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はじめに 

Oracle Solaris のような新しいオペレーティング・システムでは、複数の仮想化形態を利用で
きます。オラクルは、Oracle Solaris 向けの仮想化製品として Oracle VM Server for SPARC、
Oracle VM Server for x86、および Oracle Solaris Zones（Oracle Solaris 11 の一機能）を提供し
ています。Oracle Solaris 11.2 以降の Oracle Solaris Zones フレームワークでは、solaris、
solaris10、および solaris-kz という 3 つのタイプのゾーンを利用できます。 

 

» solaris は Oracle Solaris Zones のデフォルト・ゾーンです。このタイプのゾーンでは、カー
ネルを大域ゾーンと共有します。 

» solaris10 は、Oracle Solaris 10 オペレーティング環境を含むゾーンに使用されます。 

» solaris-kz は独自のカーネルを所有するゾーンに使用されるゾーンで、大域ゾーンのカーネ
ルとは異なるバージョンを所有できます。 

 

ほとんどの場合、仮想マシンのリソース使用率を制限したり監視したり必要があります。この
ホワイト・ペーパーでは、非大域ゾーン内および大域ゾーン内から Oracle Solaris Zones のリ
ソース使用率を制限する方法と、ゾーン・タイプが異なる Oracle Solaris Zones を監視する方
法を説明します。システム全体のリソースを観察できるツールにはさまざまなものがあります。
このホワイト・ペーパーでは、2 つのリソース、すなわち物理メモリと物理 CPU の監視につ
いて詳しく説明します。説明するトピックは次のとおりです。 

 

» リソース制御機能を使用してゾーンの CPU リソース使用率およびメモリ使用率を制御する方法 

» ゾーンを監視するための Oracle Solaris のツール（zonestat コマンド、poolstat コマ
ンド、kstat コマンド、rcapstat コマンド、prstat コマンドなど） 

» 大域ゾーン内および非大域ゾーン内からさまざまなゾーン・タイプを監視する方法 

» CPU が制限されているゾーンと専用 CPU が割り当てられているゾーンの監視の相違点 

» OpenStack ダッシュボードを使用してゾーンの概要を把握する方法 
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用語の定義 

このホワイト・ペーパーで使用する用語は次のとおりです。 

用語 定義 

デフォルト・ゾーン Oracle Solaris 11 で使用されるデフォルト・タイプの

Oracle Solaris Zones。このタイプのゾーンでは、カーネル

を大域ゾーンと共有します。 

Oracle Solaris 10 ゾーン このタイプの Oracle Solaris Zones には、Oracle Solaris 11

の大域ゾーン内で稼働する Oracle Solaris 10 オペレーティ

ング環境が含まれます。 

カーネル・ゾーン Oracle Solaris のこの機能には独自カーネルが含まれるた

め、大域ゾーンとは異なるカーネル・バージョンを実行で

きます。 

CPU ハードウェア・スレッドまたはストランド。 

Oracle Solaris Zonesのリソース制御 

最新の一般的なプロセッサは複数のコアを搭載し、各コアには多数のハードウェア・スレッドがあ
ります。ハードウェア・スレッドはストランドとも呼ばれます。たとえば、オラクルの SPARC T5
プロセッサは 16 コアで、コアごとに 8 個のハードウェア・スレッドがあるため、プロセッサあた
りのハードウェア・スレッドは 128 個です。Oracle Solaris のモニタリング・ツールには mpstat

や kstat などのコマンドがありますが、これらのコマンドでは各ハードウェア・スレッドが単一
の CPU として表示されます。 

Oracle Solaris には、Oracle Solaris Zones にリソースを割り当てる機能があります。次のオプション
をいずれも使用しなかった場合は、大域ゾーンで利用できるすべてのメモリと CPU をゾーンで使用
できます。 

» 専用 CPU：いくつかの CPU またはある範囲の CPU をゾーンに排他的に割り当てます。 

» 制限付き CPU：ゾーンでの CPU リソースの使用率を制限します。 

» 制限付きメモリ：ゾーンでのメモリの使用率を制限します。 

» 仮想 CPU：いくつかの CPU をカーネル・ゾーン専用にします。 

» CPU 配分：公平配分スケジューラ（FSS）によって CPU リソースがゾーンに適切に割り当てら
れるように、配分量をゾーンに割り当てます。 

このホワイト・ペーパーでは、専用 CPU と制限付き CPU、および制限付きメモリについて説明しま
す。仮想 CPU と CPU 配分について詳しくは、Oracle Solaris のドキュメントを参照してください。12 

  

                            
1 Oracle Corporation、「solaris-kz のみ: virtual-cpu リソース」、2014 年 12 月。[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gnzme.html 
2 Oracle Corporation、「ゾーン規模のリソース制御の設定」、2014 年 12 月。[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/z.config.ov-13.html 
 

https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gnzme.html
https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/z.config.ov-13.html
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専用CPU 

専用 CPU を使用すると、一定数または範囲で専用 CPU をゾーンに割り当てることができます。一
定数の CPU をゾーンに割り当てると、そのゾーンからそれらの CPU に排他的にアクセスできます。
ゾーンを起動すると、ゾーンに排他的に割り当てられるリソース・プールが作成されます。このリ
ソース・プールには 1 つのプロセッサ・セットがバインドされていて、指定数の CPU がプロセッ
サ・セット含まれています。使用可能な CPU が足りない場合、ゾーンは起動されません。CPU は、
ゾーンに排他的に割り当てられるリソース・プールに入れられるため、他のゾーンからも大域ゾー
ンからもそれらの CPU を使用できません。 

次の例は、zonecfg コマンドを使用して 1 つの専用 CPU をゾーン（myzone）に割り当てる方法を
示しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ゾーンには CPU の範囲を割り当てることもできます。その場合は、ゾーンに排他的に割り当てられ
るリソース・プールが Oracle Solaris によって作成され、そこにプロセッサ・セットがバインドされ
ます。プロセッサ・セットには、範囲の下限として定義した数以上の CPU が含まれます。ゾーンに
必要な CPU リソースが増えた場合は、Oracle Solaris 側でプロセッサ・セットに CPU を追加できます。
逆の場合は、下限の数になるまで Oracle Solaris 側でプロセッサ・セットから CPU を削除できます。 

専用 CPU を設定する場合は、zonecfg コマンドを使用して dedicated-cpu リソースをゾーンに
追加します。 

次の例は、zonecfg コマンドを使用して 1～2 個の範囲の専用 CPU をゾーン（myzone）に割り当
てる方法を示しています。dedicated-cpu リソースを使用して範囲を割り当てる場合は、サービス
system/pools/dynamic を有効にする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
zonecfg:myzone> add dedicated-cpu  

zonecfg:myzone:dedicated-cpu> set ncpus=1  

zonecfg:myzone:dedicated-cpu> end  

zonecfg:myzone> verify 

zonecfg:myzone> info dedicated-cpu 

dedicated-cpu: 

ncpus:1 

cpus not specified  

cores not specified  

sockets not specified 

zonecfg:myzone> 
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dedicated-cpu リソースは capped-memory リソースと組み合わせることができますが、capped-
cpu リソースと組み合わせることはできません。オラクルのカーネル・ゾーン（Oracle Solaris 11.2
の機能）に dedicated-cpu リソースを使用する場合は、範囲を定義することができません。
dedicated-cpu リソースが設定されたカーネル・ゾーンのインスタンスには、一定数の CPU しか割
り当てることができません。このようなゾーンには、特定の数の CPU、CPU コア、またはソケット
を割り当てることができます。 

 dedicated-cpu リソースについて詳しくは、Oracle Solaris のドキュメント 3を参照してください。 

制限付きCPU 

これは、ゾーンの CPU 使用率が、capped-cpu リソースで指定された CPU 数に制限されることを意
味します。capped-cpu リソースに設定する CPU の数は、整数以外でも構いません。その場合は
CPU のパーセンテージとして解釈され、1 は CPU の 100%を意味します。したがって、1.5 は 150%
です。この制限いっぱいの使用率を達成するには、1 つの CPU をすべて使用し、もう 1 つの CPU
を 50%使用する必要があります。2 つの CPU を完全に使用すると 1.5 の制限を超えてしまうため、
この場合それはできません。 

