
イントロダクション

Blue Gecko (www.bluegecko.net)は、
管理およびホスティングＩＴサービス
を提供している－企業のオペレーティ
ングシステムからＷｅｂサーバとｅメー
ル、そしてそれらシステムを動かし
ているネットワークコンポーネントと 
アプリケーションまでのすべてを監視
する。

この会社の 35 の顧客には、ワール
ドワイドの国際ファンドやグローバル
な保護団体およびゲーム会社
Cranium,Inc などがある。幾つかの
顧客は、その下流に多くの顧客を持っ
ており、それらも Blue Gecko がサポー
トしている。すべての顧客は Blue 
Gecko にそれぞれの企業のニーズに
合わせて独自にカスタマイズされた
サービス提供を依存している。

課題

Big Brother の拡大

2005 年始め、Blue Gecko は自社の 
ＩＴ監視ソリューションに不満を募らせ
ていた。会社ではオープンソースの
モニタリングツール Big Brother(R)を
使っていた。当初はそのツールでニー
ズを満たしていたが、会社が急速に
拡大するにつれてそのソリューション
は急速に役に立たなくなった。その
時、二つのデータセンターと 75 台
のサーバがネットワークトラフックを
管理しており、しばしば 100Mbit//秒
を超えた。「我々は一握りの数のサー
バをはるかに超えた時点で限界を認
識し始めた。」と Blue Gecko 社執
行役員 Chuck Edwards 氏は言う。
「我々は、多くの作業をすること無
しに、多くの Big Brother 機能を必要
とした。」

顧客へのカスタマイズのニーズ

Blue Gecko は、会社の監視ソリュー
ションを各顧客ごとのレベルまで詳
細にできるようにカスタマイズする能
力を必要としていた。たとえば、３
社の顧客が同じバージョンの
Apache を実行していて、１社はある
回数高いトラフィックを記録したとき
に、別の１社はその時点でイベントの
通知を受けたいかも知れない、３社
目はクラスターサーバ構成かもしれ
ない。これらの差は、サービス障害
の際に必要なアクションを著しく変え
る。結果として、Edwards と彼の組
織は、Big Brother のコードにカスタ
ムコードを加え続け － それが経営
課題となっていた。「Big Brother の
使い方を説明するだけではすまない
地点まで着ていた － どこが個別変
更であるかのすべてを示さなければ
ならなくなっていた。」と彼は言う。

より良いレポーティングと分析の 
ニーズ

Blue Gecko は、問題点を識別したり
ネットワーク機能性を維持するのに必
要な適切なレポートと分析ができない
点にも不満を持っていた。「Big 
Brother では、すべての監視データを
捕捉して、分析することのできる中央
に集める容易な手段が無かった。こ
れは、我々が顧客のためにパターン
や根本原因を識別するのに致命的で
あった。」と彼は補足した。

ソリューション：Ground Work 
Monitor PROFESSIONAL

オープンソースを次のレベルにするた
め、Blue Gecko は、無償でダウンロー
ドできるオープンソースのＩＴ監視ツー
ル Nagios を配備する検討を始めた。
しかし、Edwards は、彼のチームがオー
プンソースソフトウェアの課題 － 限ら
れたドキュメント、サポートやインテグ
レーションサービスやが機能拡張ない 
－ と向き合わなければならないことを
知っていた。

Blue Gecko はどの様にしてこの隙間を
埋めるかに取り組み（Nagios を含む）
オープンソースのＩＴ監視コンポーネン
トを組み合わせて完全にサポートされ
たソリューションを提供するオープンソー
スの IT マネージメントソリューションプ

GroundWork Monitor Professional によりホスティング会社
が顧客向けにカスタマイズしたＩＴモニタリングを提供
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課題

■ 既存のソリューションではわずかな  
    コンフィギュレーションのオプション   
    しかなかった
■ 顧客ごとに特有なニーズに適合する
   カスタマイズソリューションができな 
    い
■ 限られたレポーティングと分析
■ 新しい顧客にソリューションを教え
    ることが難しい

成果

■ 個々の顧客ごとにカスタマイズでき
    るようになった
■ 追加エンジニアを雇い入れる計画
    を中止
■ 著しい分析能力の向上
■ 誤報アラームの100%削減が期待
    される
■ メンテナンス時間帯の短縮が期待
     される
■ カスタムソリューションの維持にか
    かるコストが低減が期待される

http://www.bluegecko.net/


ロバイダ、GroundWork を見つけた。

 「我々が Nagios の導入を進める過程
で、我々のシステムとの統合とデータ
をデータベースに入れるのにＡＰＩを書
く必要があるが分かった。」と
Edwards は言う。「そこで、サービス
とサポートを含むオープンソースソリュ 
ーションの意味がよりいっそう分かっ
た。」

