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1 はじめに 

Nagios Log Server をお選びいただきましてありがとうございます。Nagios Log Server は、あらゆるテキス

トログを収集・可視化・解析できるエンタープライズクラスのログ監視・管理アプリケーションです。 

1.1 Nagios Log Server とは 

Nagios Enterprises 社（米国・2007 年設立）製のログサーバです。オープンソース Elasticsearch, 

Logstash, Kibana をベースに開発されました。あらゆるネットワーク、あらゆるログ送信元からのログをす

ばやく表示します。受信したログの収集・保存・解析方法を柔軟にカスタマイズできるように設計されてお

り、ネットワークインフラの細部にいたるまで分析できます。Nagios Log Server を使えば、一箇所からあ

らゆるタイプのログ（Windows イベントログ、Linux シスログ、メールサーバログ、Web サーバログ、アプリ

ケーションログなど）の検索や解析を行えます。 

 

Nagios Log Server の機能については、以下をご参照ください： 

http://www.jtc-i.co.jp/product/nagioslogserver/nagioslogserver.html 

1.2 このガイドについて 

このガイドは、Nagios Log Server の管理者ガイドです。Nagios Log Server システムの管理、運用方法に

ついて説明します。管理者権限レベルの方が日本語ユーザインターフェースでNagios Log Serverを使用

することを想定しています。 

 

このガイドは別文書へのリンクを含んでいます。リンク名が英語のものは Nagios Enterprises 社が作成し

たオリジナルの技術文書（英語）です。日本語翻訳文書は順次作成し公開（本ガイドのリンク差し替え）を

予定しています。 

 

http://www.jtc-i.co.jp/product/nagioslogserver/nagioslogserver.html
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2 インストレーション 

2.1 システム要件（Linux ソースインストレーションの場合） 

Nagios Log Server をインストールするサーバが以下の要件を満たしていることをご確認ください。 

 

ハードウェア要件はさまざまな要件に依存します。 

以下は一般的な利用環境における参考データです。 

 最小要件 推奨要件 

CPU 1 GHz (1-2 Core) 2 GHz 以上 (4Core 以上) 

メモリ 2 GB RAM 以上 8 GB RAM 以上 

ハードディスク 40 GB の空き容量 
500 GB 以上の空き容量 

（SSD 推奨） 

OS 

RHEL 6.x (32 および 64bit) / 7.x (64bit) 

または 

CentOS 6.x (32 および 64bit) / 7.x (64bit) 

2.2 インストレーションオプション 

Nagios Log Server には、以下の２つのインストールオプションがあります。 

• Nagios Log Server 仮想マシンを使用する： 

Nagios Log Server を素早く構築し開始できます。仮想マシンは VMware ESX、vSphere、その他

の VMware サーバ製品がデプロイされているエンタープライズ環境で使用できます。 

• Nagios Log Server を Linux サーバ（RHEL/CentOS）に手動インストールする： 

このオプションは、Nagios Log Server を（例えば性能の理由から）物理サーバまたはサポートさ

れた Linux ディストリビューションが稼働する仮想サーバ上にインストールしたい場合に選択し

ます。 

 

ニーズに合うオプションを選択して下さい。どちらを選べばよいかわからない場合は、すぐに使用できる

Nagios Log Server 仮想マシンを使用することをお勧めします。 

 

各種インストーラは、弊社 ソフトウェアダウンロードページからダウンロードしていただけます。 

2.3 インストレーションと初期セットアップ 

Nagios Log Server のインストレーションおよび初期セットアップ手順については、以下の資料をお読みく

ださい。 

 

Nagios Log Server セットアップガイド  

2.4 （任意）クラスタインスタンスの追加 

既存の Nagios Log Server クラスタに、手動インストレーションでインスタンスを追加したい場合は、以下

の資料をお読みください。 

 

クラスタインスタンスの追加 

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/downloadlist.php#nagios_ls
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_setupguide.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_adding-another-instance.pdf
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3 アーキテクチャ概要 

Nagios Log Server の概要と主な用語について説明します。 

3.1 概要 

Nagios Log Server は１箇所でさまざまなログデータ（Windows イベントログ、Linux シスログ、メールサー

バログ、Web サーバログ、アプリケーションログなど）を受信し、メッセージ内容にインデックスをつけて保

存します。これにより、ほぼリアルタイムでのクエリ、分析機能を提供します。 

 

ログデータのインデックス付けが行われると（通常ログ到着から5秒以内でインデックスが作成されます）、

ダッシュボード上のグラフィカルなクエリやフィルタリングツールを使用して簡単に分析を行ったり、あらゆ

るログイベントアイテムを Google, Bing, Stack Overflow ですばやく検索したりすることができます。 

 

 
 

また、ダッシュボードで使用するクエリをベースとしてアラートを作成することができます。アラート条件に

一致すると、メール送信、SNMP トラップ送信、カスタムスクリプトの実行、Nagios XI/Nagios Core への送

信、Nagios Reactor イベントチェーンの開始を行うことができます。 

 

Nagios Log Server へ送信するデータは自動的に共有ネットワークドライブにアーカイブすることもできま

す。アーカイブデータは将来のリストアやある時点の再分析などの目的で使用することができます。 

 

プレーンテキストであれば、組織全体のあらゆるマシン、あらゆるネットワーク機器からのログイベントを

記録できます。Nagios Log Server ユーザはユーザインターフェースを通して１箇所に集められたデータに

アクセスすることができます。 

主な利用シーン： 

• 受信したログイベントを分析し、クリティカルエラーやセキュリティ関連情報など重要なイベントを

Nagios XI/Nagios Core へアラート送信する。 
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その他の利用シーン： 

• 開発者がデバックログを解析するため（重要でない情報はフィルタアウトし、興味のあるキーワ

ードのみ表示する）に使用する。 

• Web サーバログをエラー分析のみではなく、最もリクエストが多いページ、訪問者の地理的な場

所、よく使用されているブラウザなどをグラフィカルに分析する。 

• 小さいスクリプトを作成してパフォーマンスデータを含む Nagios チェック結果をアーカイブし、カ

スタムダッシュボードをセットアップしてデータを可視化表示（テーブル形式、棒グラフ、円グラフ

など）する。 

• セキュリティまたは過去データの参照目的で IMAP メールボックスからのメッセージをインデック

ス、アーカイブする。 

• SNMP トラップを受信する（* 追加設定が必要）。 

利点： 

テキストベースのシステムと比較した場合、Nagios Log Server には以下のような利点があります。 

 

• Nagios Log Server は組織内のマシンが生成したデータを１箇所に保存しインデックスを付ける

ため、ログデータを相関分析することができます。 

• インターフェースはユーザがカスタマイズすることができ、テーブル形式、棒グラフ、円グラフ、

折れ線グラフなどでデータを可視化することができます。 

• 数値フィールドは、グラフや表の作成/使用時に合計、最小、最大、平均などを計算することが

できます。 

 

3.2 重要用語 

Elasticsearch, Logstash, Kibanaの組み合わせは「ELKスタック」と呼ばれます。これらのコンポーネントは

ログ監視ソリューションの基盤として動作します。Nagios Log Server はこの ELK スタックを使用します。 

• Elasticsearch： Nagios Log Server で使用されるスケーラブルで冗長化可能なデータストア。Nagios 

Log Serverの背後にあるデータベースインデックスエンジンで、クエリ、インデックス化、レプリカを行

います。ELK スタックの’E’は Elasticsearch の’E’です。 

• Logstash： Nagios Log Server のログレシーバ。Logstash はログを Elasticsearch データベースに書

込みます。Logstash はイベントおよびログを管理するためのツールで、ログの収集、ログデータの

解析、後で検索に使用するための保存を行います。ELK スタックの’L’は Logstash の’L’です。 

• Kibana： ELK スタックの可視化コンポーネント。可視化を行うために使用されます。Elasticsearch の

フロントエンドで、これによりクエリ、結果の可視化、ダッシュボードの作成が可能となります。ELK ス
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タックの’K は Kibana の’K’です。Nagios Log Server では、ユーザ固有のダッシュボード、アラート機

能、保存機能、クエリの作成と保存、異なるダッシュボードへの適用機能が追加されています。 

 

Elasticsearch, Logstash, Kibana は一緒に動作し、最終的にログを可視化します。 

 