ゾーンはどれも 1 つのリソース・プールに割り当てられます。dedicated-cpu リソースを使用せず、
ゾーンを明示的にリソース・プールに割り当てない場合、そのゾーンはデフォルト・リソース・
プールに割り当てられます。ゾーン内からは、割り当てられたリソース・プールに含まれるすべて
の CPU が見えます。制限付き CPU を使用すると、ゾーンの CPU 使用率は capped-cpu リソースで
設定した CPU 数に制限されます。 

制限付き CPU を設定するには、zonecfg コマンドを使用して capped-cpu リソースをゾーンに追
加します。 

次の例は、zonecfg コマンドを使用して 1.5 の CPU 制限をゾーン（myzone）に設定する方法を示
しています。 

 

 

 

 

                            
3 Oracle Corporation、「dedicated-cpu リソース」、2014 年 12 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gejlw.html 

 
zonecfg:myzone> add dedicated-cpu  

zonecfg:myzone:dedicated-cpu> set ncpus=1-2  

zonecfg:myzone:dedicated-cpu> end  

zonecfg:myzone> verify 

zonecfg:myzone> info dedicated-cpu 

dedicated-cpu: 

ncpus:1-2 

cpus not specified  

cores not specified  

sockets not specified 

zonecfg:myzone> 

https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gejlw.html
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capped-cpu リソースは capped-memory リソースと組み合わせることができますが、dedicated-
cpu リソースと組み合わせることはできません。 

capped-cpu リソースについて詳しくは、Oracle Solaris のドキュメント 4を参照してください。 

制限付きメモリ 

ゾーンでは、CPU 使用率の制限だけでなくメモリ使用率の制限も可能です。これを実行するには
capped-memory リソースを使用します。このリソースの使用方法は、Oracle Solaris Zones のタイ
プごとに異なります。 

デフォルト・ゾーンおよび Oracle Solaris 10 ゾーンでは、物理メモリの使用率が、capped-memory
リソースで指定された量に制限され、ゾーンの物理メモリの使用率が上限に達するとページングが
発生します。メモリはゾーンに排他的に割り当てられず、大域ゾーンおよび他のゾーンでもメモリ
を使用できます。 

カーネル・ゾーンの場合は、capped-memory リソースに指定された量がカーネル・ゾーンのイン
スタンスに静的に割り当てられます。このメモリは大域ゾーンでも他のゾーンでも使用できません。 

制限付きメモリを設定するには、zonecfg コマンドを使用してゾーンに capped-memory リソース
を追加します。スワップ・メモリとロックされたメモリにも制限を設定することができます。 

capped-memory リソースのスワップは、物理メモリとスワップ領域の合計です（例：ディスク・
スワップ）。ゾーンのスワップが上限に達すると、ゾーン内でのメモリ割当ては失敗します。 

次の例は、zonecfg コマンドを使用して、ゾーン（myzone）の物理メモリの上限として 2GB の制
限を設定する方法を示しています。また、スワップ使用率を 3GB に制限しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            
4 Oracle Corporation、「capped-cpu リソース」、2014 年 12 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gepzc.html 

 
zonecfg:myzone> add capped-cpu  

zonecfg:myzone:capped-cpu> set ncpus=1.5  

zonecfg:myzone:capped-cpu> end  

zonecfg:myzone> verify 

zonecfg:myzone> info capped-cpu 

capped-cpu: 

[ncpus:1.50]  

zonecfg:myzone> 

 
zonecfg:myzone> add capped-memory  

zonecfg:myzone:capped-memory> set physical=2G  

zonecfg:myzone:capped-memory> set swap=3G  

zonecfg:myzone:capped-memory> end  

zonecfg:myzone> verify 

zonecfg:myzone> info capped-memory 

capped-memory: 

physical:2G  

[swap:3G] 

zonecfg:myzone> 

https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gepzc.html
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capped-memory リソースは、dedicated-cpu リソースと capped-cpu リソースのいずれとも組み合
わせることができます。 

capped-memory リソースについて詳しくは、Oracle Solaris のドキュメント 5を参照してください。 

 

概要 

次の表は、ここまでの内容をまとめたものです。 

各ゾーン・タイプに使用できるリソース 

ゾーン・タイプ 専用 CPU 制限付き CPU 制限付きメモリ 

デフォルトの Oracle Solaris Zones

（solaris） 

可 可 可 

Oracle Solaris 10 ゾーン

（solaris10） 

可 可 可 

カーネル・ゾーン 

（solaris-kz） 
一部可（一定数の CPU のみ） 可 可（必須） 

この表は、ゾーン・タイプとサポートされるリソース・タイプの対応を示しています。 

 

同じゾーンに使用できるリソース 

 専用 CPU 制限付き CPU 制限付きメモリ 

専用 CPU - 不可 あり 

制限付き CPU 不可 - 可 

制限付きメモリ 可 可 - 

この表は、同じゾーンで組み合わせて使用できるリソースの対応を示しています。 

デフォルト・ゾーンの監視 

Oracle Solaris 11 には、ゾーンのリソース使用率の監視に使用できる新しいツールがあります。こ
のツールは大域ゾーンだけでなく非大域ゾーンでも使用できます。 

コマンド zonestat で出力できるレポートの選択肢は多数あります。たとえば、プロセス、メモリ、
CPU、ネットワーク、共有メモリに関するレポートを出力できます。このホワイト・ペーパーでは、
前章で説明したリソースの使用率を監視する 2 つのレポートについて説明します。すなわち、プロ
セッサ・セットに関するレポートとメモリに関するレポートです。 

ネットワーク 、上限、sysv（共有メモリ 、セマフォな ど）などに関 する他のレポ ートも、
zonestat コマンドを使用して出力できます。また、all レポートと summary レポートも出力でき
ます。summary には CPU、物理メモリ、仮想メモリ、およびネットワークに関するサマリー・レ
ポートが表示されます。zonestat コマンドのデフォルト・レポートは summary レポートです。 

  

                            
5 Oracle Corporation、「物理メモリの制御と capped-memory リソース」、2014 年 12 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gejkz.html 

https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54011/gejkz.html
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zonestat コマンドの機能をプログラム内で使用できるようにする API もあります。この API につ
いて詳しくは、コマンド libzonestat のマニュアル・ページ 6を参照してください。『Resource 
Management and Oracle® Solaris Zones Developer's Guide』7にも詳しい説明があります。 

zonestat コ マ ン ド ま た は libzonestat コ マ ン ド を 使 用 す る 場 合 は 、 必 ず サ ー ビ ス
system/zones- monitoring:default を 大 域 ゾ ー ン で 実 行 し 、 zonestat コ マ ン ド ま た は
libzonestat コマンドでゾーンを監視できるようにしてください。 

次の項では、zonestat コマンドを大域ゾーンから実行した場合とデフォルト・ゾーン内で実行し
た場合の違いについて概説します。非大域ゾーンのレポートには、現行のゾーンおよびシステム全
体（ただし、CPU の場合はゾーンで使用しているプロセッサ・セット全体）の統計情報のみが表示
されます 8。大域ゾーンのレポートには、各ゾーンと大域ゾーンの統計情報が別々に表示されます。 

zonestat コマンドの全オプションについての説明は、マニュアル・ページ 9を参照してください。 

 

専用CPUが設定されているデフォルト・ゾーンの監視 

この例のゾーンは、1 つの専用 CPU が設定された状態で作成されています。このゾーンでは Perl ス
クリプトが実行されています。prstat コマンドの出力を見ると、Perl が CPU の 100%を使用して
いることがわかります。 

 

 

 

 

非大域ゾーンから実行した場合 

次の出力は、zonestat コマンドを起動してプロセッサ・セットのレポートを 60 秒後に 1 回表示す
る方法を示しています。 

 

 

 

 

 

  

 

                            
6 Oracle Corporation、"libzonestat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36873/libzonestat-3lib.html 
7 Oracle Corporation、『Resource Management and Oracle® Solaris Zones Developer's Guide』、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E62101_01/html/E64446/index.html 
8 Oracle Corporation、「非大域ゾーンでの zonestat ユーティリティーの使用」、2015 年 5 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54016/gklcu.html 
9 Oracle Corporation、"zonestat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36870/zonestat-1.html 
 

-bash-4.1$ prstat -c -n 1 1 1 
Please wait... 

PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE 

15334 sun 11M 8292K run 50 0 

TIME CPU PROCESS/NLWP 

1:29:29 100% perl/1 

Total:42 processes, 160 lwps, load averages:1.00, 0.99, 0.98 

-bash-4.1$ zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first 

interval...Interval:1, 

 PROCESSOR_SET TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

myzone dedicated-cpu  1/1   1/1 

ZONE USED %USED CAP %CAP 

[total] 0.99 99.9% - - 

[system] 0.00 0.00% - - 

myzone 0.99 99.9% - - 

SHRS 

- 

- 

- 

%SHR %SHRU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36873/libzonestat-3lib.html
https://docs.oracle.com/cd/E62101_01/html/E64446/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54016/gklcu.html
http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36870/zonestat-1.html
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非大域ゾーン内のプロセッサ・セットのレポートには、当該ゾーンで使用されているプロセッサ・
セットのみが表示されます。このゾーンには dedicated-cpu リソースが追加されているため、この
ゾーンに排他的に割り当てられるプロセッサ・セットで構成されるリソース・プールが Oracle 
Solaris により作成されました。このプロセッサ・セットに割り当てられる CPU の最小数、最大数、
および現在の数（1）を確認できます。その下に、[total]、[system]、および myzone で始まる 3 つ
の行が続き、それぞれの CPU 使用率（パーセンテージと CPU 数）が表示されています。通常、
[system]で始まる行には、他のゾーンまたは大域ゾーン（zonestat コマンドを非大域ゾーンから
コールした場合）でのこのリソース（CPU）の使用率が示されます。ただし、dedicated-cpu リ
ソースを使用しているため、プロセッサ・セットは排他的にゾーンに割り当てられています。この
プロセッサ・セットを使用する他のゾーンまたは大域ゾーンはないため、この場合は[system]が 0
と表示されます。[system]で始まる行の後に、このリソースを使用する各ゾーンが表示されます。
このプロセッサ・セットはこのゾーンのみに使用されるため、ここでも同様にこのゾーン
（myzone）のみが表示され、プロセッサ・セットの 0.99CPU、すなわち CPU のほぼ 100%が使用
されていることが示されています。[total]行は[system]の行と myzone の行の合計です。 

この後ゾーンの構成が変更され、1～2 個の専用 CPU が使用されるようになりました。このゾーン
で同じ Perl スクリプトを実行し、zonestat コマンドを改めて実行します。 

-bash-4.1$ zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PROCESSOR_SET       TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

myzone     dedicated-cpu   2/2     1/2 

ZONE     USED %USED CAP %CAP SHRS %SHR %SHRU 

  [total] 1.00 50.1%   -    -    -    -     - 

 [system] 0.00 0.00%   -    -    -    -     - 

   myzone 1.00 50.1%   -    -    -    -     - 

 

相違点は、上の例では MIN が 1 で MAX が 2 となっていることです。これにより、このプロセッ
サ・セットを排他的に使用するこのゾーンで使用できる CPU は 1 つ以上であり、最大は 2 つであ
ることがわかります。また、ONLINE 列を見ると、現在は 2 つの CPU が割り当てられていることが
わかります。 

myzone で始まる行を見ると、ゾーンで使用されている CPU は 1 つ、すなわち現在ゾーンに割り当
てられているリソースの約 50%であることがわかります。 
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大域ゾーンから実行した場合 

次に示すのは、ゾーン（myzone）に 1 つの専用 CPU しか割り当てられていない場合に同じコマン
ドを大域ゾーンから起動した場合の出力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

レポートには 2 つのプロセッサ・セットが表示されています。1 つ目のプロセッサ・セットはデ
フォルトのプロセッサ・セットであり、現在は 3 つの CPU が割り当てられています。2 つ目のプロ
セッサ・セットはこのゾーン（myzone）で使用されるプロセッサ・セットで、ゾーン内から実行
した場合と同じ出力内容になっています。pset_default（デフォルトのプロセッサ・セット）の出
力を見ると、現在は 3 つの CPU が使用されていることがわかります。[system]で始まる行は、カー
ネルによる CPU 使用率を示しています。global で始まる行は、大域ゾーンによる CPU 使用率を示
しています。このプロセッサ・セットを使用しているゾーンが他にもあれば、この下に表示されま
す。[total]は、このプロセッサ・セットのすべての行の合計です。 

では、ゾーン（myzone）で使用する専用 CPU を 1 つから 2 つに変更した後の同じ出力を見てみま
しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-bash-4.1$ zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSOR_SET TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

myzone dedicated-cpu 1/1 1/1 

ZONE USED %USED CAP %CAP SHRS %SHR %SHRU 

[total] 0.99 99.9% - - - - - 

[system] 0.00 0.00% - - - - - 

myzone 0.99 99.9% - - - - - 

 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PROCESSOR SET TYPE 

pset_default default-pset 

ZONE 

[total] 

[system] 

global 

ONLINE/CPUS MIN/MAX 

3/3 1/- 

USED %USED CAP %CAP 

0.14 4.81%  -  - 

0.00 0.27% - - 

0.13 4.53% - - 

SHRS 

- 

- 

- 

%SHR %SHRU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-bash-4.1$ zonestat -r processor-set 60 1 
Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PROCESSOR_SET TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

pset_default default-pset 2/2 1/- 

ZONE USED %USED CAP %CAP 

[total] 0.12 6.30%  -  - 

[system] 0.00 0.38% - - 

global 0.11 5.92% - - 

SHRS 

- 

- 

- 

%SHR %SHRU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROCESSOR_SET 

myzone 

TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

dedicated-cpu  2/2   1/2 

ZONE USED %USED CAP %CAP 

[total] 1.00 50.1% - - 

[system] 0.00 0.00% - - 

myzone 1.00 50.1% - - 

SHRS 

- 

- 

- 

%SHR %SHRU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ゾーン（myzone）のプロセッサ・セットを示しているブロックは、ゾーン内のものと同じです。
pset_default の相違点は 1 つのみです。現在は 2 つの CPU しか使用されていません。これは、サー
バーに搭載されている 4 つの CPU のうち 2 つが、現在は myzone のプロセッサ・セットに割り当
てられているためです。 

制限付きCPUが設定されているデフォルト・ゾーンの監視 

この例では、CPU 制限を 1.5 に設定してゾーンが作成されています。このゾーンでは Perl スクリプ
トが実行されていて、このスクリプトが 1 つの CPU をほぼ 100%使用しています。 

非大域ゾーンから実行した場合 

次に示しているのは、このゾーンで起動した prstat コマンドの出力です。 

 

 

 

 

なお、制限付き CPU を使用すると、ゾーンにはデフォルト・プロセッサ・セットが割り当てられま
す。コマンド prstat で表示される CPU 使用率は、プロセッサ・セット内のすべての CPU に関連
しています。このプロセッサ・セットには 4 つの CPU があり、1 つの CPU がほぼ 100%使用されて
いるため、prstat コマンドの出力には CPU 使用率が 24%と表示されます。 

zonestat コマンドを起動すると、ゾーンに割り当てられているプロセッサ・セット内での CPU
使用率に関するレポートが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

  

このゾーンではデフォルトのプロセッサ・セットが使用されているため、デフォルト・プロセッ
サ・セット内の CPU 使用率が表示されます。このプロセッサ・セットには現在 4 つの CPU が割り
当てられていることがわかります。[system]の行を見ると、大域ゾーンおよび他のすべてのゾーン
で使用されている CPU は 0.2（このプロセッサ・セットの 5.1%）であることがわかります。この
ゾーン自体ではほぼ 1 つの CPU（ほぼ 25%）が使用されています。制限は 1.5 に設定されており、
この制限の 66.5%をこのゾーンで使用しています。[total]の行にはすべての行の合計が表示されま
す。このプロセッサ・セットが割り当てられているゾーンは他にもあるかもしれませんが、表示さ
れるのはこのゾーンの使用率のみです。他のすべてのゾーンおよび大域ゾーンの使用率を集計した
ものが、[system]の行に表示されます。 

  

-bash-4.1$ prstat -c -n 1 1 1 

Please wait... 

PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE 
7590 sun 11M 8780K cpu1 0 0 

TIME CPU PROCESS/NLWP 

0:01:15 24% perl/1 
Total:42 processes, 158 lwps, load averages:0.82, 0.40, 0.24 

-bash-4.1$ 

-bash-4.1$ zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PROCESSOR_SET TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

pset_default default-pset 4/4 1/- 

ZONE USED %USED CAP %CAP  

[total] 1.20 30.0%  -  - 

[system] 0.20 5.10% - - 

myzone 0.99 24.9% 1.50 66.5% 

SHRS 

- 

- 

- 

%SHR %SHRU 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
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大域ゾーンから実行した場合 

このサーバーには、デフォルト・ゾーン（myzone）と Oracle Solaris 10 ゾーン solmarc10 の 2 つ
のゾーンがインストールされています。他のゾーン内から zonestat コマンドを実行しても、サー
バー上や同じプロセッサ・セット内に他のゾーンがあることはわかりませんが、大域ゾーンから
zonestat コマンドを実行すると、すべてのゾーンが表示されます。 

-bash-4.1$ zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration: 0:01:00  

PROCESSOR_SET   TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX  

pset_default      default-¬pset   4/4     1/-  

 ZONE USED %USED CAP %CAP SHRS %SHR %SHRU 

[total] 1.20 30.1%   -    -    -    -   - 

[system] 0.01 0.33%   -    -    -    -   - 

myzone 0.99 24.9% 1.50 66.5%    -    -   - 

global 0.14 3.63%   -    -    -    -   - 

solmarc10 0.04 1.19% 1.50 3.19%    -    -   - 

この zonestat レポートを見ると、現在はデフォルト・プロセッサ・セット内の 4 つの CPU がオン
ラインになっていることがわかります。[system]の行を見ると、このシステムで使用されているプ
ロセッサ・セットはわずか 0.33%であることがわかります。出力には、両方のゾーン（myzone お
よび solmarc10）に CPU 制限として 1.5 が設定されていることが表示されています。また、各ゾー
ンの CPU 使用率と大域ゾーンの CPU 使用率は別々の行に表示されています。 

制限付きメモリが設定されているデフォルト・ゾーンの監視 

myzone に 2GB の capped-memory リソースを追加します。ここまでは、プロセッサ・セットの
zonestat レポートのみについて説明してきました。この項では、zonestat コマンドのメモリ・レ
ポートについて説明します。メモリ・レポートには、物理メモリ、ロックされているメモリ、仮想
メモリ（スワップ）の使用率と制限が表示されます。メモリ・タイプのいずれかのみを確認する場
合は、該当するレポートのコマンドラインで physical-¬memory、virtual-¬memory、または
locked-¬memory を指定します。 
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非大域ゾーンから実行した場合 

非大域ゾーンから物理メモリ・レポートを実行すると、次の出力が表示されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモリ・タイプごとにブロックが表示されています。最初のブロックには、物理メモリに関する統
計情報が表示されています。 

 SYSTEM MEMORY 列に表示されているのは、システムにインストールされている物理メモリです。
続いて、[total]、[system]、およびゾーン（myzone）の各行に値が表示されます。[system]の行に
は、現行ゾーンを除くすべてのゾーンとカーネルのメモリ使用率が表示されます。下の行を見ると、
現行ゾーンのメモリ使用率を確認できます。メモリ制限が設定されているため、CAP 列にメモリ制
限が表示されています。また、CAP に関連して使用されているメモリの割合も表示されています。 

次のブロックに表示されているのは、仮想メモリについての同じ統計情報です。このゾーンの CAP
は 3,072MB ですが、これは capped-memory リソースで事前に指定したものです。システムの仮想
メモリ（物理メモリ+スワップ領域）の全体量は SYSTEM MEMORY 列で確認できます。 

最後のブロックに表示されているのは、ロックされたメモリについてのすべての統計情報です。こ
の例では制限が定義されていないため、このゾーンの制限は表示されません。 

  

-bash-4.1$ zonestat -r memory 60 1 

Collecting data for first 

interval...Interval:1, Duration:0:01:00 

PHYSICAL-MEMORY SYSTEM MEMORY 

mem_default 15.7G 

ZONE USED %USED 

[total] 4059M 25.1% 

[system] 3865M 23.9% 

CAP %CAP 

- - 

- - 

myzone 193M 1.20% 2048M 9.45% 

VIRTUAL-MEMORY 

vm_default 

SYSTEM MEMORY 

23.7G 

ZONE USED %USED  

[total] 5933M 24.3% 

[system] 5763M 23.7% 

CAP %CAP 

- - 

- - 

myzone 169M 0.69% 3072M 5.53% 

LOCKED-MEMORY 

mem_default 

SYSTEM MEMORY 

15.7G 

ZONE USED %USED  

[total] 2727M 16.9% 

[system] 2727M 16.9% 

myzone 0 0.00% 

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 
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大域ゾーンから実行した場合 

見てわかるとおり、このレポートには、Oracle Solaris 10 ゾーンも含め、システム上で稼働してい
るすべてのゾーンが表示されます。Oracle Solaris 10 ゾーンの監視については次の章で説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCKED-MEMORY  SYSTEM MEMORY  

mem_default 15.7G  

     ZONE  USED  %USED   CAP %CAP 

  [total]2727M  16.9%     -    - 

 [system] 2719M 16.8%     -    - 

  global 7408K  0.04%     -    - 

   myzone    0  0.00%     -    - 

 solmarc10    0  0.00%     -    - 

 

メモリ・レポートの構造は、非大域ゾーンのものと同じです。メモリ・タイプに対応した 3 つのブ
ロックが表示されます。 

メモリ・タイプごとに各ゾーンおよび大域ゾーンの行があり、それぞれのメモリ使用率、メモリ制
限、メモリ制限の使用率（設定されている場合）が表示されます。大域ゾーン内では、[system]行
はカーネルに使用されているメモリを意味します。[total]は、[system]、大域ゾーン、非大域ゾーン
の合計です。 

  

-bash-4.1$ zonestat -r memory 60 1 

Collecting data for first 

interval...Interval:1, 

Duration:0:01:00 

PHYSICAL-MEMORY SYSTEM MEMORY 

mem_default 15.7G 

ZONE USED 

[total] 4059M 

  global 1149M 

myzone 193M 

solmarc10 146M 

%USED CAP %CAP 

25.1% - - 

15.9% - - 

7.12% - - 

1.20% 2048M 9.45% 

0.90% 1024M 14.2% 

VIRTUAL-MEMORY 

vm default 

SYSTEM MEMORY 

23.7G 

ZONE USED 

[total] 5933M 

[system] 2911M 

global 2710M 

myzone 169M 

solmarc10 141M 

%USED CAP %CAP 

24.3% - - 

11.9% - - 

11.1% - - 

0.69% 3072M 5.53% 

0.58% 1536M 9.23% 
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bash-3.2$ poolstat -r pset 60 2 

Oracle Solaris 10ゾーンの監視 

前の章では、zonestat コマンドを紹介しました。このコマンドは、使用されているリソースをゾー
ン別に監視するのに便利です。大域ゾーンで使用すれば、システム上のすべてのゾーンのリソース
使用率と制限を監視でき、デフォルト・ゾーン内から使用すれば、現行ゾーンのリソース使用率と
制限を監視できます。このツールは Oracle Solaris 11 でしか使用できないため、Oracle Solaris 10
ゾーンには搭載されていません。それでも、大域ゾーン内で zonestat コマンドを使用して Oracle 
Solaris 10 ゾーンを監視することは可能です。zonestat コマンドがなくても、リソース使用率と制
限を Oracle Solaris 10 ゾーン内から監視することは可能です。 

この目的に使用できるツールが他にもありますので、この章で説明します。zonestat コマンドは大
域ゾーンで使用できるため、これらのツールについては、ゾーン内からの使用方法のみを説明しま
す。 

