち時間が大きいクライアントイニシエータ、操作タイ
プ、および LUNを識別し、CPU負荷とディスク負荷の両方についてほかの統計を確
認して、アプライアンスの応答が遅い原因を調査します。待ち時間が小さい場合
は、アプライアンスは高速に動作しており、クライアントイニシエータにパ
フォーマンスの問題が発生する原因は、ネットワークインフラストラクチャーやク
ライアント自体のCPU負荷といった、環境内のほかの要因である可能性が高くなり
ます。

パフォーマンスを向上させる最善の方法は不要な作業を除去することで、これは
initiator、lun、および command内訳を使用すると識別できます。

Protocol SRP operations
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内訳

内訳 説明

initiator SRPクライアントイニシエータ

target ローカルの SCSIターゲット

project この SRPリクエストのプロジェクト。

lun この SRPリクエストの LUN。

type of operation SRPの操作タイプ。これは SCSIコマンドが SRPプロトコルによって移送さ
れる方法を示し、入出力の性質を理解する手がかりになります。

command SRPプロトコルによって送信される SCSIコマンド。リクエストされた入出
力の実際の性質を示すことができます (read/write/sync-cache/...)。

latency SRP入出力の待ち時間を示すヒートマップで、SRPリクエストがネット
ワークからアプライアンスに到達したときから応答が送信されたときまで
が測定されます。この待ち時間には、SRPリクエストを処理する時間と
ディスク入出力を実行する時間が含まれます。

offset SRP入出力のファイルオフセットを示すヒートマップ。これはランダムまた
は逐次的な SRP IOPSを識別するために使用できます。LUNとRAIDの構成
を適用したあと、ディスク入出力操作数の統計を使用して、ランダムな SRP
IOPSがランダムなディスク IOPSにマップされるかどうかを確認します。

size SRP入出力サイズの分布を示すヒートマップ。

これらの内訳を組み合わせて強力な統計情報を生成できます。例:

■ 「Protocol: SRP operations per second of command read broken down by latency」(SCSI
の待ち時間を読み取り限定で検査する)

追加の分析
SRP入出力のスループットについては、Protocol: SRP bytesを参照してください。SRP
読み取りワークロードがキャッシュからどのように返されるかを表示するには
Cache: ARC accessesの hit/missの内訳を、発生するバックエンドディスク入出力につ
いてはDisk: I/O operationsを参照してください。

Protocol SRP operations
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CPU CPUの数

CPU: CPUs
CPUs統計はCPUのヒートマップを利用率ごとに分類して表示するために使用され
ます。これはCPUの使用方法を検査するためのもっとも正確な方法です。

チェックするタイミング
CPU負荷の調査中、CPU: Percent utilizationで平均利用率をチェックしたあと。

この統計は、単一のCPUが完全に使用されているかどうかを識別する際に特に役立
ち、この状態は単一スレッドが負荷で飽和しているときに発生することがありま
す。このスレッドによって実行されている作業を別のスレッドにオフロードして複
数のCPUで同時に実行するということができない場合、単一CPUがボトルネックに
なることがあります。このことは、単一のCPUの利用率が数秒以上 100%のままに
なり、ほかのCPUがアイドル状態になる現象として確認されます。

内訳

内訳 説明

percent utilization Y軸が利用率を示し、Y軸の各レベルが、その利用率でのCPUの数に
よって、淡色 (なし)から濃色 (多数)に色分けされているヒートマップ。

詳細
CPU利用率は命令を処理するための時間を含み (アイドルスレッドの一部ではな
い)、メモリー停止サイクルを含みます。CPUを使用する原因として次のことが考え
られます。

■ コードの実行 (スピンロックを含む)
■ メモリーロード

アプライアンスは主にデータを移動するために存在するため、メモリーロードの影
響が大半を占めます。したがって、CPU利用率の高いシステムは、実際にはデータ
の移動中に利用率が高くなる場合があります。

CPU CPUの数
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CPUカーネルスピン

CPU: Kernel spins
この統計は、CPUを消費する、カーネルロックのスピンサイクル数をカウントしま
す。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
CPU負荷の調査中、CPU: Percent utilizationおよびCPU: CPUsの利用率による内訳を
チェックしたあと。

マルチスレッドプログラミングの性質から、ワークロードを処理する上で、ある程
度のカーネルスピンは正常です。さまざまなワークロードについてカーネルスピン
の動作を時系列で比較し、正常とされる期待値を設定します。

内訳

内訳 説明

type of synchronization
primitive

ロックのタイプ (mutex/...)

CPU identifier CPU識別子番号 (0/1/2/3/...)

キャッシュARCアダプティブパラメータ

Cache: ARC adaptive parameter
これは ZFS ARCの arc_pです。これは、ワークロードに応じてARCがMRUおよび
MFUリストサイズを適合させる方法を示します。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ARCの内部動作を識別するのに役立つこともありますが、この
統計よりも前にチェックする統計が他にあります。

CPUカーネルスピン
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アプライアンスのキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計をチェック
してARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされるワーク
ロードを理解します。その後、Advanced Analytics Cache: ARC sizeおよびCache: ARC
evicted bytesをチェックして、ARCの動作の詳細を調べます。

内訳
なし。

キャッシュARC削除されたバイト数

Cache: ARC evicted bytes
この統計は、通常のハウスキーピングの一環として ZFS ARCから追い出されるバイ
ト数を示します。この内訳によって、L2ARCの資格を検討できます。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
この統計は L2ARC状態ごとの内訳を示すことができるため、キャッシュデバイス
(L2ARC)を取り付けるかどうかを検討している場合にチェックできます。L2ARC適
格データがARCから頻繁に追い出される場合、キャッシュデバイスの存在によって
パフォーマンスが改善される可能性があります。