• クラスタ： 

クラスタは１つ以上のインスタンスから構成されます。「クラスタ」という用語は、同時に機能するす

べてのインスタンスを一度に参照する際に使用されます（例：「クラスタは素晴らしいスピードで処理

しています」など）。 

• インスタンス： 

Nagios Log Serverの単一インストレーション。複数のインスタンスから単一のクラスタを構成します。

通常、インスタンスは別々の仮想または物理マシン上にインストールされます。 

• インデックス： 

一般的なリレーショナルデータベースに相当。インデックスはプライマリとレプリカシャードにマッピン

グを行います。インデックスは１つ以上のプライマリシャード、0 以上のレプリカシャードにマップしな

ければなりません。 

• シャード： 

Elasticsearch で管理される低レベルの’ワーカー（worker）’。シャードはプライマリシャードにもレプ

リカシャードにもなれます。デフォルトでは、１インデックスにつき 10 シャードが作成されます（5 プラ

イマリシャードと 5 レプリカシャード）。 

• プライマリシャード： 

Nagios Log Server のすべてのログエントリはプライマリシャードに保存されます。シャードがプラ

イマリシャード上でインデックス化されると、これがレプリカシャードに複製されます。このように

して冗長性が作成されます。 

• レプリカシャード： 

デフォルトでは、各プライマリシャード（5）が 1 つのレプリカシャード(5)を持ち、合計(10)シャード

を構成します。レプリカシャードはプライマリシャードの単なるコピーであり、常に別のインスタン

ス上に保存されます。これにはいくつかの目的があります。１つは、高可用性を提供するためで

す。プライマリシャードがダウンしても、レプリカシャードがあれば、なくなったプライマリシャード

に代わることができます。レプリカシャードはパフォーマンス強化にも役立ちます。プライマリお

よびレプリカシャードは同時に情報を提供することができます。Nagios Log Server クラスタへ追

加したすべてのノードのパフォーマンスが向上します。 

• バックアップレポジトリ： 

全てのインスタンスがアクセスできる共有ネットワークファイルシステム。レポジトリは全てのアーカ

イブスナップショットを削除されるまで保持します。 

• スナップショット： 

特定のインデックスのバックアップ。スナップショットはデータの復旧が必要になったときにリストアで

きます。 

• クラスタホスト名： 

主にヘルプセクションで使用されます。クラスタホスト名はダイレクトにマシンへアクセスする IP/ホス

ト名の代わりに指定して使用できます。これによりラウンドロビンDNSやロードバランサを使用して１

つのホスト名にログを送信でき、クラスタの任意のメンバに分散できます。 
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• Kibana（ダッシュボード）関連： 

• クエリ： 

１つ以上のクエリを追加できます。ダッシュボード上で各クエリは色分け表示されます。 

• フィルタ： 

ある要素を「含む」または「含まない」結果を表示します。フィルタは Elasticsearch でキャッシュさ

れるので、応答時間を高速化することができます。 

• 行： 

ダッシュボードは１つ以上の「行」から構成されます。「行」には高さとスパン（合計 12）を指定で

きます。 

• パネル： 

パネルは「行」に追加します。サイズは指定したスパンと「行」の高さで決定します。パネルはド

ラッグアンドドロップで別の「行」に移動させることができます。グラフ、表、テキスト/HTML ブロッ

クを組み合わせて作成できます。 

3.3 Nagios Log Server と ELK スタックの違い 

• Nagios Log Server (NLS)は最適なパフォーマンスが事前に設定されているため、システム管理者は

ログの可視化により多くの時間を費やすことができます（マシンのチューニングに多くの時間は取ら

れません）。 

• NLS は Nagios 社がサポートします（電話、メール、フォーラム）。 

• NLS には認証およびセキュリティが組み込まれています。通常、ELK スタックはクエリを行いたい人

は誰でも使用できます – つまり、システム管理者は ELK スタックを保護する方法を追加開発する

ために時間を費やすことになります。これに対して Nagios Log Serverでは初めからセキュリティおよ

び認証機能が使用できます。 

• NLS にはアラートシステムが組み込まれています。クエリベースのアラート通知をメールで受け取る

ことができます。さらに Nagios Log Server は他の Nagios 製品（Nagios XI, Nagios Reactor）にアラー

トを送信することもでき、ログイベントに対して複雑な応答を行うことができます。 

NLS は管理オーバーヘッドと ELK スタックの複雑さを低減します。さらにセキュリティおよびアラート機能

が組み込まれています。 

3.4 Elasticsearch の概要 

Elasticsearch は透過コンポーネントです。（特にクラスが小さい場合は）多くのチューニングは不要です。

インスタンスがクラスタに追加されると、Elasticsearch はデータベースがすべてのノードに適切に分散さ

れていることを確認します。 
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上の図は、１つのクラスタに２つのインスタンスが属している例です。各インスタンスには２つのプライマリ

シャードと２つのレプリカシャードがあります。Elasticsearch は高可用性を提供するため、一致するプライ

マリシャードとレプリカシャードを同じインスタンスに割当てないことに注意してください。 

3.5 Logstash の概要 

Logstash は Nagios Log Server で管理者が扱う最も複雑なコンポーネントです。開発にあたっては、

Logstash をよく理解する必要があります。Logstash エージェントは処理パイプラインです。処理には３つ

の段階（インプット -> フィルタ -> アウトプット）があります。インプットは入ってくるログを受け取りフィル

タチェーンにこれらのログを渡します。フィルタはこれらのログを編集します。アウトプットはこれらのログ

をどこかに送ります（Nagios Log Server の場合、Elasticsearch データベースに送ります）。 

 

 

プライマリ 1

プライマリ 3

プライマリ 2

プライマリ 4

レプリカ2

レプリカ4

レプリカ1

レプリカ3

インスタンス 1 インスタンス 2

Nagios Log Server クラスタ
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• インプット： 

インプットは入ってくるログをリスンします。よく使用されるインプットは tcp, udp, syslog です。tcp イ

ンプットは特定の TCP ポートでリスンし、このポートに入ってきたすべてのログを受け入れます。udp

インプットも同様ですが、UDP ポートでリスンします。syslogインプットは少しだけ複雑です。syslogイ

ンプットに入ってきたログは自動的に ‘syslog’フィルタが適用されます。syslog フィルタは以下のよ

うなシンプルな grok フィルタです： 

"match" => { "message" => "<%{POSINT:priority}>%{SYSLOGLINE}" 

 

インプットについては、Elasticsearch ドキュメントをお読みください： 

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-inputs-elasticsearch.html 

• フィルタ： 

フィルタは Logstash チェーンの中で最も複雑かつ重要な部分です。何かについて学ぶ時間がある

なら、フィルタについて学習してください。正規表現の知識も役立ちます。正規表現は学ぶのにさほ

ど時間はかかりませんが、独自のフィルタを生成するときにとても便利です。 

 

Logstash のフィルタはインプットチェーンから定義した‘フィルタ’に渡されたログを解析します。フィ

ルタが適用される前は、ログはおそらく構造化されておらず何の「フィールド」も適用されていません。

フィルタが処理されると、以下のようにフィールドを見ることができます。 

 

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-inputs-elasticsearch.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-inputs-elasticsearch.html
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フィールドはグラフ作成や可視化のために重要です。 

 

 

• アウトプット： 

デフォルトでは、Elasticsearch へのデータ書き出しのみが定義されています。カスタムアウトプットを

定義することもできます。Nagios アウトプットで Nagios にアラートを送信したり、Hipchat アウトプット

で Hipchat にイベントを書き込んだりすることができます。 

3.5.1 Logstash 構成例 

ここでは、例をもとにLogstashの構成について説明します。この例では、基本的な tcpインプットと一般的

によく使用される grok フィルタを使用します。grok は正規表現パターンに一致するフィルタです。grok フィ

ルタについては以下のドキュメントをお読みください： 

 

grok フィルタ： https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-filters-grok.html 

 

 

最初に、インプットを定義します。簡略化のため、以下のインプットを使用します： 

 

tcp { 
    type => 'exampletype' 
    port => 9001 
} 

 

構成は Web GUI から簡単に追加できます。 

 

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/output-plugins.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-outputs-nagios.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-outputs-hipchat.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-outputs-hipchat.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/plugins-filters-grok.html
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「保存 & 適用」をクリックするか「保存」 -> 「構成適用」 ->「適用」 をクリックしたら完了です。 