カスタマイズ能力

Blue Gecko は、GroundWork のモニタ 
がプラグインするように設計され、ＡＰＩ
と相互作用することが気に入っている。
「その抽象化レイヤーは、フレームワ 
ークに触らないで監視コードをアップ
デートや機能拡張できるので、多くの
利点を持っている。この方式で、モニ
タリングツールへの統合について気に
することなく、付加価値のある監視ユ 
ーティリティを書く開発業務に専念する
ことができる。」と Edwards は言う。

レポーティングと分析

Blue Gecko が GroundWork Monitor 
Professional で見た最大の好機は、す
べての監視情報を捕捉してセンターに
集める能力だった。「GroundWork 
Monitor Professional で、すべてのデー
タを収集でき、それで何でもやりたい
ことができる。」と彼は言う。Blue 
Gecko はオープンソースのディレクトリ
ソフトウェア OpenLDAP と連携して、
GroundWork Monitor Professional から
すべての会社の IT モニタリングツー
ルへのシングル・サインオンを提供す
る、GroundWork Monitor Professional
のポータルインタフェースも満足して
いる。

コスト低減

Blue Gecko では、代替案を検討する
際い費用が重要な検討項目である。
「我々は２社の商用ソフトウェアベンダ 
を考慮していたが、コストがひどく高
く検討を取りやめた。」と Edwards は
言い、BMC Patrol でひとつの大きな
データベースサーバだけをモニターコ
ストは、GroundWork でインフラストラ
クチャ全体を管理する年間コストを超
えると、付け加えた。

効果

より良い根本原因分析

GroundWork Monitor Professional によ
り、Blue Gecko は、問題検出と対応を
すばやくできるようになった。「メモリ
使用率、システムにログインしている
ユーザ数や他のお互いに記録されて
いる条件などの情報で、我々はどん
なアクションを行うべきかという、はる
かに知的な判断をすることができる」
と彼は言う。たとえば、ある時間帯の
データベース書き込みの待ち時間が
高いとし、Blue Gecko は、何が起こっ
ているかの明白な像を得るために、す
ぐに同時間帯の物理ディスクのシーク
時間、CPU負荷やネットワーク活動を
も容易に相関させることができる。こ
のような洞察力は、Blue Gecko が顧
客に、彼らのシステムに関する付加価
値情報を提供できるようにする。

より少ない誤報アラーム

Edwards は、会社が受け取る誤報アラー
ム数の減少を期待している。「我々
が現在、誤報アラームを 100%削減す
ることができ、我々が異なる特徴と異
なるサービスのために監視をカスタマ
イズできると考えるのは非現実的では
ない。」と Edwards は言う。Edwards
は、彼の課題として、1) 不安定性が
重大かどうか、2) どこから問題が来て
いるか、3) 自動的な応答が可能か、
を調べるモニターを書くことだと説明
する。「GroundWork Monitor 
Professional により、アラームと通報を
微調整するためのデータを今や持って
いる。」と彼は言う。

メンテナンス時間帯の短縮

GroundWorkk Monitor Professional が
階層と依存関係を理解しているので、
Blue Gecko は、通知の洪水を引き起
こすことなく、デバイスをメンテナンス
のために運転休止にすることができる。
これにより Blue Gecko ではネットワー
ク機器やサーバのメンテナンスのため
に必要な時間を徐々に短縮できる。
「我々は、各メンテナンスの時間帯を
最大 30 分削減した」と Edwards は言
う。

コスト削減

Blue Gecko は、GroundWork ソリュー
ションをサポートするための 1名の開
発者の採用契約をキャンセルすること
ができた。「我々は、追加 1名の雇
用コストを倹約でき、さらに、仕様を
書いたりレビューしたり、テストやメン
テナンス継続をしなければならない会
社の時間をも削減できた。その代わり
に、それらすべてを GroundWork のサ
ポートから得た。」と Edwards は言う。
最初の年だけで、Blue Gecko は全体
で$30,000以上も削減した。「計算し
たところ、それは簡単なことだった。」
と Edwards は言う。「それに加えて、
GroundWork の継続的なサポートと革
新に対して我々自身のカスタムメンテ
ナンス努力を比較すると、数字はより
明確になる。」

GROUNDWORK について

GroundWork Open Source ,Inc. は、ネ 
ットワークとシステムの監視、サービ
スデスク管理や IT ダッシュボードのよ
うな、オープンソースベースのＩＴイン
フラストラクチャ管理のためのソリュー
ションを提供する。GroundWork のソ
リューションにより、企業は、柔軟で
低コストのオープンソースツールを活
用し、伝統的なソフトウェアのほんの
一部のコストでエンタープライズレベ
ルの可用性、パフォーマンスおよび運
用効率性を達成する。 
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