この統計は、キャッシュデバイスのウォームアップに問題があるかどうかを
チェックする際に役立つことがあります。これは、ワークロードが L2ARC適格
データでないことが原因の場合もあります。

アプライアンスのARCキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計も
チェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされ
るワークロードを理解します。その後、Advanced Analytics Cache: ARC sizeを
チェックして、ARCの動作の詳細を調べます。

内訳

内訳 説明

L2ARC state L2ARCにキャッシュされるかどうか、L2ARC適格データかどうかを示しま
す。

キャッシュARC削除されたバイト数
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キャッシュARCサイズ

Cache: ARC size
この統計は、ファイルシステムのプライマリキャッシュであるDRAMベースの ZFS
ARCのサイズを表示します。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
現在のワークロードにおいてARCの有効性を検査するとき。現在のワークロードに
よってアクセスされキャッシュ内に配置されるデータが十分にある場合、ARCは使
用可能なDRAMのほとんどを満たすサイズまで自動的に増加します。内訳で
は、ARCの内容がタイプ別に識別されます。

ARCが L2ARCヘッダーによって消費される可能性があるため、この統計は、DRAM
が限られたシステム上でキャッシュデバイス (L2ARC)を使用する場合にもチェック
されることがあります。

アプライアンスのARCキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計も
チェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされ
るワークロードを理解します。

内訳
使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

component ARC内のデータのタイプ。下の表を参照

ARCコンポーネントのタイプ:

コンポーネント 説明

ARC data キャッシュされた内容で、ファイルシステムデータとファイルシステムメ
タデータを含みます。

ARC headers ARC自身のメタデータによって消費される容量。データに対する
ヘッダーの比率は使用される ZFSレコードのサイズに関係します。レ
コードサイズが小さいと、同じボリュームを指すARCヘッダーが多くなる
ことを意味します。

キャッシュARCサイズ
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コンポーネント 説明

ARC other ARCのほかのカーネルコンシューマ

L2ARC headers L2ARCデバイス上に格納されるバッファーを追跡することによって消費さ
れる容量。バッファーが L2ARC上にあって、またARC DRAMにもある場
合、バッファーは「ARCヘッダー」と見なされます。

キャッシュターゲットサイズ

Cache: ARC target size
これは ZFS ARCの arc_cです。これは、ARCが維持しようとしているターゲットサ
イズを示します。実際のサイズについては、詳細分析Cache: ARC sizeを参照してく
ださい。

この統計を正しく解釈するには ZFS ARC内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ARCの内部動作を識別するのに役立つこともありますが、この
統計よりも前にチェックする統計が他にあります。

アプライアンスのキャッシュに問題がある場合、Cache: ARC accesses統計をチェック
してARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエストされるワーク
ロードを理解します。その後、Advanced Analytics Cache: ARC sizeおよびCache: ARC
evicted bytesをチェックして、ARCの動作の詳細を調べます。

内訳
なし。

キャッシュDNLCアクセス

Cache: DNLC accesses
この統計は、DNLC (ディレクトリ名ルックアップキャッシュ)へのアクセスを示しま
す。DNLCは、iノードルックアップへのパス名をキャッシュします。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

キャッシュDNLCアクセス
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チェックするタイミング
ワークロードが数百万個もの小さいファイルにアクセスするとき、つまりDNLCが
有用な場合にチェックすると役立つことがあります。

アプライアンスに一般的なキャッシュの問題がある場合、最初にCache: ARC accesses
統計をチェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエス
トされるワークロードを理解します。その後、詳細分析Cache: ARC sizeをチェック
して、ARCのサイズを調べます。

内訳

内訳 説明

hit/miss ヒットまたはミスの数を表示し、DNLCの有効性をチェックできます。

キャッシュDNLCエントリ

Cache: DNLC entries
この統計は、DNLC (ディレクトリ名ルックアップキャッシュ)内のエントリ数を表示
します。DNLCは、iノードルックアップへのパス名をキャッシュします。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

チェックするタイミング
ワークロードが数百万個もの小さいファイルにアクセスするとき、つまりDNLCが
有用な場合にチェックすると役立つことがあります。

アプライアンスに一般的なキャッシュの問題がある場合、最初にCache: ARC accesses
統計をチェックしてARCの動作を確認し、プロトコル統計をチェックしてリクエス
トされるワークロードを理解します。その後、詳細分析Cache: ARC sizeをチェック
して、ARCのサイズを調べます。

内訳
なし。

キャッシュDNLCエントリ
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キャッシュ L2ARCエラー

Cache: L2ARC errors
この統計は、L2ARCエラー統計を表示します。

チェックするタイミング
これはキャッシュデバイスを使用するとき、標準統計よりもさらに詳しく L2ARCの
問題をトラブルシューティングするとき有効にしておくと役立つことがあります。

内訳
使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

エラー L2ARCのエラータイプ。下の表を参照してください。

L2ARCのエラータイプは次のとおりです。

エラー 説明

memory abort L2ARCは、L2ARCメタデータを保持するシステムメモリー (DRAM)不足が
原因で、1秒間取り込みを実行しませんでした。メモリーアボートが続くと
L2ARCのウォームアップの妨げとなります。

bad checksum キャッシュデバイスからの読み取りで ZFS ARCチェックサムに失敗しまし
た。これはキャッシュデバイスに障害が発生し始めていることを示してい
る場合があります。

io error キャッシュデバイスがエラーを返しました。これはキャッシュデバイスに
障害が発生し始めていることを示している場合があります。

キャッシュ L2ARCサイズ

Cache: L2ARC size
これは L2ARCキャッシュデバイスに保存されているデータのサイズを表示しま
す。これは、一定量の L2ARC適格データがキャッシュされるか、キャッシュデバイ
スがいっぱいになるまで、数時間または数日の期間を経てサイズが増加し続けるこ
とが予想されます。