専用CPUが設定されたOracle Solaris 10ゾーンの監視 

すでに説明したように、dedicated-cpu リソースを使用すると、ゾーン用のプロセッサ・セットが
付属するリソース・プールが Oracle Solaris によって自動的に作成されます。専用 CPU が設定され
た Oracle Solaris 10 ゾーンは、poolstat コマンドを使用して監視できます 10。このゾーンには専用
CPU が１～2 個あり、1 つの CPU の 50%を使用しているプロセスが 1 つ実行中です。プロセッサ・
セットを監視するには、オプション（-r pset）を付けて poolstat コマンドを起動する必要がありま
す。次のコマンドを実行すると、60 秒間隔で 2 回レポートが出力されます。 

 

id pool type rid rset min max size used load 

 2 SUNWtmp_solmarc10 pset 1 SUNWtmp_solmarc10 1 2 1 0.00 0.49 

id pool type rid rset min max size used load 

 2 SUNWtmp_solmarc10 pset 1 SUNWtmp_solmarc10 1 2 1 0.50 0.50 

 

2 つ目のレポートは、poolstat コマンドを 60 秒間実行してから作成されます。出力には、プー
ルの名前とゾーンに割り当てられているプロセッサ・セットの名前が含まれています。列 min と列
max も確認できます。これらは、プールの最小サイズと最大サイズです。列 size には、現在プロ
セッサ・セットに割り当てられている CPU の数が表示されます。列 used には、プロセッサ・セッ
トの使用率が表示されます。 

ここでプロセスがもう 1 つ起動され、CPU 使用率がほぼ 100%になります。すでに実行中のプロセ
スと合わせ、（1 つの CPU に関連する）CPU 使用率は 150%になると予測できます。 

 

 

  

 

 

                            
10 Oracle Corporation、「poolstat によるプール機能とリソース使用効率のモニター」、 
2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54031/rmpool-107.html 

bash-3.2$ poolstat -r pset 
  id pool 

2 SUNWtmp_solmarc10 
type rid rset min max size used load 
pset 1 SUNWtmp_solmarc10 1 2 2 0.00 1.38 

id pool 

2 SUNWtmp_solmarc10 
type rid rset min max size used load 
pset 1 SUNWtmp_solmarc10 1 2 2 1.50 1.45 

https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54031/rmpool-107.html
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列 size を見ると、追加の CPU がプロセッサ・セットに割り当てられていることがわかります。列
usage は、使用率が 1.5（つまり CPU 使用率 150%）であることを示しています。プロセッサ・
セットの負荷も増えています。 

poolstat コマンドについて詳しくは、マニュアル・ページ 11または「ゾーンで使用されるリソー
スプール」12を参照してください。ライブラリ libpool には、poolstat コマンドで表示される情
報の収集に使用できる API が含まれています。詳しくは、libpool のマニュアル・ページ 13を参照し
てください。 

制限付きCPUが設定されたOracle Solaris 10ゾーンの監視 

poolstat コマンドでは CPU 制限に関する情報が表示されないため、CPU が制限されている
Oracle Solaris 10 ゾーンは別のツールを使用して監視する必要があります。この例では、CPU が 1.5
に制限されているゾーンで、1 つのプロセスが CPU 使用率 50%で実行されています。 

CPU 制限に関する統計情報は kstat コマンドを使用して表示できます。ゾーン内から実行した場
合は現行ゾーンの統計情報のみが表示されます。CPU 制限に関する統計情報（zonecfg コマンド
で定義）は、cpucaps_zone_<ゾーン ID>という名前で統計に保存されます。現行ゾーンのゾー
ン ID を検索することもできますが、kstat コマンドをコールするときはワイルドカードを使用で
きます。ゾーンに CPU 制限が設定されていない場合は、この統計情報を取得できません。次の出力
では、ワイルドカード"?"を使用して現行ゾーンの CPU 制限に関する統計情報を取得しています。
60 秒間隔で 2 回レポートが表示されます。 

 

name:    cpucaps_zone_4              class: zone_caps 

   above_sec         0 

   below_sec         1177 

   crtime         10249.142302345 

   maxusage         151 

   nwait          0 

   snaptime         11426.764310172 

   usage                 52 

   value          150 

   zonename         solmarc10 

 

 

 

 

 

 
nwait 

 
0 

snaptime 11486.772663912 

                            
11 Oracle Corporation、"poolstat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36871/poolstat-1m.html. 
12 Oracle Corporation、「ゾーンで使用されるリソースプール」、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54031/rmpool-114.html 
13 Oracle Corporation、"libpool のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36873/libpool-3lib.html 

bash-3.2$ kstat -n 'cpucaps_zone_?'60 2 

module: caps instance:4 

module: 

name: 

caps 

cpucaps_zone_4 

above_sec 

below_sec 

crtime 

maxusage 

instance:4 

class: 

0 

1237 

zone caps 

10249.142302345 

151 

http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36871/poolstat-1m.html
https://docs.oracle.com/cd/E56342_01/html/E54031/rmpool-114.html
http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36873/libpool-3lib.html
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usage 50 

value 150 

zonename solmarc10 

ここで重要な 2 つの統計情報は usage と value です。統計情報 value は、CPU 制限の値を 100 倍
したものです。このゾーンの CPU 制限は 1.5 と定義されているため、統計情報 value は 150 と示さ
れています。統計情報 usage は 50 ですが、これは予測どおりの CPU 使用率です。 

ここで、CPU 使用率を 50%にしているプロセスを停止します。新しいプロセスを 2 つ起動すると、
それぞれの CPU 使用率が 100%になります。そこで、再度 kstat コマンドを使用すると、制限が
適用されているかどうかを監視できます。 

 

 

name: cpucaps_zone_4 class: zone_caps 

 above_sec 56 

 below_sec 3938 

 crtime 10249.142302345 

 maxusage 152 

 nwait 0 

 snaptime 14242.963750635 

 usage 150 

 value 150 

 zonename solmarc10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計情報 value が 150 であるため、1.5 の制限が適用されていることがわかります。 

ゾーンで使用できる CPU の数を知りたい場合は、poolstat コマンドで確認できます。なお、
ゾーンではデフォルト・プロセッサ・セットの CPU がデフォルトで使用されるため、このプロセッ
サ・セットの使用率はコマンド poolstat で監視できます。 

  

bash-3.2$ kstat -n 'cpucaps_zone_?'60 2 

module: caps instance:4 

module: 

name: 

caps 

cpucaps_zone_4 

above_sec 

below_sec 

crtime 

maxusage nwait 

snaptime usage 

value 

zonename 

instance:4 

class: zone_caps 

73 

3981 

10249.142302345 

152 

0 

14302.972309689 

150 

150 

solmarc10 



 

17 | Oracle Solaris Zones での仮想化の監視 

 

 

 

 

  

この例では、ゾーンで使用している CPU が（定義されている制限どおり）1.5 であることが、kstat
コマンドの出力からすでにわかっています。ゾーンで使用しているプロセッサ・セットに使用され
ている CPU は 2.54 です。poolstat コマンドの出力を見ると、ゾーンには 4 つの CPU が割り当て
られているため、まだ使用できる CPU はおよそ 1.5 であると計算できます。 

コマンド kstat について詳しくは、kstat のマニュアル・ページ 14を参照してください。ライブ
ラリ libkstat には、コマンド kstat で表示される情報を収集するための API が含まれています。詳
しくは、libkstat のマニュアル・ページ 15を参照してください。 

制限付きメモリが設定されたOracle Solaris 10ゾーンの監視 

Oracle Solaris 10 ゾーン内からメモリ使用率を監視する場合は、rcapstat コマンド、prstat コ
マンド、および kstat コマンドの組合せを使用します。 

kstat コマンドを実行すると、ゾーンの制限に関する統計情報がいくつか表示されますが、それら
にはクラス zone_caps が設定されています。これらの統計情報はすべて、コマンド kstat -c 

zone_caps で表示できます。capped-memory リソースの使用率の観察に使用できる統計情報は 2
つだけです。lockedmem_zone_<ゾーン ID>の統計情報では、ゾーン内のロックされたメモリの使
用率と制限が表示され、swapresv_zone_<ゾーン ID>の統計情報では、ゾーン内の仮想メモリの使
用率と制限が表示されます。 