 

注記： Nagios Log Server 上のファイアウォールでログ受信に使用するポートを開いてください。 

 

リモートホストでログ送信を開始しましょう。 

ログが到着すると、Web GUI 上で確認できます。以下のようにこのログは構造化されていません。 
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Logstash はデフォルトでいくつかのフィールドを追加します - @timestamp, @version, _id, _index, 
_type など。これらはすべて自動生成されます。送信された情報の大部分は'message'フィールドに配置

されます。 

 

ここでは、あなたの ‘message’ フィールドにどのような情報が入っているのか分からないので、標準的

なフィルタを定義することにします – もちろん自由に編集してかまいません。この grok フィルタは、

'message'フィールド内を処理し、適切なフィールドに情報をソートします。 

 

grok デバッグユーティリティを使うと、この作業はかなり楽になります。フィルタを定義する際は grok パタ

ーンを手元に置いておくとよいでしょう。 

 

 
 

ログメッセージのデバックに問題がなければ、grok パターンは完成です。以下は非常に基本的な grok
パターン（数分で作成できます）です。 

 

¥[%{DAY:day} %{MONTH:month} %{MONTHDAY:monthday} %{TIME:time} %{YEAR:year}¥] 
¥[%{WORD:status}¥] ¥[client %{IP:client}¥] %{GREEDYDATA:information}, 
referer: %{GREEDYDATA:url} 

 

このパターンでは、フィールドにタグを付けています。大文字は grok で利用できる事前定義済みの正規

表現パターンであることにご注意ください。コロン（:）の後ろにタグとして使用したいフィールドを指定しま

す（Web GUI 上で表示されます）。グラフ化したい数値は、:int サフィックスを使用する必要があります。

http://grokdebug.herokuapp.com/
http://grokdebug.herokuapp.com/patterns
http://grokdebug.herokuapp.com/patterns
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例えば以下のように定義します： 

 

%{NUMBER:loginretries:int} 

 

このパターンをフィルタに追加してみましょう。grok フィルタを変更します。 

 

if [type] == "exampletype" { 
   grok { 
      match => [ "message", 
"¥[%{DAY:day} %{MONTH:month} %{MONTHDAY:monthday} %{TIME:time} %{YEAR:year}¥] 
¥[%{WORD:status}¥] ¥[client %{IP:client}¥] %{GREEDYDATA:information}, 
referer: %{GREEDYDATA:url}" ] 
   } 
} 

 

このフィルタ定義を適用すると、'exampletype'に一致するものすべてがこのフィルタを通過します。上の

例の場合、インプットは自動的に'exampletype'として入ってくるすべてをタグ付けします。以下のように

表示されます。 

 

 
 

最終的にこれらのフィールドを使って Kibana で綺麗に可視化することができます。 
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その他のフィルタについては、https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/filter-plugins.html を

お読みください。 

3.6 ジョブサブシステム 

Nagios Log Server のジョブサブシステムは各インスタンス上で稼働し、スケジュールどおりにジョブを実

行させます。ジョブは特定のインスタンス上（ローカルジョブ）で実行することも、任意の単一インスタンス

上（グローバルジョブ）で実行することもできます。また、ジョブは１回のみ実行することも、指定した頻度

（１日１回、１時間に１回など）で定期的に実行することもできます。 

3.6.1 ジョブの例 

ローカルジョブ 

ジョブ 説明 

apply_config 
ジョブは（インスタンスジョブから）*各*インスタンス用にスケジュールされま

す。構成スナップショットの作成、logstash 構成の書き込み、logstash の再

起動を行います 

change_timezone ローカルインスタンス上のタイムゾーンを変更します 

create_snapshot 構成スナップショットを作成します 

delete_snapshot 構成スナップショットを削除します 

restore_snapshot 構成スナップショットを復元します 

stop_service ローカルインスタンス上で指定したサービスを停止します 

start_service ローカルインスタンス上で指定したサービスを開始します 

restart_service ローカルインスタンス上で指定したサービスを再起動します 

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/filter-plugins.html
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グローバルジョブ 

ジョブ 説明 

run_alerts アラートを送信するために（デフォルトの場合）20 秒ごとに実行します 

backup_maintenance インデックスのメンテナンスとバックアップを実行するために（デフォルト

の場合）１日に１回実行します 

cleanup １日以上経過した旧い完了済みタスクをジョブキューから削除します 

 

グローバルジョブの実行方法については、「ジョブのスケジュール管理」をお読みください。 

3.6.2 アーキテクチャと実行フロー 

ジョブサブシステムは、/etc/cron.d/nagioslogserver にある cron 定義により毎分開始し、

nagiosユーザとして実行します。 

 

 
 

この cron は次を繰り返し処理します（デフォルトでは 5 秒ごとに以下のアクションを行います）。 

1. Elasticsearch インデックスをクエリし、このインスタンスで実行するローカルジョブのリストを取得します。 

a. コマンドフィールドの関数を実行します。 

b. 監査レポートを results _type = JOBS で更新します。 

2. Elasticsearch インデックスをクエリし、実行する必要のあるグローバルジョブのリストを取得します。 

a. コマンドフィールドの関数を実行します。 

b. 監査レポートを results _type = JOBS で更新します。 

 

注記： グローバルジョブは任意のインスタンスで処理するジョブです。すべてのインスタンス上で実行さ

れるジョブではありません。 
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ジョブサブシステムの一般的な実行フローは以下のとおりです： 

1. job.php コントローラがバックグラウンドプロセスとして起動し、process_jobs()のコマンドを実行します。 

このスクリプトは/var/www/html/nagioslogserver/application/controllers/jobs.php にあり、毎分の cron ジ

ョブにより起動します。この cron ジョブは/etc/cron.d/nagioslogserver で定義されています。 

2. jobs.php スクリプトは process_jobs()にリストされた機能を実行します。 

機能は/var/www/html/nagioslogserver/application/helpers/cmdsubsys_helper.php にあります。 

3. poller cron が/var/www/html/nagioslogserver/var/jobs.log に実行結果を保存します。 

3.7 構成概要 

Nagios Log Server は様々なシステムからログを収集するために Logstash を使用します。Logstash には

広範囲にわたる利用可能なインプット、フィルタ、アウトプットのリストがあります。Nagios Log Server では

Web UI 上の「管理」メニューから Logstash を構成することができます。 

 

構成にはすべてのインスタンスに適用される「グローバル構成」と個別のインスタンスに適用される「イン

スタンス別構成」があります。 

3.7.1 ブロックの作成とフォーマット 

インプット、フィルタ、アウトプットを作成する際、ユーザはまず、各セクションにおいて名前付きのブロック

を作成します。各ブロックは Web UI 上で表示されている順序で構成ファイルに追加されます。ブロックは

ドラッグ＆ドロップで順序を入れ替えることができます。 

機能

実行

ジョブ結果をauditログに送信

グローバルジョブを

5秒ごとに問合せ

インスタンス固有ジョブを

5秒ごとに問合せ
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構成には標準の Logstash 構文を使用しますが、１つ例外があります。Nagios Log Server では各セクショ

ン（インプット、フィルタ、アウトプット）の開始および終了タグが必要ありません。 

 

例えば、Logstash では以下のようにブロックを定義しますが、 

 

input { 
    file { 
        path => "/tmp/access_log" 
        start_position => beginning 
    } 
} 

 

Nagios Log Server では以下のように定義します。 

 

file { 
    path => "/tmp/access_log" 
    start_position => beginning 
} 

 

インプットを作成するときは、以下について考慮してください： 

 

1. 同じポート（TCP/UDP）は複数回使用しないでください。 

2. 1024 より小さい特権ポートを使用する場合は、Logstash を特権ユーザで起動する必要がありま

す。「特権ポートでのログ受信」をお読みください。 

3.7.2 構成の保存と適用 

構成作業中はいつでも「保存」ボタンを押して変更を保存することできます。 

 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_listening-on-privileged-ports.pdf
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注記： 「保存」は現在の構成をデータストアに保存するだけで、構成の検証やシステムへの適用は行わ

れません。 

 

構成をシステムに適用する前に、「確認」ボタンを押して構成が有効かどうかを確認することをお勧めし

ます。構成に誤りがあればポップアップに情報が表示されます。誤りがない場合は「OK」と表示されま

す。 

 