キャッシュ L2ARCサイズ
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チェックするタイミング
L2ARCウォームアップをトラブルシューティングするとき。サイズが小さい場
合、Cache: ARC evicted bytesの L2ARC状態別内訳の統計を使用して、該当するワーク
ロードが L2ARCにデータを取り込んでいるかチェックし、プロトコル統計のサイズ
別やオフセット別などの内訳を使用して、ワークロードがランダム I/Oであることを
確認します。逐次 I/Oは L2ARCにデータを取り込みません。Cache: L2ARC errors統
計もチェックします。

L2ARCサイズは、キャッシュされたデータがファイルシステムから削除されると小
さくなります。

内訳
なし。

データ移動NDMPファイルシステム操作

Data Movement: NDMP file system operations
この統計は、NDMPファイルシステムへのアクセスを、秒あたりの操作数で示しま
す。

チェックするタイミング
これは ZFSロードのソースを調査するときにチェックすると役立つことがありま
す。これは、ファイルシステムアクティビティーのほかのすべてのソースをプロト
コル統計でチェックしたあとになります。標準のAnalytics統計Data Movement:
NDMP bytes transferred to/from diskおよびData Movement: NDMP bytes transferred
to/from tapeも参照してください。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

データ移動NDMPファイルシステム操作
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データ移動NDMPジョブ

Data Movement: NDMP jobs
この統計はアクティブなNDMPジョブカウントを表示します。

チェックするタイミング
NDMPの進行状況を監視し、NDMPをトラブルシューティングするとき。標準の
Analytics統計Data Movement: NDMP bytes transferred to/from diskおよびData
Movement: NDMP bytes transferred to/from tapeも参照してください。

内訳

内訳 説明

type of operation ジョブのタイプ:バックアップまたは復元。

ディスク使用率

Disk: Percent utilization
この統計は、すべてのディスクでの平均利用率を表示します。ディスクごとの内訳
は、そのディスクが全体の平均に寄与する利用率を示し、そのディスクの利用率で
はありません。

チェックするタイミング
この統計は、すべてのディスクの平均に基づいて警告をトリガーする場合に役立つ
ことがあります。

標準のAnalytics統計のDisk: Disksの利用率別内訳を使用してディスク利用率を調査
する方が、通常はずっと効果的です。この統計では、利用率を平均せずにヒート
マップとして表示します。これによって、個々のディスク利用率を検査できます。

ディスク使用率
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内訳

内訳 説明

disk システムディスクやプールディスクなどのディスク。

disk内訳は、平均パーセントに対する各ディスクの寄与分を表示します。

注意
システムに 100台のディスクがある場合、どの disk内訳も 1より大きい数値を表示し
ませんが、そのディスクを選択して未処理の統計として単独で表示した場合はこの
限りではありません。このようなシステムでは、稼働率が 50%未満のディスクの利
用率は、丸められて 0%と表示されます。これは混乱の原因となることがあり、ほと
んどの状況に適した統計「Disk: Disks」が利用できるため、この統計は詳細カテゴリ
に配置されています。

このデータを表示するための、もっと効果的な別の方法については、Disk: Disksの利
用率別内訳を参照してください。

ディスクZFS DMU操作

Disk: ZFS DMU operations
この統計は、ZFS DMU (Data Management Unit)の秒あたりの動作を表示します。

この統計を正しく解釈するには ZFS内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
パフォーマンスの問題をトラブルシューティングするとき、関連するすべての標準
のAnalyticsを検査したあと。

DMU object type内訳によって、過剰なDDT (複製解除テーブル)アクティビティーの
有無を特定できることがあります。データ複製解除を参照してください。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

ディスク ZFS DMU操作
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内訳 説明

DMU object level 整数

DMU object type ZFSプレーンファイ
ル/ZFSディレクト
リ/DMU dnode/SPA
スペースマップ/...

ディスクZFS論理 IOのバイト数

Disk: ZFS logical I/O bytes
この統計は、ZFSファイルシステムへのアクセスを、秒あたりのバイト数で表示しま
す。論理入出力は、NFSなどによってファイルシステムにリクエストされた操作の
タイプを指します。一方、物理入出力は、ファイルシステムからバックエンドの
プールディスクへのリクエストです。

チェックするタイミング
プロトコル層とプールディスクの間での入出力の処理方法を調査するときに役立つ
ことがあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

pool name ディスクプールの名前。

ディスクZFS論理 IO操作

Disk: ZFS logical I/O operations
この統計は、ZFSファイルシステムへのアクセスを、秒あたりの操作数で表示しま
す。論理入出力は、NFSなどによってファイルシステムにリクエストされた操作の
タイプを指します。一方、物理入出力は、ファイルシステムからバックエンドの
プールディスクへのリクエストです。

ディスク ZFS論理 IO操作
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チェックするタイミング
プロトコル層とプールディスクの間での入出力の処理方法を調査するときに役立つ
ことがあります。

内訳

内訳 説明

type of operation 読み取り/書き込み/...