次の例では、kstat コマンドを起動して、lockedmem_zone と swapresv_zone の統計情報を 60
秒間隔で 2 回表示しています。 

bash-3.2$ kstat -n '/lockedmem_zone|swapresv_zone/' 60 2 

module: caps instance:4 

name:  lockedmem_zone_4 class: zone_caps  

 crtime  98343.245904062 

snaptime 100820.223739768 

usage 0 

value 18446744073709551615 

zonename solmarc10 
 
module: caps instance:4 

name:  swapresv_zone_4 class: zone_caps  

 crtime 98343.245911588 

snaptime 100820.224596904 

usage 152866816 

                            
14 Oracle Corporation、"kstat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36871/kstat-1m.html 
15 Oracle Corporation、"libkstat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36873/libkstat-3lib.html 

id pool type rid rset min max size used load 

0 pool_default pset -1 pset_default 1 66K 4 2.54 2.67 

bash-3.2$ poolstat -r pset 60 2 

id pool type rid rset min max size used load 

0 pool_default pset -1 pset default 1 66K 4 0.00 2.68 

http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36871/kstat-1m.html
http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36873/libkstat-3lib.html
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value 1610612736 
zonename solmarc10 

 
module: caps  instance:4 
name:   lockedmem_zone_4 class:  

zone_caps crtime 98343.245904062 
snaptime 100880.234017332 
usage 0 
value 18446744073709551615 
zonename solmarc10 
 

module: caps instance:4 
name: swapresv_zone_4         class:  
zone_caps crtime 98343.245911588 

snaptime 100880.234037401 
usage 153268224 
value 1610612736 
zonename solmarc10 

 

最後の統計情報、swapresv_zone_4 は、ゾーン内の仮想メモリのものです。統計情報 value は、
capped-memory リソースに設定したスワップの制限の実際の値をバイトで表したものです。統計
情報 usage は、このゾーンの仮想メモリの現在の使用率をバイトで表したものです。上の統計情報、
lockedmem_zone_4 は、ゾーン内のロックされたメモリのものです。ロックされたメモリには制限
が設定されていないため、value の行は 18446744073709551615 に設定されています。これは、
2^64 -1（64 ビット・システムの物理メモリの論理的上限）に相当します。統計情報 usage には、
ロックされたメモリとして現在ゾーンで使用されているのは 0 バイトであると表示されています。 

残念ながら、kstat コマンドでは、物理メモリの制限に関する統計情報を取得できません。物理メ
モリの制限に関する一部の情報は、コマンド rcapstat で確認できます。rcapstat コマンドを
使用する場合は、サービス（system/rcap）がゾーンで有効化されている必要があります。 

 

 

 

コマンド rcapstat の出力を見ると、物理メモリの制限は 1GB に設定されています。これは zonecfg
コマンドの capped-memory リソースで設定したものです。Oracle Solaris 10 ゾーンでは、コマン
ド rcapstat で表示されるのは制限だけで、制限の使用率は表示されません。物理メモリの制限の使
用率を監視するには、prstat コマンドにオプション-Z を付けて使用します。オプション-n 1 を使
用すると、表示されるプロセスの数が減ります。ここで重要なのはメモリ使用率に関する統計情報
だけです。 

 

  

 

 

 

 

 

bash-3.2$ rcapstat -z 
  

id zone nproc vm rss cap at avgat pg avgpg 

4 solmarc10 -
 

0K 0K 1024M 0K 0K 0K 0K 

bash-3.2$ prstat -n 1 -Z 60 2 
PID USERNAME 

1585 daemon 

SIZE RSS STATE 

ZONEID 

4 

NPROC 

38 

PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP 

9008K 3200K sleep 59  0 0:00:11 0.0% rcapd/1 

SWAP RSS MEMORY  TIME CPU ZONE 
145M 158M 15% 0:00:32 0.0% solmarc10 

Total:38 processes, 145 lwps, load averages:0.18, 0.86, 1.31 



 

19 | Oracle Solaris Zones での仮想化の監視 

 

 

 

メモリ使用率に関する統計情報は、出力の最後から 2 番目の行で確認できます。スワップの値（こ
れは kstat コマンドでも確認できます）と、ゾーン内で実行中のすべてのプロセスの resident-set
サイズの値が、この行に表示されます。また、ゾーンで使用されているメモリの割合も表示されま
す。これは、ゾーンに設定したメモリ制限に関連しています。 

prstat コマンドおよび rcapstat コマンドについて詳しくは、それぞれのマニュアル・ページ 16

および 17を参照してください。 

カーネル・ゾーンの監視 

カーネル・ゾーンは、Oracle Solaris 11.2 で導入された最新のゾーン・タイプです。デフォルト・
ゾーンではカーネルを大域ゾーンと共有しますが、カーネル・ゾーンではインスタンスごとに独自
のカーネルを所有します。つまり、カーネル・ゾーンでは大域ゾーンと異なる Oracle Solaris リ
リースを所有できるということです。もう 1 つの相違点は、カーネル・ゾーン内にデフォルト・
ゾーンまたは Oracle Solaris 10 ゾーンをインストールできる点です。このようなゾーンのことを入
れ子にされたゾーンと呼びます。 

カーネル・ゾーンの名前を取得する場合は、virtinfo コマンドを使用する必要があります。カー
ネル・ゾーンでは、zonename コマンドを実行しても global と返されるだけです。 

 

 

 

 

virtinfo コマンドでは、大域ゾーンに定義されているとおりのカーネル・ゾーンのゾーン名が表
示されます。大域ゾーンでは、zoneadm コマンドでカーネル・ゾーンの名前（この例では kzone1）
を確認できます。 

root@t44:~# zoneadm list -v 

ID  NAME STATUS  PATH  BRAND  IP 

 0  global running  /  solaris  shared 

 2  kzone1 running  -  solaris-kz excl 

 

この例では、dedicated-cpu リソースとして 100 個の CPU を使用するように大域ゾーンが構成されて
います。つまり、100 個の CPU で 1 つのプロセッサ・セットが作成され、これがリソース・プールに
割り当てられ、このリソース・プールがカーネル・ゾーンに排他的に割り当てられるということです。
カーネル・ゾーンの場合は、capped-memory リソースの意味がデフォルト・ゾーンまたは Oracle 
Solaris 10 ゾーンの場合と異なります。この場合は、capped-memory リソースで指定した物理メモリ
がカーネル・ゾーンに静的に割り当てられます。このメモリは大域ゾーンでは使用できません。 

  

                            
16 Oracle Corporation、"prstat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36871/prstat-1m.html 
17 Oracle Corporation、"rcapstat のマニュアル・ページ"、2014 年 7 月[オンライン]。 
入手先：http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36870/rcapstat-1.html 

 
root@scs-lh:~# zonename 

global 

root@scs-lh:~# virtinfo -c current get zonename 

NAME CLASS PROPERTY VALUE 

kernel-zone current zonename kzone1 

http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36871/prstat-1m.html
http://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36870/rcapstat-1.html
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制限付きメモリが設定されているカーネル・ゾーンの監視 

カーネル・ゾーンは、zonestat コマンドでも監視できます。 

カーネル・ゾーンから実行した場合 

デフォルト・ゾーンの場合とは対照的に、zonestat コマンドではカーネル・ゾーンの統計情報し
かレポートされません。ここではサーバー全体の統計情報を確認できません。zonecfg コマンド
で定義した 64GB が、カーネル・ゾーンの物理メモリとして表示されていることがわかります。
カーネル・ゾーン内にさらにゾーンが作成されている場合は、それらのゾーンに関する統計情報が
ここに表示されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
root@t44:~# zonecfg -z kzone1  

zonecfg:kzone1> info dedicated-cpu  

dedicated-cpu: 

ncpus:100 

cpus not specified  

cores not specified  

sockets not specified 

zonecfg:kzone1> info capped-memory 

capped-memory: 

physical:64G  

zonecfg:kzone1> 

root@scs-lh:~# zonestat -r memory 60 1 
 
Collecting data for first 

interval...Interval:1, 

Duration:0:01:00 

PHYSICAL-MEMORY SYSTEM MEMORY 

mem_default 64.0G 

ZONE USED %USED 

[total] 3375M 5.15% 

[system] 3076M 4.69% 

   