 
 

構成に誤りがないことが確認できたら、「構成適用 -> 適用」を選択しシステムに構成を適用します。 

 

 
 

 

「適用」すると、構成がデータストアからファイルに書き込まれ、クラスタ内のすべてのインスタンスに適用

されます。構成適用中、各 Nagios Log Server インスタンスは以下を行います： 

 

1. 現在の構成ファイルのスナップショットを取得します。 - 以前の構成を復旧させたい場合に使

用できます。 

2. グローバルおよびインスタンス別構成ファイルをデータストアから読込み、ファイルシステムに書

込みます。 

3. 新しい構成ファイルの使用を開始させるため各インスタンスの Logstash サービスを再起動します。 

 

構成ファイルは、各インスタンスの/usr/local/nagioslogserver/logstash/etc/conf.d/ に書き込まれます。 

 

-rw-rw-r-- 1 apache apache  793 Mar 18 10:55 000_inputs.conf 
-rw-rw-r-- 1 apache apache 1662 Mar 18 10:55 500_filters.conf 
-rw-rw-r-- 1 apache apache  537 Mar 18 10:55 999_outputs.conf 

3.7.3 アウトプット 

Nagios Log Server にはローカル Elasticsearch データストアへのアウトプットがデフォルトで定義されてい

ます。この定義は画面上には表示されず、ユーザは変更できません。 
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「アウトプットを表示」ボタンをクリックすると「アウトプット」セクションが画面に表示されます。標準の

Logstash アウトプットを使用して別のアウトプットをシステムに追加することができます。デフォルトの

Elasticsearch アウトプットに加えてログをテキストファイルに書込みたい場合などに便利です。 

 

メモ： 上述のとおり、ブロック内に開始と終了のタグ（ output { } ）は不要です。 

 

 

3.7.4 条件構文 

Nagios Log Server の構成ブロック内でも標準の Logstash 条件構文を使用し、一部のログのみにフィルタ

を適用するといったことができます。条件構文の使用例は、Nagios Log Server にデフォルト定義されてい

る「Apache (Default)」フィルタで確認できますが、ここでは以下の例で説明します。 

 

if [program] == 'apache_access' { 
    grok { 
        match => [ 'message', '%{COMBINEDAPACHELOG}'] 
    } 
} 

 

この構文は、program という名前のフィールドがあり、そのフィールド値が apache_access であれば、

grokフィルタにmessageフィールドを渡して異なるパートに展開します。programという名前のフィールド

がない、またはフィールド値が apache_access ではない場合はこのフィルタをスキップします。 

3.8 ポーラサブシステム 

Nagios Log Server の poller サブシステムは各インスタンス上で起動します。poller サブシステムは

Elasticsearch データベースを現在稼働中の構成でアップデートするのに加えて、Nagios Log Server クラ

スタ内のすべてのインスタンスのサービスステータス情報も更新します。さらに、poller サブシステムはク

ラスタ内の現在の既知のホストのリストで各インスタンスを更新します。 

3.8.1 アーキテクチャと実行フロー 

poller サブシステムは、/etc/cron.d/nagioslogserver にある cron 定義により毎分開始し、

nagiosユーザとして実行します。 
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この cron は次を繰り返し処理します（デフォルトでは 15 秒ごとに以下のアクションを行います）。 

1. cluster_hosts ファイル（/usr/local/nagioslogserver/var/cluster_hosts）をクラスタ内の既知の

ホストリストで更新します（ホストリストは Elasticsearch クエリで取得します）。 

cluster_hosts ファイルは、Elasticsearch サービスがインスタンス上で開始したときにローカルイ

ンスタンスがどのホストに接続を試みるかを決定するために使用されます。 

2. 以下の情報の更新をこのインスタンスの Elasticsearch に送信します。 

a. last_updated 時間 

b. Nagios Log Server リリースバージョン 

c. elasticsearch サービスステータス 

d. logstash サービスステータス 

e. インスタンス IP アドレス 

f. インスタンスホスト名 

 

 

poller サブシステムの一般的な実行フローは以下のとおりです： 

1. poller.php コントローラがバックグラウンドプロセスとして起動し、process_jobs()のコマンドを実

行します。 

このスクリプトは/var/www/html/nagioslogserver/application/controllers/poller.php にあり、毎

分の cronジョブにより起動します。この cronジョブは/etc/cron.d/nagioslogserverで定義されて

います。 

2. poller.php スクリプトは Poller Controller の process_jobs()にリストされた機能を実行します。 

機能は/var/www/html/nagioslogserver/application/helpers/poller_helper.php にあります。 

3. poller cron が/var/www/html/nagioslogserver/var/poller.log に実行結果を保存します。 
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4 ログソースの追加（ログの送信設定/ログファイルインポート） 

この章では、新しいログソースの追加手順（ログ送信元側の設定）手順について説明します。 

 

Nagios Log Server にログインすると、「ホーム」ページが表示されます。 

「ホーム」ページの「ログ送信を開始」セクションにログの送信元数が表示されます。 

 

メモ：下は「ログ受信ホスト数：１」の場合の例です（ローカルホストのログのみ受信しています）。 

 

 
 

Nagios Log Server はさまざまなタイプのログを受信、収集できます。 

 

「ログ送信を開始」セクションのアイコンをクリックすると、クリックしたログタイプのセットアップガイドペー

ジが表示されます。 

 
 

「ログ送信を開始」セクションの「その他のセットアップガイドを表示する」リンク、またはメニューバー上の

「+ログソース」ボタンをクリックすると、「ログソースセットアップ」ページが表示されます。 
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「ログソースセットアップ」ページで、セットアップしたいログタイプを選択します。 

 
 

ログ送信元側でのセットアップ手順についての説明が記載されています。このガイドに従ってログ送信元

のセットアップを行います。 

 

4.1 Linux シスログ 

ここでは Linux シスログを Nagios Log Server へ送信する設定手順を説明します。 

 

前提条件： 

• ログ送信元の Linux サーバに rsyslog または syslog-ng がインストール済みであること 

 

デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 
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「Linux セットアップ」ページ（「+ログソース」 -> 「Linux」）では、以下の３つの手順が紹介されています。 

希望の方法のガイドに従って設定を行ってください。 

 

• スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（syslog-ng 用） 

4.1.1 スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

スクリプトセットアップを実行すると、インストール済みの rsyslog デーモンが自動設定されます。 

 

Nagios Log Server は CentOS, Fedora, RHEL, Ubuntu, Debian の /var/log/messages 以下にあるシスロ

グを受信します。 

 

注記： スクリプトセットアップは rsyslog にのみ対応しています。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Linux」をクリックします。 

 

Step 4. 「スクリプトセットアップ」セクションで、「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、 

「コピー」をクリックします。 
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メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

Step 5. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 6. 任意の作業ディレクトリ（例： /tmp）に移動します。 

Step 7. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

 

メモ： 1.4.0 以前のバージョンで root 以外で作業する場合は、2 行目のコマンドの先頭に sudo
を追加してください。 

 
 

注記： SELinuxが有効（Enforcing）の場合、WARNINGメッセージが表示されます。使用する

シスログデーモンのトラフィックを許可するように SELinux を設定してください。 

 

例： semanage port -a -t syslogd_port_t -p udp 5544 
 

メモ： このスプリプトで 99-nagioslogserver.conf ファイルが作成されます。 

（例： /etc/rsyslog.d/99-nagioslogserver.conf） 
 

デフォルトでは、 5544 TCP ポートで Nagios Log Server へシスログを送信します。 

 

例： 
 
### Begin forwarding rule for Nagios Log Server                           NAGIOSLOGSERVER 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # Where spool files will live             NAGIOSLOGSERVER 
$ActionQueueFileName nlsFwdRule0 # Unique name prefix for spool files     NAGIOSLOGSERVER 
$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1GB space limit (use as much as possible) NAGIOSLOGSERVER 
$ActionQueueSaveOnShutdown on # Save messages to disk on shutdown         NAGIOSLOGSERVER 
$ActionQueueType LinkedList   # Use asynchronous processing               NAGIOSLOGSERVER 
$ActionResumeRetryCount -1    # Infinite retries if host is down          NAGIOSLOGSERVER 
# Remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional       NAGIOSLOGSERVER 
*.* @@192.168.91.251:5544                                               # NAGIOSLOGSERVER 
### End of Nagios Log Server forwarding rule                              NAGIOSLOGSERVER 