pool name ディスクプールの名前。

メモリー動的なメモリー使用量

Memory: Dynamic memory usage
この統計は、メモリー (DRAM)コンシューマの上位レベルビューで、秒単位で更新
されます。

チェックするタイミング
これは、ファイルシステムのキャッシュが増加して、利用可能なメモリーを消費し
ていることをチェックするために使用できます。

内訳
使用可能な内訳は次のとおりです。

内訳 説明

application name 下の表を参照してください。

アプリケーション名

アプリケーション名 説明

cache ZFSファイルシステムのキャッシュ (ARC)。これは頻繁にアクセスされる
データをキャッシュするため、使用可能なメモリーをできるだけ多く消費
できるように増加します。

kernel オペレーティングシステムのカーネル。

メモリー動的なメモリー使用量
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アプリケーション名 説明

mgmt アプライアンス管理ソフトウェア。

unused 未使用スペース。

メモリーKernelメモリー

Memory: Kernel memory
この統計は、割り当てられたカーネルメモリーを表示し、カーネルキャッシュごと
の内訳 (kmem cache)を表示できます。

この統計を理解するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ダッシュボードの「Usage: Memory」セクションにおい
て、カーネルメモリーが利用可能なDRAMを大量に消費していると表示された場
合、原因をトラブルシューティングするときにこの統計が使用されることがありま
す。Memory: Kernel memory in useおよびMemory: Kernel memory lost to fragmentation
も参照してください。

内訳

内訳 説明

kmem cache カーネルメモリーキャッシュの名前。

メモリー使用中のKernelメモリー

Memory: Kernel memory in use
この統計は、使用中の (データが取り込まれた)カーネルメモリーを表示し、カーネ
ルキャッシュごとの内訳 (kmem cache)を表示できます。

この統計を理解するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

メモリー使用中の Kernelメモリー
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チェックするタイミング
きわめてまれです。ダッシュボードの「Usage: Memory」セクションにおい
て、カーネルメモリーが利用可能なDRAMを大量に消費していると表示された場
合、原因をトラブルシューティングするときにこの統計が使用されることがありま
す。Memory: Kernel memory lost to fragmentationも参照してください。

内訳

内訳 説明

kmem cache カーネルメモリーキャッシュの名前。

メモリー断片化されたKernelメモリー

Memory: Kernel memory lost to fragmentation
この統計は、現在断片化で失われたカーネルメモリーを表示し、カーネル
キャッシュごとの内訳 (kmem cache)を表示できます。このような状態は、メモ
リーが解放されて (キャッシュされていたファイルシステムデータが削除されたとき
など)、カーネルがこれからメモリーバッファーを復元する場合に発生することがあ
ります。

この統計を理解するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要です。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ダッシュボードの「Usage: Memory」セクションにおい
て、カーネルメモリーが利用可能なDRAMを大量に消費していると表示された場
合、原因をトラブルシューティングするときにこの統計が使用されることがありま
す。Memory: Kernel memory in useも参照してください。

内訳

内訳 説明

kmem cache カーネルメモリーキャッシュの名前。

メモリー断片化された Kernelメモリー
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ネットワーク IPのバイト数

Network: IP bytes
この統計は、Ethernet/IBヘッダーおよび IPヘッダーを除いた、秒あたりの IPペイ
ロードバイトを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ネットワークスループットの監視は、標準のAnalytics統計
Network: Device bytesを使用して実行でき、この統計はデフォルトで有効化されて実
行されます。クライアントごとのスループットの検査は通常、プロトコル統計で実
行できます (たとえば、Protocol: iSCSI bytesは、プロトコルに基づくほかの役立つ内
訳を表示できます)。この統計は、これらの 2つが何らかの理由で不適切な場合に
もっとも便利です。

内訳

内訳 説明

hostname リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

protocol IPプロトコル: tcpまたは udp

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

ネットワーク IPのパケット数

Network: IP packets
この統計は、秒あたりの IPパケットを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。パケットは一般的にプロトコル操作にマッピングされるた
め、プロトコル統計を使用してこれらを検査する方が便利です (たとえば、Protocol:
iSCSI operationsは、プロトコルに基づくほかの役立つ内訳を表示できます)。

ネットワーク IPのパケット数
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内訳

内訳 説明

hostname リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

protocol IPプロトコル: tcpまたは udp

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

ネットワークTCPのバイト数

Network: TCP bytes
この統計は、Ethernet/IBヘッダー、IPヘッダー、およびTCPヘッダーを除いた、秒
あたりのTCPペイロードバイトを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。ネットワークスループットの監視は、標準のAnalytics統計
Network: Device bytesを使用して実行でき、この統計はデフォルトで有効化されて実
行されます。クライアントごとのスループットの検査は通常、プロトコル統計で実
行できます (たとえば、Protocol: iSCSI bytesは、プロトコルに基づくほかの役立つ内
訳を表示できます)。この統計は、これらの 2つが何らかの理由で不適切な場合に
もっとも便利です。

内訳

内訳 説明

client リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

local service TCPポート: http/ssh/215(administration)/...

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

ネットワークTCPのバイト数
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ネットワークTCPのパケット数

Network: TCP packets
この統計は、秒あたりのTCPパケットを表示します。

チェックするタイミング
きわめてまれです。パケットは一般的にプロトコル操作にマッピングされるた
め、プロトコル統計を使用してこれらを検査する方が便利です (たとえば、Protocol:
iSCSI operationsは、プロトコルに基づくほかの役立つ内訳を表示できます)。

内訳

内訳 説明

client リモートクライアントで、ホスト名または IPアドレス。

local service TCPポート: http/ssh/215(administration)/...

direction アプライアンスに対する方向。入力または出力

システムNSCDバックエンドリクエスト

System: NSCD backend requests
この統計は、NSCD (Name Service Cache Daemon)によってDNS、NISなどのバックエ
ンドソースに実行されたリクエストを表示します。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