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 

VIRTUAL-MEMORY 

vm default 

SYSTEM MEMORY 

64.0G 

ZONE USED %USED 

[total] 4789M 7.30% 

[system] 4233M 6.46% 

global 555M 0.84% 

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 

LOCKED-MEMORY 

mem default 

SYSTEM MEMORY 

64.0G 

ZONE USED %USED 

[total] 4064M 6.20% 

[system] 4064M 6.20% 

global 0 0.00% 

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 
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大域ゾーンから実行した場合 

大域ゾーンから zonestat コマンドを使用すると、カーネル・ゾーンも含めたシステム上のすべて
のゾーンに関する統計情報が表示されます。カーネル・ゾーンのメモリ統計情報を見ると、64GB
の制限が設定されており、そのすべてが使用されていることがわかります。カーネル・ゾーン内で
実行した zonestat レポートからわかるとおり、カーネル・ゾーンのみで使用されているメモリは約
3.3GB です。つまり、大域ゾーンで zonestat コマンドを実行しても、カーネル・ゾーンのメモリ
使用率に関する詳しい統計情報は得られないということです。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用CPUが設定されているカーネル・ゾーンの監視 

カーネル・ゾーンから実行した場合 

カーネル・ゾーンでは dedicated-cpu リソースを使用するため、1 つのプロセッサ・セットがカー
ネル・ゾーンに排他的に割り当てられます。カーネル・ゾーン内から zonestat コマンドをコール
すると、このプロセッサ・セットの統計情報が表示されます。カーネル・ゾーン内にさらにゾーン
が作成されている場合は、それらのゾーンのプロセッサ・セットまたは CPU 制限もここに表示され
ます。出力を見ると、100 個の CPU がこのプロセッサ・セットに含まれているため、カーネル・
ゾーンの CPU も 100 個であることがわかり、現在は 1 つの CPU が完全に使用されていることがわ
かります。 

  

 
root@t44:~# zonestat -r memory 60 1 

Collecting data for first 

interval...Interval:1, Duration:0:01:00 

PHYSICAL-MEMORY SYSTEM MEMORY 

mem_default 512G 

ZONE USED %USED CAP %CAP 

[total] 81.2G 15.8%  -  - 

[system] 16.5G 3.22% -  - 

kzone1 64.0G 12.5% 64.0G 100% 

     

VIRTUAL-MEMORY 

vm_default 

SYSTEM MEMORY 

512G 

ZONE USED %USED 

[total] 89.5G 17.4% 

[system] 88.4G 17.2% 

global 965M 0.18% 

   

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 

  

LOCKED-MEMORY 

mem_default 

SYSTEM MEMORY 

512G 

ZONE USED 

[total] 25.1G 

  global 0 

kzone1 0 

%USED 

4.90% 

4.90% 

0.00% 

 

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 
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大域ゾーンから実行した場合 

大域ゾーンでコマンド zonestat を実行すると、サーバー上のすべてのプロセッサ・セットに関する
統計情報が表示されます。また、カーネル・ゾーンで使用されているプロセッサ・セットの統計情報
も表示されます。次の例では、デフォルト・プロセッサ・セットと、カーネル・ゾーンで使用されて
いるプロセッサ・セット kzone1 の両方が表示されます。kzone1 プロセッサ・セットの USED 列を見
ると、1 つの CPU が 100%使用されています。同じことをカーネル・ゾーン内からも確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Solaris 11.2 SRU 8 以降、盗まれた時間も zonestat コマンドでレポートされるようになりま
した。盗まれた時間とは、サーバーが CPU を他の目的に使用しているためにゾーンで使用すること
ができない CPU 時間を指します。盗まれた時間は STLN 列で確認できます。列%STLN は、使用可
能な合計 CPU 時間に関連する盗まれた時間の割合です。 

入れ子にされたゾーンの監視 

入れ子にされたゾーンから見ると、カーネル・ゾーンはこのゾーンの大域ゾーンです。つまり、入
れ子にされたゾーン内から、またはカーネル・ゾーンから zonestat、poolstat、rcapstat、
および kstat の各コマンドを使用して、入れ子にされたゾーンを監視できるということです。 

  

ZONE USED %USED STLN %STLN CAP %CAP SHRS %SHR %SHRU 

[total] 0.81 2.89% 0.00 0.00% - - - -  

[system] 0.05 0.19% - - - - - - - 

global 0.75 2.70% - - - - - - - 

PROCESSOR_SET TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX  
kzone1 dedicated-cpu 100/100 100/100 

 ZONE USED %USED STLN %STLN CAP %CAP SHRS %SHR %SHRU 

 [total] 1.06 1.06% 0.00 0.00% - - - - - 

 [system] 0.02 0.02% - - - - - - - 

 kzone1 1.04 1.04% 0.00 0.00% - - - - - 

root@scs-lh:~# zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PROCESSOR_SET TYPE ONLINE/CPUS MIN/MAX 

pset_default default-pset 100/100 1/- 

ZONE USED %USED CAP %CAP 

[total] 1.01 1.01%  -  - 

[system] 0.01 0.01% - - 

global 1.00 1.00% - - 

SHRS 

- 

- 

- 

%SHR %SHRU 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

root@t44:~# zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration: 

PROCESSOR_SET 

pset default 

0:01:00 

TYPE 

default-pset 

ONLINE/CPUS 

28/28 

MIN/MAX 

1/- 
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ただし、カーネル・ゾーン内の入れ子にされたゾーンを大域ゾーンから監視することはできません。
たとえば、入れ子にされたゾーンがカーネル・ゾーン kzone1 に含まれる場合は、それらを大域
ゾーンから観察したり監視したりできません。 

OpenStackによるゾーンの監視 

Oracle Solaris 11.2 以降、OpenStack ディストリビューションが提供され、Oracle Solaris に統合さ
れています。OpenStack のコンポーネントは次のとおりです。 

» Nova は計算エンジンで、仮想マシンの作成、起動、停止を担うコンポーネントです。Nova は
Oracle Solaris Zones フレームワークと通信します。 

» Neutron は、Oracle Solaris Elastic Virtual Switch と通信して仮想ネットワークを作成するネット
ワーキング・コンポーネントです。 

» Glance ではイメージを管理します。このイメージを Nova で使用して Glance から仮想マシンを
起動することができます。Glance では、Oracle Solaris の機能である統合アーカイブを使用します。 

» Cinder と Swift はストレージにアクセスするためのサービスです。どちらも Oracle Solaris の ZFS
を使用します。 

» Horizon は、Web ブラウザからアクセスできるダッシュボードです。 

» Keystone は OpenStack コンポーネント内のユーザーおよびアクセス権を管理するコンポーネントです。 

コンポーネントごとに独自のコマンドライン・ツールがあり、特に重要な機能には OpenStack ダッ
シュボードからアクセスできます。 

OpenStack ダッシュボードの Admin タブにはさまざまなメニュー・エントリがあります。たとえ
ば、Hypervisors と Instances について以下に説明します。 

Hypervisors では、OpenStack で管理されているすべてのハイパーバイザの概要を把握できます。
ここには、クラウド内の各ホストとハイパーバイザのタイプが表示されます。 

 
図 1：OpenStack ダッシュボードに表示された、管理対象ハイパーバイザの概要と、CPU、メモリ、およびディスクの使用率のサマリー 

このスクリーンショットには、OpenStack で管理されているホストが 1 つだけ表示されています。
このホストではハイパーバイザとして Oracle Solaris Zones フレームワークが使用されています。メ
モリ、CPU、およびストレージの統計情報は、ハイパーバイザ別と、ハイパーバイザ全体のサマ
リーとして確認できます。なお、統計情報の対象となるのは OpenStack を使用して作成されたゾー
ンのみですので、注意してください。コマンドラインから zonecfg を使用するなど、他の方法で
作成されたゾーンは OpenStack では認識されません。この例では、仮想マシン（VM）インスタン
スが 1 つだけ存在することがハイパーバイザの概要に表示されています。「Instances」を選択する
と、OpenStack で作成されたインスタンスを確認できます。 
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図 2：OpenStack で作成されたインスタンスの概要。このケースでは、ゾーン marcszone が、作成されている唯一のインスタンスです。 

このケースでは、インスタンス（デフォルト・ゾーン）が 1 つだけ作成されています。RAM は 2GB
で CPU は 1 つです。コマンド zoneadm list をサーバーで実行すると、OpenStack で作成された
instance-00000016 という名前のゾーンと、zonecfg コマンドで作成された別のゾーンが表示されます。 