Step 8. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからのログが

届いていることを確認します。 
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4.1.2 手動セットアップ（rsyslog 用） 

ここでは、インストール済みの rsyslog デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

 

メモ： 「スクリプトセットアップ」を実行した場合は、ここで説明するセットアップは不要です。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Linux」をクリックします。 

 

Step 4. 「>_手動」タブをクリックします。 

 

Step 5. 「>_手動セットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、 

「コピー」をクリックします。 
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ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog || mkdir -v /var/spool/rsyslog 
ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog 
ls -d /etc/rsyslog.d || mkdir -v /etc/rsyslog.d 
sudo vi /etc/rsyslog.conf 
 

 

以下を行います： 

• rsyslog spool ディレクトリが存在するか確認し、なければ /var/spool/rsyslog ディレクトリ

を作成します。 

• rsyslog.d フォルダが存在するか確認し、なければ /etc/rsyslog.d ディレクトリを作成しま

す。 

• /etc/rsyslog.conf を vi エディタで開きます。 

Step 6. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 7. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

最後のコマンド実行で/etc/rsyslog.conf ファイルが vi エディタで開きます。 

Step 8. Nagios Log Server の Linux セットアップページに戻り、 

「Rsyslogコンフィグファイルのセットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックして設定を選択

した後、「コピー」をクリックします。 

 
 

例： 
 
# ### begin forwarding rule ### NAGIOSLOGSERVER 
# 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files 
$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files 
$ActionQueueMaxDiskSpace 1g # 1gb space limit (use as much as possible) 
$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown 
$ActionQueueType LinkedList # run asynchronously 
$ActionResumeRetryCount -1 # infinite retries if host is down 
# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional 
*.* @@192.168.91.251:5544 
# ### end of the forwarding rule ### 
 

 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 
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注記： $WorkDirectory は rsyslog spool ディレクトリのファイルパスを指定します。前に確認し

た spool ディレクトリ（例： $WorkDirectory /var/lib/rsyslog）を指定します。正しく設定されてい

ない場合、rsyslog サービスの開始に失敗します。 

 

Step 9. コピーした設定を開いている /etc/rsyslog.conf ファイルの 

「# ### begin forwarding rule ###」 セクション下にペーストします。 

必要に応じて変数値を変更してください。 

Step 10. ファイルを保存して閉じます。 

Step 11. rsyslog を再起動します。 

Step 12. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからのログが

届いていることを確認します。 

4.1.3 手動セットアップ（syslog-ng 用） 

ここでは、インストール済みの syslog-ng デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Linux」をクリックします。 

 

Step 4. 「>_syslog-ng」タブをクリックします。 

 

Step 5. syslog-ng コンフィグファイルをエディタで開きます。 

 

メモ： 通常、/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf にあります。 
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Step 6. 「>_syslog-ng コンフィグファイルのセットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマン

ドを選択した後、「コピー」をクリックします。 

 
 

 
@include "scl.conf" 
source s_nagios { 
 system(); 
 internal(); 
}; 
 
destination d_nagios {  
    tcp("192.168.91.251" port(5544));  
}; 
 
log {  
 source(s_nagios);  
 destination(d_nagios);  
}; 

 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

 

Step 7. コピーした設定を syslog-ng コンフィグファイルにペーストします。 

必要に応じて設定を編集してください。 

Step 8. ファイルを保存して閉じます。 

Step 9. syslog-ng を再起動します。 

 
sudo /etc/init.d/syslog-ng restart 
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Step 10. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからのログが

届いていることを確認します。 

4.2 Windows イベントログ 

ここでは、Windows イベントログを Nagios Log Server へ送信する設定手順を説明します。Nagios Log 

Server には Windows イベントログの送信用に NXLOG（Community Edition）がバンドルされています。こ

こでは、Windows イベントログ送信元マシンに NXLOG Community Edition をインストールします。 

 

前提条件： 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

 

デフォルトでは ログ送信に 3515 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Windows」をクリックします。 

 

Step 4. 「Nxlogのインストール」セクションで、「Nxlogをダウンロード」をクリックしてNXLOGインストーラ

をダウンロードします。 

 
 

メモ： NXLOG インストーラは以下の URL からダウンロードできます：  

 
http://<Nagios Log Server IP アドレス>/nagioslogserver/scripts/nxlog-ce-latest.msi 
 

http://nxlog.org/products/nxlog-community-edition
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Step 5. 「Nxlog での Windows イベントログ構成」セクションの「すべて選択」をクリックして選択した後、

「コピー」をクリックします。 

 

Step 6. 新しいファイルを作成し、コピーした設定をペーストします。 

Step 7. nxlog.conf という名前でファイルを保存します。 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 3515 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

Step 8. 対象の Windows マシンが 32bit OS の場合は、以下のように変更します。 

 
（変更前） 

#define ROOT C:¥Program Files¥nxlog 
define ROOT C:¥Program Files (x86)¥nxlog 

 
（変更後） 

define ROOT C:¥Program Files¥nxlog 
#define ROOT C:¥Program Files (x86)¥nxlog 

Step 9. 日本語文字化け回避のため最後の<Extension>定義の下に以下を追加します。 

 
（追加） 

<Extension charconv> 
    Module xm_charconv 
    AutodetectCharsets shift_jis, utf-8 
</Extension> 
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Step 10. 日本語文字化け回避のため internal インプット定義に設定を追加します。 

（変更前） 
<Input internal> 
    Module im_internal 
</Input> 

 

（追加後） 
<Input internal> 
    Module im_internal 
    Exec   convert_fields("AUTO", "utf-8");  
</Input> 

 

メモ：  

• im_internal モジュールを使用することで、NXLOG の内部ログメッセージを抽出できま

す。詳しくは、NXLOG マニュアルを御参照ください。 

• NXLOG 内部ログの送信が不要な場合は、Route セクションの設定から internal を削

除します（後述）。 

Step 11. 日本語文字化け回避のため file1 インプット定義に設定を追加します。 

（変更前） 
<Input file1> 
    Module   im_file 
    File     '%ROOT%¥data¥nxlog.log' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

（追加後） 
<Input file1> 
    Module   im_file 
    File     '%ROOT%¥data¥nxlog.log' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     convert_fields("AUTO", "utf-8");  
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

メモ：  

• im_file モジュールを使用することで、指定したファイルの中身を抽出できます。詳しく

は、NXLOG マニュアルを御参照ください。 

• この例では、%ROOT%¥data¥nxlog.logファイルの内容がNagios Log Serverに送信

されます。 

• nxlog.log ファイルの送信が不要な場合は、Route セクションの設定から file1 を削除

します（後述）。 

• (Nagios Log Server 1.3.0 以前のバージョンをご利用中の場合で) NXLOG のログファイ

ル送信を行いたい場合は、”Exec $Message = $raw_event;”を追加してください。 

https://nxlog.co/docs/nxlog-ce/nxlog-reference-manual.html#im_internal
https://nxlog.co/docs/nxlog-ce/nxlog-reference-manual.html#im_file
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Step 12. 対象の Windows マシンのバージョンが Windows XP/2000/2003 である場合は、 

Windows Vista/2008 以降用の定義を無効化し、Windows XP/2000/2003 用の定義を有効化し

ます。 

（変更前） 
# Windows Event Log 
<Input eventlog> 
# Uncomment im_msvistalog for Windows Vista/2008 and later 
    Module im_msvistalog 
  
# Uncomment im_mseventlog for Windows XP/2000/2003 
#   Module im_mseventlog 
</Input> 

 

（変更後） 
# Windows Event Log 
<Input eventlog> 
# Uncomment im_msvistalog for Windows Vista/2008 and later 
#    Module im_msvistalog 
  
# Uncomment im_mseventlog for Windows XP/2000/2003 

   Module im_mseventlog 
</Input> 

Step 13. 必要に応じて送信するイベントログを指定します。 

メモ： ペーストしたままの設定の場合、全てのイベントログが Nagios Log Server に送信されま

す。特定のイベントログのみを Nagios Log Server に送信したい場合は、設定を追加する必要

があります。 

 