チェックするタイミング
アプライアンスで、特に管理ログイン中に待ち時間が長い場合、latency内訳を
チェックすると役立つことがあります。データベース名およびソース別の内訳に
よって、待ち時間の理由と、原因のリモートサーバーが示されます。

システムNSCDバックエンドリクエスト
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内訳

内訳 説明

type of operation リクエストタイプ

result 成功または失敗

database name NSCDデータベース (DNS/NIS/...)

source このリクエストのホスト名または IPアドレス

latency このリクエストを完了するまでの時間

システムNSCD操作

System: NSCD operations
この統計は、NSCD (Name Service Cache Daemon)に実行したリクエストを表示しま
す。

この統計を正しく解釈するにはオペレーティングシステム内部の理解が必要な場合
があります。

チェックするタイミング
これは、hit/miss内訳を使用することによって、NSCDキャッシュの有効性を
チェックするために使用できます。ミスの場合はリモートソースへのバックエンド
リクエストが実行され、System: NSCD backend requestsを使用して検査できます。

内訳

内訳 説明

type of operation リクエストタイプ

result 成功または失敗

database name NSCDデータベース (DNS/NIS/...)

latency このリクエストを完了するまでの時間

hit/miss キャッシュ検索の結果:ヒットまたはミス

システムNSCD操作
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データセット

はじめに
データセットという用語は、統計用にメモリーにキャッシュされたデータとディス
クに保存されたデータを指し、Analyticsの管理コントロールを使用してエン
ティティーとして表示されます。

データセットは統計をOpen Worksheetsで表示するときに自動的に作成されま
す。データセットは、アーカイブしないかぎり、あとで表示するためにディスクに
保存されることはありません。概念のアクションセクションを参照してください。

BUI
BUIの「Analytics」->「Datasets」の画面には、すべてのデータセットが一覧表示さ
れます。一覧には、ワークシートに表示中のオープン中の統計 (およびワークシート
を閉じると表示されなくなる一時データセット)と、ディスクにアーカイブされてい
る統計が含まれます。

すべてのデータセットの「Dataset」ビューには次のフィールドが表示されます。

フィールド 説明

Status icon 下の表を参照

名前 統計またはデータセットの名前

Since データセットの最初のタイムスタンプ。オープン中の統計の場合は統計が
オープンした時間で、たとえば数分前である場合があります。アーカイブ
された統計の場合はアーカイブされたデータセットの最初の時間
で、データセットが過去にさかのぼる期間の長さを示し、数日前、数週間
前、数か月前となる場合があります。この列を並べ替えると、使用可能な
もっとも古いデータセットが表示されます。

On Disk このデータセットが消費するディスク上のスペースです

In Core このデータセットがメインメモリー内で消費するスペースです

BUIビューでは次のアイコンが表示されます。これらの一部は、データエントリに
マウスを合わせた場合にのみ表示されます。

アイコン 説明

データセットはデータをアクティブに収集中です

データセット
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アイコン 説明

データセットはデータの収集を現在中断しています

アーカイブされたデータセットを中断または再開し
ます

このデータセットからディスクへのアーカイブを有
効にします

このデータセットからすべてまたは一部のデータを
削除します

これらのデータセットの処理については、処理の説明を参照してください。

CLI
analytics datasetsコンテキストでデータセットの管理を実行できます。

使用可能なデータセットの表示
データセットを一覧表示するには showコマンドを使用します。

caji:analytics datasets> show

Datasets:

DATASET STATE INCORE ONDISK NAME

dataset-000 active 674K 35.7K arc.accesses[hit/miss]

dataset-001 active 227K 31.1K arc.l2_accesses[hit/miss]

dataset-002 active 227K 31.1K arc.l2_size

dataset-003 active 227K 31.1K arc.size

dataset-004 active 806K 35.7K arc.size[component]

dataset-005 active 227K 31.1K cpu.utilization

dataset-006 active 451K 35.6K cpu.utilization[mode]

dataset-007 active 57.7K 0 dnlc.accesses

dataset-008 active 490K 35.6K dnlc.accesses[hit/miss]

dataset-009 active 227K 31.1K http.reqs

dataset-010 active 227K 31.1K io.bytes

dataset-011 active 268K 31.1K io.bytes[op]

dataset-012 active 227K 31.1K io.ops

...

上記のデータセットの多くはデフォルトでアーカイブされていま
す。「dataset-007」のみが追加されており、ONDISKサイズはゼロで、アーカイブさ
れない一時的な統計であることを示しています。統計の名前は BUIに表示される名
前の省略バージョンで、「dnlc.accesses」は「Cache: DNLC accesses per second」を短縮
したものです。

特定のデータセットを選択すると、そのプロパティーを表示できます。

データセット
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caji:analytics datasets> select dataset-007

caji:analytics dataset-007> show

Properties:

name = dnlc.accesses

grouping = Cache

explanation = DNLC accesses per second

incore = 65.5K

size = 0

suspended = false

データセットの読み取り
データセット統計は、readコマンドを使用して読み取ることができ、コマンドの後
ろに、過去にさかのぼって表示する秒数を付けます。

caji:analytics datasets> select dataset-007

caji:analytics dataset-007> read 10

DATE/TIME /SEC /SEC BREAKDOWN

2009-10-14 21:25:19 137 - -

2009-10-14 21:25:20 215 - -

2009-10-14 21:25:21 156 - -

2009-10-14 21:25:22 171 - -

2009-10-14 21:25:23 2722 - -

2009-10-14 21:25:24 190 - -

2009-10-14 21:25:25 156 - -

2009-10-14 21:25:26 166 - -

2009-10-14 21:25:27 118 - -

2009-10-14 21:25:28 1354 - -

内訳がある場合は内訳も一覧表示されます。次に、dataset-006として表示される
CPU利用率のCPUモード別内訳 (ユーザーまたはカーネル)を示します。

caji:analytics datasets> select dataset-006

caji:analytics dataset-006> read 5

DATE/TIME %UTIL %UTIL BREAKDOWN

2009-10-14 21:30:07 7 6 kernel

0 user

2009-10-14 21:30:08 7 7 kernel

0 user

2009-10-14 21:30:09 0 - -

2009-10-14 21:30:10 15 14 kernel

1 user

2009-10-14 21:30:11 25 24 kernel

1 user

合計は「%UTIL」に表示され、寄与する各要素は「%UTIL BREAKDOWN」に表示さ
れます。21:30:10時点では、カーネル時間が 14%でユーザー時間が 1%です。21:30:09
の行は合計の「%UTIL」が 0%であるため、内訳は表示されません (「--」)。

数秒分のデータのコンマ区切り値 (CSV)を出力するには、csvコマンドを使用しま
す。

knife:analytics datasets> select dataset-022

knife:analytics dataset-022> csv 10

Time (UTC),Operations per second

データセット
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2011-03-21 18:30:02,0

2011-03-21 18:30:03,0

2011-03-21 18:30:04,0

2011-03-21 18:30:05,0

2011-03-21 18:30:06,0

2011-03-21 18:30:07,0

2011-03-21 18:30:08,0

2011-03-21 18:30:09,0

2011-03-21 18:30:10,0

2011-03-21 18:30:11,0

すべてのデータセットの中断と再開
CLIには、すべてのデータセットの中断および再開という、BUIではまだ利用できな
い機能が提供されています。この機能はアプライアンスのベンチマークを行って絶
対的な最大のパフォーマンスを判定する場合に役立つことがあります。一部の統計
はアーカイブに大量のCPUリソースおよびディスクリソースを消費する可能性があ
るため、これらの統計を有効にして行ったベンチマークは無効になります。

すべてのデータセットを中断するには、suspendを使用します。

caji:analytics datasets> suspend

This will suspend all datasets. Are you sure? (Y/N) y

caji:analytics datasets> show

Datasets:

DATASET STATE INCORE ONDISK NAME

dataset-000 suspend 638K 584K arc.accesses[hit/miss]

dataset-001 suspend 211K 172K arc.l2_accesses[hit/miss]

dataset-002 suspend 211K 133K arc.l2_size

dataset-003 suspend 211K 133K arc.size

...

すべてのデータセットを再開するには、resumeを使用します。

caji:analytics datasets> resume

caji:analytics datasets> show

Datasets:

DATASET STATE INCORE ONDISK NAME

dataset-000 active 642K 588K arc.accesses[hit/miss]

dataset-001 active 215K 174K arc.l2_accesses[hit/miss]

dataset-002 active 215K 134K arc.l2_size

dataset-003 active 215K 134K arc.size

...

データセットのデータの破棄
データセットから分レベルでデータの粒度を破棄するには、pruneコマンドを使用し
ます。

caji:analytics dataset-001> prune minute

This will remove per-second and minute data collected prior to 2012-4-02

16:56:52.

データセット
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Are you sure? (Y/N)

注:このコマンドは、下位レベルのデータの粒度も削除します。たとえば、prune

hourコマンドを使用すると、秒あたりおよび分あたりのデータも削除されます。

データセット
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パフォーマンスへの影響

オーバーヘッド

パフォーマンスへの影響
Analytics統計を収集すると、全体のパフォーマンスに影響を及ぼします。コストが
何であるか理解し、コストを最小限に抑えたり回避する方法を理解していれば、問
題にはなりません。パフォーマンスへの影響のタイプについては、ストレージと実
行のセクションで説明します。

Storage
Analytics統計はアーカイブが可能で、つまり統計は 1秒ごとに要約されてシステム
ディスクに継続的に読み込まれて保存されるデータセットです。これにより、統計
は月単位、日単位、さらに秒単位で表示できます。データは破棄されません。アプ
ライアンスが 2年間稼動すると、アーカイブされたデータセットの過去 2年間のあら
ゆる時点における秒単位ビューにズームできます。統計のタイプによっては、シス
テムディスクの使用に問題が生じる可能性があります。

データセットのサイズの増加は「データセット」ビューで監視でき、増加しすぎた
データセットを削除できます。システムディスクでは圧縮が有効になっているた
め、データセットビューで表示できるサイズは、ディスク上で消費される容量より
も圧縮後は大きくなります。システムディスクの使用と使用可能な容量について
は、「System」ビューを参照してください。

次の例は、4か月を超えて稼動しているアプライアンスから取得したサイズを示して
います。
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カテゴリ 統計 期間 データセットのサイズ* 使用されているディスク*

CPU percent utilization 130日 127MB 36MB

プロトコル NFSv3 operations per second 130日 127MB 36MB

プロトコル NFSv3 operations per second broken down by type of operation 130日 209MB 63MB

CPU percent utilization broken down by CPU mode 130日 431MB 91MB

Network device bytes per second broken down by device 130日 402MB 119MB

Disk ディスク別 I/Oバイト/秒 130日 2.18GB 833MB

Disk レイテンシ別 I/Oバイト/秒 31日 1.46GB 515MB

*これらのサイズはワークロードによって異なり、大まかなガイドとして提供された
ものです。

アプライアンスで 500Gバイトのミラー化されたシステムディスクを持つ予定だった
が、その大半がデータセットの保存に使用されるのは注目に値します。

消費されるディスク容量に影響を及ぼす要因は、次のとおりです。

■ 統計のタイプ:未加工あるいは内訳
■ 内訳の内容:内訳の数、内訳の名前の長さ
■ アクティビティーのレート

「Datasets」ビューのサイズには常に注目します。データセットが増加しすぎて増加
を停止する必要があるが、履歴データを保持する場合、停止アクションを使用しま
す。