 

root@solmarc:/#zoneadm list -v 

ID NAME   STATUS    PATH     BRAND     IP 

0  global         running   /     solaris     shared 

  

 

ダッシュボードには、OpenStack で作成されたゾーンのみが表示されます。OpenStack で作成され
たゾーンの設定を調べると、ゾーンで使用される CPU の数を capped-cpu リソースで制限している
ことがわかります。capped-memory リソースも使用されています。物理的な制限を設定する代わ
りに、OpenStack ではスワップに制限を設定します。スワップは物理メモリ+スワップ領域を意味
するため、こうすることで、物理メモリの使用がこの量に制限されます。 

 

 

 

 

 

 

OpenStack ダッシュボードのハイパーバイザ・ビューに戻ります。このビューを見ると、現在使用
中のメモリは 2GB です。これを、大域ゾーンから実行したコマンド zonestat の出力と比較する
と、OpenStack での使用率が意味するのは、ゾーンに 2GB の制限が設定されているこのケースのよ
うに、この量のメモリをゾーンで使用することも可能であるということだとわかります。 

  

3  instance-00000016 running /system/zones/instance- 00000016 solaris 

4  myzone    running  /system/zones/myzone  solaris 

excl 

excl 

 
root@solmarc:/#zonecfg -z instance-00000016  

zonecfg:instance-00000016> info capped-memory  

capped-memory: 

[swap:2G] 
zonecfg:instance-00000016> info capped-cpu 

capped-cpu: 

[ncpus:1.00]  

zonecfg:instance-00000016> 
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他のゾーンまたはシステムで使用されているメモリは考慮されません。システムで現在使用されて
いるメモリはおよそ 6GB であり、OpenStack に表示されている 2GB ではないことがわかります。
CPU 使用率についても同様です。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

このケースでは、OpenStack のゾーン（instance-00000016）に CPU 制限として 1 が設定されてい
ますが、現在の使用率は 0 です。システム全体での使用率は 2.13 ですが、OpenStack ダッシュ
ボードには CPU 使用率が 1 とだけ表示されます。 

そのため、いくつかのサーバーで OpenStack を使用する場合は、コマンド zonecfg による手動方
式ではなく、OpenStack のみでゾーンをプロビジョニングする必要があります。そうすれば、
OpenStack でプロビジョニングしていないゾーンが OpenStack に認識されないために問題が発生す
るということがなくなります。また、使用率を厳格に監視する場合は OpenStack を使用すべきでは
ありません。マシンに搭載されている CPU 数やメモリ量の概要、制限の値、プロビジョニングされ
ているゾーンが多すぎないかどうかを確認するのに OpenStack は便利ですが、メモリ使用率や
CPU 使用率に関する正確な情報を取得してゾーンを厳格に監視する場合は、コマンド zonestat

や、このホワイト・ペーパーで説明したその他のツールを使用することをお勧めします。 

root@solmarc:/#zonestat -r physical-memory,virtual-memory 60 1 
Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PHYSICAL-MEMORY SYSTEM MEMORY 

mem_default 15.7G 

ZONE USED %USED CAP %CAP 

[total] 6255M 38.7%  -  - 

[system] 3114M 19.3% - - 

global 2767M 17.1% - - 

instance-00000016 187M 1.16% - - 

myzone 185M 1.15% 2048M 9.07% VIRTUAL-MEMORY 

vm_default SYSTEM MEMORY 

23.7G 

ZONE USED %USED  

[total] 6927M 28.4% 

[system] 3413M 14.0% 

global 3162M 13.0% 

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 

instance- 00000016 180M 0.74% 2048M 8.82% 
myzone 170M 0.70% 3072M 5.56% 

 
root@solmarc:/#zonestat -r processor-set 60 1 

Collecting data for first interval... 

Interval:1, Duration:0:01:00 

PROCESSOR_SET TYPE 

pset_default default-pset 

USED %USED  

2.13 53.4% 

0.00 0.20% 

2.13 53.2% 

0.00 0.00% 

0.00 0.01% 

ONLINE/CPUS 

 4/4 

STLN %STLN 

0.00 0.00% ZONE 

[total] 

[system] 

global 

instance- 00000016 

myzone 

    MIN/MAX 

        1/- 

CAP %CAP 

- - 

- - 

- - 

1.00 0.03% 

1.50 0.02% 

SHRS 

- 

- 

- 

- 

 

%SHR %SHRU 
-
 

-
 

-
 

 

 

-
 

-
 

-
 

 

 

-
 

-
 

 

 

-
 

-
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結論 

Oracle Solaris ではさまざまな手法でゾーンのリソース使用率を制御できます。CPU リソース使用率
を制御するには、専用 CPU、制限付き CPU、または CPU 配分を設定したゾーンを構成できます。
ゾーンがカーネル・ゾーンの場合は、仮想 CPU も使用できます。ゾーンでのメモリ使用率を制限す
る場合は制限付きメモリを使用できます。 

Oracle Solaris Zones の監視は、大域ゾーンからもっとも適切に実行できます。zonestat コマンド
で取得できる統計情報の選択肢は多数あり、すべてのゾーン・タイプ別のシステム・リソース使用
率をこのコマンドで監視できます。監視はゾーン内からでも可能です。 

デフォルト・ゾーンでお勧めのツールはコマンド zonestat です。このコマンドには、libzonestat
の zonestat API を介してアクセスすることもできます（ゾーンで稼働しているサード・パーティの
アプリケーションにゾーンの監視を統合する必要がある場合など）。デフォルト・ゾーンではシス
テムの他のリソースの使用率を監視することができます。デフォルト・ゾーンで専用 CPU を使用し
ている場合は、そのゾーン固有のプロセッサ・セット内の CPU リソース使用率しか監視できません。
どの場合でも、ゾーン内から他のゾーンについて詳しく監視することはできません。ゾーン内で確
認できるのは、大域ゾーンと他のゾーンの値を結合したものだけです。 

コマンド zonestat は Oracle Solaris 10 では利用できません。Oracle Solaris 10 ゾーンでは他の
ツールを使用する必要があります。コマンド poolstat および kstat にも、サード・パーティの
アプリケーションでゾーンを監視する場合に使用できる API があります。 

コマンド zonestat はカーネル・ゾーンで使用できますが、大域ゾーンおよび他のゾーンで使用さ
れるリソースをこのコマンドで監視することはできません。CPU とメモリはカーネル・ゾーンに排
他的に割り当てられ、他のゾーンや大域ゾーンで使用されることはないため、通常、これは問題あ
りません。 

次の表に、監視するゾーン・タイプおよびリソース・タイプに応じて使用すべき各種モニタリン
グ・ツール（コマンド）をまとめます。 
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推奨されるゾーン・モニタリング・ツールの概要 

リソース・タイプ ゾーン・タイプ ゾーン内のモニタリング・ツール 
大域ゾーンからの 
モニタリング・ツール 

専用 CPU デフォルトの Oracle Solaris 
Zones（solaris） 

zonestat -r processor-set 

<interval> <count> 
zonestat -r 
processor-set 

<interval> <count> 

Oracle Solaris 10 ゾーン
（solaris10） 

poolstat -r pset <interval> 

<count> 

カーネル・ゾーン（solaris-kz） zonestat -r processor-set 

<interval> <count> 

制限付き CPU デフォルトの Oracle Solaris 
Zones（solaris） 

zonestat -r processor-set 

<interval> <count> 

zonestat -r 
processor-set 

<interval> <count> 

Oracle Solaris 10 ゾーン
（solaris10） 

kstat -n 'cpucaps zone ?' 

<interval> <count> 

および 

poolstat -r pset <interval> 

<count> 

制限付きメモリ デフォルトの Oracle Solaris 
Zones（solaris） 

zonestat -r memory <interval> 

<count> 

zonestat -r memory 

<interval> <count> 

Oracle Solaris 10 ゾーン
（solaris10） 

kstat -n 
'/lockedmem_zone|swapresv_zone/' 

<interval> <count> 

および 

prstat -z <interval> <count> 

および 

rcapstat -z <interval> <count> 

カーネル・ゾーン（solaris-kz） zonestat -r memory <interval> 

<count> 
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