例えば、security ログの EventID が 4663、4656、4658 のみを Nagios Log Server へ送信した

い場合は、eventlog インプット定義に赤字部分の設定を追加します。 

 

# Windows Event Log 
<Input eventlog> 
# Uncomment im_msvistalog for Windows Vista/2008 and later 
Module im_msvistalog 
 
Query <QueryList>¥ 
<Query Id="0">¥ 
<Select Path='Security'>*[System[(EventID='4663') ]]</Select>¥ 
<Select Path='Security'>*[System[(EventID='4656') ]]</Select>¥ 
<Select Path='Security'>*[System[(EventID='4658') ]]</Select>¥ 

</Query>¥ 
</QueryList> 
 
# Uncomment im_mseventlog for Windows XP/2000/2003 
# Module im_mseventlog 
</Input> 

 

詳しくは、NXLOG のマニュアルを御参照ください。 

https://nxlog.co/docs/nxlog-ce/nxlog-reference-manual.html#im_msvistalog
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Step 14. Windowsイベントログ以外のログ（NXLOG内部ログや nxlog.logファイルの内容）の送信が不要

であれば、Route 1 の定義を以下のように変更します。 

 

メモ： デフォルトでは、NXLOG内部ログ、%ROOT%¥data¥nxlog.logファイルのログも送信さ

れます。 

（変更前） 
<Route 1> 
    Path internal, file1, eventlog => out 
</Route> 
 

（変更後） 
<Route 1> 
    Path eventlog => out 
</Route> 

 

 

以下は変更後のサンプルです。必要に応じてさらに編集してください。 

 

## Please set the ROOT to the folder your nxlog was installed into, 
## otherwise it will not start. 
#define ROOT C:¥Program Files¥nxlog 
define ROOT C:¥Program Files (x86)¥nxlog 
define CERT %ROOT%¥cert 
  
Moduledir %ROOT%¥modules 
CacheDir %ROOT%¥data 
Pidfile %ROOT%¥data¥nxlog.pid 
SpoolDir %ROOT%¥data 
LogFile %ROOT%¥data¥nxlog.log 
  
# Include fileop while debugging, also enable in the output module below 
#<Extension fileop> 
#    Module xm_fileop 
#</Extension> 
  
<Extension json> 
    Module      xm_json 
</Extension> 
  
<Extension syslog> 
    Module xm_syslog 
</Extension> 
 
<Extension charconv> 
    Module xm_charconv 
    AutodetectCharsets shift_jis, utf-8 
</Extension> 
 
<Input internal> 
    Module im_internal 
    Exec     convert_fields("AUTO", "utf-8");  
</Input> 
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# Watch your own files 
<Input file1> 
    Module   im_file 
    File     '%ROOT%¥data¥nxlog.log' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     convert_fields("AUTO", "utf-8");  
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 
  
 
# Windows Event Log 
<Input eventlog> 
# Uncomment im_msvistalog for Windows Vista/2008 and later 
    Module im_msvistalog 
  
# Uncomment im_mseventlog for Windows XP/2000/2003 
#   Module im_mseventlog 
</Input> 
 
<Output out> 
    Module om_tcp 
    Host 192.168.91.251 
    Port 3515 
  
    Exec  $tmpmessage = $Message; delete($Message); 
rename_field("tmpmessage","message"); 
    Exec  $raw_event = to_json(); 
  
 # Uncomment for debug output 
 # Exec file_write('%ROOT%¥data¥nxlog_output.log', $raw_event + "¥n"); 
</Output> 
  
<Route 1> 
    Path internal, file1, eventlog => out 
</Route> 

 

メモ：  

• 青字部分は環境にあわせてコメントを削除・追加してください。 

• 赤字部分は日本語文字化け回避用に追加する設定です。 

 

Step 15. ファイルの編集が終了したら、保存して閉じます。 

Step 16. Nagios Log Server へ Windows イベントログを送信したいマシンにログインします。 

Step 17. 前の手順でダウンロードした NXLOG インストーラを任意の場所にコピーします。 

Step 18. NXLOG インストーラを実行します。 
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Step 19. 「I accept the terms in the License Agreement（ライセンス条件に同意します）」チェックボックス

にチェックをつけて「Install（インストール）」をクリックします。 

 

Step 20. 「Finish（完了）」をクリックします。 

 

Step 21. Readme ファイルが開きます。 

nxlog.exe、ログファイル、マニュアルの場所を確認できます。 
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Step 22. 前の手順で作成した nxlog.conf ファイルを（NXLOGインストールフォルダ）¥conf 下に保存しま

す（必要に応じてオリジナルの nxlog.conf ファイルをバックアップしてください）。 

メモ： nxlog.conf ファイルは以下にあります： 

• 32bit OS の場合： C:¥Program Files¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

• 64bit OS の場合： C:¥Program Files (x86)¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

Step 23. nxlog サービスを再起動します。 

コマンドプロンプトを管理者として起動し、以下のコマンドを実行します。 

net start nxlog 

Step 24. Nagios Log Server が Windows イベントログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Windows マシンからの

Windows イベントログが届いていることを確認します。 

4.3 ネットワーク機器 

Nagios Log Server にはデフォルトで syslog 受信用のインプットが定義されています。このデフォルトイン

プットを使用して syslog 受信を行う場合は、ログ送信元側で Nagios Log Server IP アドレス宛てに 5544 

TCP/UDP で syslog を送信するよう設定してください。 

 

メモ：  

• Nagios Log Server にデフォルトで定義されている syslog インプットは RFC3164（UDP または

TCP）形式の syslog を解析できます。この形式以外の syslog を Nagios Log Server で受信し処

理したい場合は、インプット設定（tcp または udpインプット定義の追加）とフィルタ設定の追加が

必要になります。 

• Nagios Log Serverはデフォルトで 5544 TCP/UDPポートからのシスログを受信します。使用す

るポート番号は変更できます。ポート番号を変更したい場合、インプット設定の追加とファイアウ

ォールの許可設定を行ってください。 

• 514 UDP ポートからのログを Nagios Log Server で受信したい場合は、「特権ポートでのログ受

信」をお読みください。 

 

ネットワーク機器側の設定が完了したら、Nagios Log Server Web インターフェースにログインして「ダッシ

ュボード」メニューをクリックし、設定したネットワーク機器からの syslog が届いていることを確認します。 

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/1.5/plugins-inputs-tcp.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/1.5/plugins-inputs-udp.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_listening-on-privileged-ports.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_listening-on-privileged-ports.pdf
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4.4 Linux ファイル 

ここでは Linux ログファイルを Nagios Log Server へ送信する設定手順を説明します。 

 

前提条件： 

• ログ送信元の Linux サーバに rsyslog または syslog-ng がインストール済みであること 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

 

デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

 

「Linux ファイルセットアップ」ページ（「+ログソース」 -> 「Linux ファイルセットアップ」）では、以下の２つ

の手順が紹介されています。 

 

• スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（rsyslog 用） 

4.4.1 スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

スクリプトセットアップを実行すると、インストール済みの rsyslog デーモンが自動設定されます。 

 

注記： スクリプトセットアップは rsyslog にのみ対応しています。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Linux ファイル」をクリックします。 

 

Step 4. 「スクリプトセットアップ」セクションで、「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、 

「コピー」をクリックします。 
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メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

 

Step 5. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 6. 任意の作業ディレクトリ（例： /tmp）に移動します。 

Step 7. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、 

ファイルパス（/path/to/file /path/to/another/file/*.log）と FILE_TAG を変更します。 

curl -s -O http:// <Nagios Log Server address>/nagioslogserver/scripts/setup-linux.sh 
sudo bash setup-linux.sh -s <Nagios Log Server address> -p 5544 -f "/path/to/file /path/to/another/file/*.log" -t FILE_TAG 

 

メモ：  

• 1.4.0 以前のバージョンで root 以外で作業する場合は、2 行目のコマンドの先頭に

sudo を追加してください。 

• bash 以下は実際には１行で記述してください。 

• /path/to/file： 監視したいファイルへのパス 

• FILE_TAG： ログを識別するためのタグ（Nagios Log Server の program フィールドに使用

されます） 

Step 8. 「Enter」キーを押して実行します。 

 
 