未加工の統計
単一値の統計 (「未加工の統計」とも呼ばれる)は、次の理由でディスクスペースを
あまり多く消費しません。

■ 整数値であるため、固定された少量のスペースを消費する。
■ アーカイブは保存されるときに圧縮されるため、統計のサイズが大幅に削減さ
れ、ほぼゼロになる。

例:

■ CPU:使用率
■ プロトコル: 1秒あたりのNFSv3操作回数

内訳
内訳を持つ統計は、前の表に示したように、次の理由でさらに多くのデータを消費
する可能性があります。

オーバーヘッド
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■ 内訳はそれぞれ秒単位で保存されます。ファイル別とホスト名別の内訳の場
合、秒あたりの内訳の数は数百に達することがあり (1秒間のサマリーでアク
ティビティーが存在するファイルまたはホストの数)、これらすべてをディスクに
保存する必要があります。

■ 内訳の名前は動的であるため、長くなる可能性があります。統計のファイル別内
訳に存在するアクティブなファイルが 10個でも、それぞれのパス名は文字数十個
分のサイズになることがあります。このことはあまり大きな話には聞こえません
が、データが秒単位で保存されると、データセットは着実に増加します。

例:
■ CPU: CPUモード別使用率
■ プロトコル:レイテンシ別 1秒あたりのNFSv3操作回数
■ ディスク:ディスク別 I/Oバイト/秒
■ ディスク:レイテンシ別 I/Oバイト/秒

統計をエクスポートする
アプライアンスのディスクスペースを解放したり、あるいはほかの目的で統計を別
のサーバーにアーカイブすることが必要な場合があります。エクスポートボタンに
ついてはOpen Worksheets、CLIセクションについては保存されたワークシートを参
照してください。これらのセクションでは、統計データをCSV形式でダウンロード
する方法が説明されています。

実行
統計を有効にすると、データの収集およびアグリゲーションのために、ある程度の
CPUコストが発生します。多くの状況では、このオーバーヘッドはシステムパ
フォーマンスに対して目に見えてわかる影響を及ぼすことはありません。ただ
し、ベンチマーク負荷などの最大限の負荷がかかるシステムでは、統計収集のわず
かなオーバーヘッドが目に見えてわかるようになります。

実行オーバーヘッドに対処するためのいくつかのヒントを次に示します。

■ 動的統計の場合、24時間、週 7日の記録を必要とする重要な統計だけをアーカイ
ブします。

■ 統計を一時停止することで、データ収集をやめて収集オーバーヘッドを除去でき
ます。統計を短い間隔で収集すればニーズが十分満たせる場合、この方法が役立
つことがあります (パフォーマンスのトラブルシューティングなど)。統計を有効
化し、数分間待機したあとで「Datasets」ビューのパワーアイコンをクリックして
統計を一時停止します。一時停止されたデータセットは、あとで表示するために
データを保持します。

■ 動的統計を有効化および無効化するときは、静的統計を使用して全体のパ
フォーマンスに注目します。

オーバーヘッド
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■ ドリルダウンはすべてのイベントに対してオーバーヘッドを生じさせることに注
意してください。たとえば、「NFSv3 operations per second for client deimos」をト
レースしているが、deimosのNFSv3アクティビティーが現在存在しないという場
合があります。この状況は、この統計に実行オーバーヘッドが生じないことを意
味するわけではありません。アプライアンスはNFSv3の各イベントをトレース
し、ホストを「deimos」と比較して、データをこのデータセットに記録する必要
があるかどうかを確認します。ただし、すでにこの時点で大半の実行コストを費
やしています。

静的統計
一部の統計は、すでに保持されているオペレーティングシステムカウンタから取得
し、これらは静的統計と呼ばれることがあります。これらの統計を収集しても、シ
ステムのパフォーマンスに及ぼす影響は無視できる程です。この理由は、システム
はすでにこの統計をある程度保持しているためです (これらは通常、オペレーティン
グシステムのKstatという機能によって収集されます)。これらの統計の例を次に示
します。

カテゴリ 統計

CPU percent utilization

CPU percent utilization broken down by CPU mode

Cache ARC accesses per second broken down by hit/miss

Cache ARC size

Disk I/O bytes per second

Disk I/O bytes per second broken down by type of operation

Disk I/O operations per second

Disk I/O operations per second broken down by disk

Disk I/O operations per second broken down by type of operation

Network device bytes per second

Network device bytes per second broken down by device

Network device bytes per second broken down by direction

プロトコル 1秒あたりのNFSv3/NFSv4操作回数

プロトコル 操作タイプ別 1秒あたりのNFSv3/NFSv4操作回数

BUIで表示するとき、上記のリストで「broken down by」というテキストが付いてい
ないものは、「as a raw statistic」と記載されていることがあります。

オーバーヘッド

Sun ZFS Storage 7000 Analyticsガイド • 2012年 12月 E39004–0196



これらの統計は、実行コストは無視できる程小さく、システム動作を広く全体的に
見ることができるため、多くはデフォルトでアーカイブされています。デフォルト
統計リストを参照してください。

動的
これらの統計は動的に作成され、通常はシステムによって保持されません (これらは
DTraceと呼ばれるオペレーティングシステム機能によって収集されます)。各イベン
トはトレースされ、このトレースデータは秒単位で統計に集約されます。した
がって、この統計のコストはイベントの数に比例します。