注記： SELinux が有効（Enforcing）の場合、WARNING メッセージが表示されます。使用するシスログ

デーモンのトラフィックを許可するように SELinux を設定してください。 
 

メモ： このスプリプトで 90-nagioslogserver_xxxxx.conf ファイルが作成されます。 

デフォルトでは、 5544 TCP ポートで Nagios Log Server へシスログを送信します。 
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$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog 
 
# Input for yum_log 
$InputFileName <指定したファイルパス> 
$InputFileTag <FILE_TAG で指定したタグ>: 
$InputFileStateFile nls-state-var_log_yum.log # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Log Server and then discard, otherwise these messages 
# will end up in the syslog file (/var/log/messages) unless there are other 
# overriding rules. 
if $programname == '<FILE_TAG で指定したタグ>' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == '<FILE_TAG で指定したタグ>' then ~ 

Step 9. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからのログが

届いていることを確認します。 

4.4.2 手動セットアップ（rsyslog 用） 

ここでは、インストール済みの rsyslog デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

メモ： 「スクリプトセットアップ」を実行した場合は、ここで説明するセットアップは不要です。 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Linux ファイル」をクリックします。 

 

Step 4. 「>_手動」タブをクリックします。 
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Step 5. 「>_手動セットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、「コピー」

をクリックします。 

 
 

ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog || mkdir -v /var/spool/rsyslog 
ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog 
ls -d /etc/rsyslog.d || mkdir -v /etc/rsyslog.d 
sudo vi /etc/rsyslog.conf 

 

以下を行います： 

• rsyslog spool ディレクトリが存在するか確認し、なければ /var/spool/rsyslog ディレクトリ

を作成します。 

• rsyslog.d フォルダが存在するか確認し、なければ /etc/rsyslog.d ディレクトリを作成しま

す。 

• /etc/rsyslog.conf を vi エディタで開きます。 

Step 6. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 7. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

最後のコマンド実行で/etc/rsyslog.conf ファイルが vi エディタで開きます。 

Step 8. Nagios Log Server の Linux ファイルセットアップページに戻り、 

「Rsyslog コンフィグファイルのセットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを

選択した後、「コピー」をクリックします。 
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例： 

$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /path/to/rsyslog/spool 
 
# Input for FILE_PATH 
$InputFileName FILE_PATH 
$InputFileTag FILE_TAG: 
$InputFileStateFile nls-state-FILE_ID # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Logserver and then discard. 
if $programname == 'FILE_TAG' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'FILE_TAG' then ~ 

 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

Step 9. コピーしたコマンドを開いている /etc/rsyslog.conf ファイルの末尾にペーストします。 

$WorkDirectory の値、FILE_PATH, FILE_TAG, FILE_ID を変更します。必要に応じてその他

の変数値を変更してください。 

• $WorkDirectory： rsyslog spool ディレクトリのファイルパス。 

前に確認した spool ディレクトリ（例： $WorkDirectory/var/lib/rsyslog）を指定します。正し

く設定されていない場合、rsyslog サービスの開始に失敗します。 

• FILE_PATH： 監視したいファイルへのパス 

• FILE_TAG： ログを識別するためのタグ（Nagios Log Server の program フィールドに使

用されます） 

• FILE_ID： このファイルの ID。このホスト上でユニークな IDを指定してください。空白文

字は使用できません。 

Step 10. ファイルを保存して閉じます。 

Step 11. rsyslog を再起動します。 

Step 12. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからのログが

届いていることを確認します。 

4.5 Windows ファイル 

ここでは、Windows ログファイルを Nagios Log Server へ送信する設定手順を説明します。Nagios Log 

Server には Windows ログの送信用に NXLOG（Community Edition）がバンドルされています。ここでは、

NXLOG を使用して Windows ログファイルを Nagios Log Server に送信します。 

 

http://nxlog.org/products/nxlog-community-edition
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前提条件： 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

• デフォルトでは ログ送信に 3515 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

 

Step 1. （対象のWindowsマシンにNXLOGがインストールされていない場合は）「Windowsイベントログ」

の手順に従って、NXLOG のインストールと nxlog.conf ファイルのコピーを行います（「Step 22

まで」）。 

Step 2. Nagios Log Server Web インターフェースにログインしていない場合はログインします。 

Step 3. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 4. 「Windows ファイル」をクリックします。 

 

Step 5. 「Windows ファイルを監視」セクションの「すべて選択」をクリックして選択した後、「コピー」をクリ

ックします。 

 

Step 6. nxlog.conf ファイルをエディタで開き、コピーした設定をペーストします。 

メモ： nxlog.conf ファイルは以下にあります： 

• 32bit OS の場合： C:¥Program Files¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

• 64bit OS の場合： C:¥Program Files (x86)¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 
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# Watch your own files 
<Input windowsfile> 
    Module   im_file 
    File     'C:¥path¥to¥target¥file' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

• windowsfile は nxlog.conf ファイル内でユニークになるよう適切な名前に変更してくださ

い。 

• C:¥path¥to¥target¥file は監視したい実際のファイルパスに変更してください 

（ファイル名はシングルクォーテーションで囲んでください）。 

 

注記： ログ中に日本語が含まれる場合は、文字化け回避のために UTF-8 への変換処理を追

加してください。 

 
# Watch your own files 
<Input windowsfile> 
    Module   im_file 
    File     'C:¥path¥to¥target¥file' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     convert_fields("AUTO", "utf-8"); 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

Step 7. 複数のファイルを監視したい場合は Input 定義を追加します。 

Step 8. <Route 1>セクションに追加した Input 名を追加します。 

例： windowsfile という Input 定義を追加した場合 
 

<Route 1> 
    Path internal, eventlog, windowsfile => out 
</Route> 

 

メモ：  

• windowsfile は実際の Input 名で置換してください。 

• internal, eventlog のログ送信が不要であれば Path から削除してください。 

 
<Route 1> 
    Path windowsfile => out 
</Route> 

 

Step 9. nxlog サービスを再起動します。 

コマンドプロンプトを管理者として起動し、以下のコマンドを実行します。 

net start nxlog 
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Step 10. Nagios Log Server が Windows ログファイルを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Windows サーバからの

Windows ログが届いていることを確認します。 

4.5.1 過去ログのインポート 

カスタムログを監視できるように NXLogをセットアップする作業は非常に簡単ですが、デフォルトのNXlog

設定の場合、転送を開始したとき以降の新しいデータしか収集されません。既存のログファイルの内容

をインポートしたい場合は、追加の作業が必要です。 

 

ここでは例として、C:¥Important Application¥Logs¥log.txt ファイルを Nagios Log Server にインポートす

る手順について説明します。 

 

注記： 本番環境で実行する前に、試験環境でお試しいただくことをお勧めします。フィルタ定義の追加が

必要になるかもしれません。 

 

Step 1. Windows サーバにログインします。 

Step 2. nxlog.conf ファイルをエディタで開きます。 

メモ： nxlog.conf ファイルは以下にあります： 

• 32bit OS の場合： C:¥Program Files¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

• 64bit OS の場合： C:¥Program Files (x86)¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

Step 3. ファイルの最後に以下を追加します。 

<Input important_application> 
    Module   im_file 
    File     'C:¥Important Application¥Logs¥log.txt' 
    SavePos  FALSE 
    ReadFromLast FALSE 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

Step 4. 以下のセクションを見つけます。 

<Route 1> 
Path internal, file1, eventlog => out 
</Route> 

Step 5. 新しい important_application インプットを Path に追加します。 

<Route 1> 
Path internal, file1, eventlog, important_application => out 
</Route> 

Step 6. ファイルを保存して閉じます。 
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Step 7. nxlog を再起動します。 

 

「コントロールパネル -> 管理ツール -> サービス -> nxlog」を選択し、右クリックメニューか

ら「再起動」を選択します。 

 

再起動完了後、ほどなくして Nagios Log Server でデータの受信が開始します。 

Step 8. Nagios Log Server でログの受信を確認します。 

 

Nagios Log Server にログインしてデフォルトダッシュボードを開き、 

C:¥Important Application¥Logs¥log.txt ファイルに存在するワードで検索してみてください。 
 
検索結果にログが表示されれば、インポートは成功です。 

Step 9. すべてのログのインポートが完了したかを確認します。 

 