アクティビティーが秒あたり 1000件のときにディスクの詳細をトレースする場
合、パフォーマンスに対して目に見えた影響を及ぼす可能性は低いですが、秒あた
り 100,000個のパケットを送出しているネットワークの詳細を測定する場合は、マイ
ナスの影響を及ぼす可能性があります。収集される情報のタイプも 1つの要因
で、ファイル名とクライアント名をトレースすると、パフォーマンスへの影響が増
加します。

動的統計の例を次に示します。

カテゴリ 統計

プロトコル SMB operations per second

プロトコル SMB operations per second broken down by type of operation

プロトコル HTTP/WebDAV requests per second

プロトコル ...クライアント別 1秒あたりの操作回数

プロトコル ...ファイル名別 1秒あたりの操作回数

プロトコル ...シェア別 1秒あたりの操作回数

プロトコル ...プロジェクト別 1秒あたりの操作回数

プロトコル ...レイテンシ別 1秒あたりの操作回数

プロトコル ...サイズ別 1秒あたりの操作回数

プロトコル ...オフセット別 1秒あたりの操作回数

「...」は任意のプロトコルを表します。

これらの統計の影響を判定するもっとも良い方法は、定常的な負荷の実行中に統計
を有効および無効にすることです。定常的な負荷を加えるにはベンチマークソフト
ウェアを使用できます。この方法でパフォーマンスへの影響を計算する手順につい
ては、タスクを参照してください。

オーバーヘッド
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用語集

7110 Sun Storage 7110 Unified Storage System

7120 Sun ZFS Storage 7120

7210 Sun Storage 7210 Unified Storage System

7310 Sun Storage 7310 Unified Storage System

7320 Sun ZFS Storage 7320

7410 Sun Storage 7410 Unified Storage System

7420 Sun ZFS Storage 7420

Active Directory Microsoft Active Directoryサーバー

alert
(警告)

構成可能なログ、電子メール、または SNMPトラップイベント

Analytics リアルタイムおよび履歴のパフォーマンス統計をグラフ化するアプライアンス機能

ARC Adaptive Replacement Cache

BUI ブラウザユーザーインタフェース

CLI コマンド行インタフェース

CPU 中央演算処理装置

CRU 顧客交換可能コンポーネント

DIMM デュアルインラインメモリーモジュール

DNS ドメインネームサービス

DTrace 本稼働システムのカーネルおよびアプリケーションの問題をリアルタイムでトラブル
シューティングする包括的な動的トレースフレームワーク

FC ファイバチャネル

FRU フィールド交換可能コンポーネント

FTP ファイル転送プロトコル
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GigE ギガビット Ethernet

HBA ホストバスアダプタ

HCA ホストチャネルアダプタ

HDD ハードディスクドライブ

HTTP ハイパーテキスト転送プロトコル

IOM 入出力モジュール。SIMと類似。

iSCSI Internet Small Computer System Interface

Kiosk ユーザーが特定の 1画面のみ表示できる制限付き BUIモード

L2ARC レベル 2 Adaptive Replacement Cache

LDAP 軽量ディレクトリアクセスプロトコル (Lightweight Directory Access Protocol)。

LED 発光ダイオード

Logzilla 書き込み IOPSアクセラレータ

LUN 論理ユニット

NFS ネットワークファイルシステム

NIC ネットワークインタフェースカード

NIS ネットワーク情報サービス

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

PCM 電源冷却モジュール。1基の PSUと 1基以上のファンで構成される

PSU 電源ユニット。電源冷却モジュール (PCM)のファンも含む

QDR クワッドデータレート

Readzilla 読み取り用に最適化された L2ARC用のフラッシュ SSD

SAS Serial Attached SCSI

SAS-2 Serial Attached SCSI 2.0

SATA シリアルATA

SIM SASインタフェースモジュール

SSD ソリッドステートドライブ

SSH Secure Shell (セキュアシェル)

WebDAV Webベースの分散オーサリングおよびバージョニング

ZFS ディスク上のデータストレージサブシステム

GigE
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アイコン BUIに表示されるアイコン

クラスタ シェアストレージに接続された複数のヘッド

更新 ソフトウェアまたはファームウェアのアップデート

コントローラ 「ストレージコントローラ」を参照

サービス アプライアンスサービスソフトウェア

サポートバンドル システム構成情報とコアファイルを含む自動生成されるファイルで、リモートサポート
によってシステム障害のデバッグに使用される

シェア データプロトコルを使用してシェアされる ZFSファイルシステム

スキーマ 構成可能なシェアのプロパティー

スクリプト CLIタスクの自動化

ストレージコント
ローラ

アプライアンスのヘッドノード

スナップショット シェアのイメージ

タイトルバー BUI画面のローカルナビゲーションおよび機能セクション

ダッシュボード システムの健全性とアクティビティーについてのアプライアンスサマリー表示

ディスクシェルフ ヘッドノードまたはストレージコントローラに接続される拡張ストレージシェルフ

データセット Analyticsから得られた統計用のメモリー内およびディスク上データ

統計 Analyticsから表示可能な測定基準

ハイブリッドスト
レージツール

ディスク、フラッシュディスク、およびDRAMを、一貫性を持つシームレスな単一の
データストアに組み合わせたもの。

プール すべてのファイルシステムおよび LUNに渡ってシェアできるストレージスペースを提
供するもの

プロジェクト シェアの集合

マストヘッド BUI画面の上部セクション

モーダルダイアログ 特定機能用の新しい画面要素

リモートレプリ
ケーション

シェアを別のアプライアンスにレプリケートすること

ロールバック すべてのシステムソフトウェアとシステムのすべてのメタデータ設定を、更新を適用す
る直前の状態に戻すこと

ロールバック
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