Windows サーバにログインしてログファイルの最終行を確認し、Nagios Log Server ダッシュボ

ードでこのログを検索してください。見つかった場合は、NXLog はすべてのログを Nagios Log 

Server へ送信し終わっています。 

Step 10. 次回のサービス開始時に、ファイル全体が再読み込みされないように NXLog を再構成します。 

 

現在の設定のままにしておくと、サービス開始時にファイル全体が再読み込みされ、サービス

が開始するたびに同じ内容が Nagios Log Server に送信されてしまいます。 

 

nxlog.conf ファイルをエディタで開きます。 

Step 11. 以前の手順で追加した以下のセクションを見つけます。 

<Input important_application> 
    Module   im_file 
    File     'C:¥Important Application¥Logs¥log.txt' 
    SavePos  FALSE 
    ReadFromLast FALSE 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

Step 12. 以下のように変更します。 

<Input important_application> 
    Module   im_file 
    File     'C:¥Important Application¥Logs¥log.txt' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

変更箇所は以下のとおりです： 

• SavePos を TRUE に変更 

• ReadFromLast FALSE 行を削除 
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Step 13. ファイルを保存し閉じます。 

Step 14. NXLog サービスを再起動します。 

 

C:¥Important Application¥Logs¥log.txt ファイルの新しい行のみが Nagios Log Server へ送

信されます。 

4.6 Apache ログファイル 

ここでは、Apache ログを Nagios Log Server へ送信する設定手順を説明します。 

 

前提条件： 

• ログ送信元の Linux サーバに rsyslog または syslog-ng がインストール済みであること 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

 

デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

4.6.1 Nagios Log Server フィルタの修正 

1.4.1 以前のバージョンを利用する場合、デフォルトの Apache フィルタ定義で解析エラーが発生する可能

性があります。以下の作業を行って、デフォルトのフィルタ定義を修正します。 

 

注記： Apache のログ形式をカスタマイズされている場合は、実際の形式に合うようにデフォルトのフィル

タ定義を修正してください。フィルタ定義方法については「フィルタ設定」を参照してください。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「管理」->「グローバル構成」をクリックします。 

Step 3. 「Apache(Default)」フィルタの アイコンをクリックして、構成を開きます。 

 

Step 4. デフォルトの定義を以下に変更します。 

赤字部分を追加・修正してください。 

 

メモ： または、実際のログ形式に合致するようにフィルタ定義を編集してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_configuring-input-filters.pdf
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if [program] == 'apache_access' { 
    grok { 
        match => [ 'message', '%{COMBINEDAPACHELOG}'] 
    } 
    date { 
        match => [ 'timestamp', 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z', 'MMM  d HH:mm:ss', 'MMM dd 
HH:mm:ss', 'ISO8601' ] 
    } 
    mutate { 
        replace => [ 'type', 'apache_access' ] 
         convert => [ 'bytes', 'integer' ] 
         convert => [ 'response', 'integer' ] 
    } 
} 
  
else if [program] == 'apache_error' { 
    grok { 
        match => [ 'message', 
'¥[(?<timestamp>%{DAY:day} %{MONTH:month} %{MONTHDAY} %{TIME} %{YEAR})¥] ¥[%{WORD:class}¥] 
(?:¥[%{WORD:originator} %{IP:clientip}¥] ){0,1}%{GREEDYDATA:errmsg}'] 
    } 

date { 
        match => [ 'timestamp', 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z', 'MMM  d HH:mm:ss', 'MMM dd HH:mm:ss', 
'ISO8601' ] 
    } 
    mutate { 
        replace => [ 'type', 'apache_error' ] 
    } 
} 

 

Step 5. 「保存」をクリックして保存します。 

 

Step 6. 「確認」をクリックして構文チェックを行います。 

 
 

Step 7. 構成の確認が成功したら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。 

 

メモ： 構成にエラーが見つかった場合は、定義を修正してください。 
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Step 8. 画面左のメニューで「構成適用」をクリックして構成適用画面を開き、「適用」をクリックします。 

 
 

Step 9. 「はい、今すぐ適用します。」をクリックします。 

 
 

処理が正常に完了すると、チェックマークが表示されます。 

 
 

これでフィルタ定義の追加作業は終了です。 

 

次に Apache サーバ側のログ送信設定を行います。 

「+ログソース」 -> 「Apache」を選択し、Apache セットアップページに戻ります。 

 

「Apache セットアップ」ページ（「+ログソース」 -> 「Apache セットアップ」）では、以下の２つの手順が紹

介されています。 

 

• スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（rsyslog 用） 
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4.6.2 スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

スクリプトセットアップを実行すると、インストール済みの rsyslog デーモンが自動設定されます。 

 

注記： スクリプトセットアップは rsyslog にのみ対応しています。 

 

メモ： スクリプトセットアップを実行した場合、Apache access_log と error_log が Nagios Log Server

へ送信されます。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Apache」をクリックします。 

 

Step 4. 「スクリプトセットアップ」セクションで、「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、 

「コピー」をクリックします。 

 
 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

Step 5. Nagios Log Server へログを送信したい Apache サーバにログインします。 

Step 6. 任意の作業ディレクトリ（例： /tmp）に移動します。 
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Step 7. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

 

メモ： 1.4.0 以前のバージョンで root以外で作業する場合は、2行目と 3行目のコマンドの先頭

に sudo を追加してください。 

 

注記： SELinux が有効（Enforcing）の場合、WARNINGメッセージが表示されます。使用する

シスログデーモンのトラフィックを許可するように SELinux を設定してください。 

このスプリプトで 90-nagioslogserver_var_log_httpd_access_log.conf と 

90-nagioslogserver_var_log_httpd_error_log.conf ファイルが作成されます。 

 

例： 90-nagioslogserver_var_log_httpd_error_log.conf 
 

$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog 
 
# Input for apache_error 
$InputFileName /var/log/httpd/error_log 
$InputFileTag apache_error: 
$InputFileStateFile nls-state-var_log_httpd_error_log # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Log Server and then discard, otherwise these messages 
# will end up in the syslog file (/var/log/messages) unless there are other 
# overriding rules. 
if $programname == 'apache_error' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'apache_error' then ~ 

Step 8. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加したApacheサーバからのログが

届いていることを確認します。 

4.6.3 手動セットアップ（rsyslog 用） 

ここでは、インストール済みの rsyslog デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

 

メモ： 「スクリプトセットアップ」を実行した場合は、ここで説明するセットアップは不要です。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「Apache」をクリックします。 
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Step 4. 「>_手動」タブをクリックします。 

 

Step 5. 「>_手動セットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、「コピー」

をクリックします。 

 
 

ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog || mkdir -v /var/spool/rsyslog 
ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog 
ls -d /etc/rsyslog.d || mkdir -v /etc/rsyslog.d 
sudo vi /etc/rsyslog.conf 

 

以下を行います： 

• rsyslog spool ディレクトリが存在するか確認し、なければ /var/spool/rsyslog ディレクトリ

を作成します。 

• rsyslog.d フォルダが存在するか確認し、なければ /etc/rsyslog.d ディレクトリを作成しま

す。 

• /etc/rsyslog.conf を vi エディタで開きます。 

Step 6. Nagios Log Server へログを送信したい Apache サーバにログインします。 

Step 7. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

最後のコマンド実行で/etc/rsyslog.conf ファイルが vi エディタで開きます。 

Step 8. Nagios Log Server の Apache セットアップページに戻り、２つめの「すべて選択」をクリックして 

コマンドを選択した後、「コピー」をクリックします。 
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$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog 
 
# Input for apache_error 
$InputFileName /var/log/httpd/error_log 
$InputFileTag apache_error: 
$InputFileStateFile nls-state-apache_error # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Log Server and then discard, otherwise these messages 
# will end up in the syslog file (/var/log/messages) unless there are other 
# overriding rules. 
if $programname == 'apache_error' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'apache_error' then ~ 
 
$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog 
 
# Input for apache_access 
$InputFileName /var/log/httpd/access_log 
$InputFileTag apache_access: 
$InputFileStateFile nls-state-apache_access # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Log Server and then discard, otherwise these messages 
# will end up in the syslog file (/var/log/messages) unless there are other 
# overriding rules. 
if $programname == 'apache_access' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'apache_access' then ~ 

 

メモ：  

• デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変

更できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの

許可設定が必要になります。 

•  １つ目が apache error_log、２つ目が apache access_log の設定です。 
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Step 9. コピーしたコマンドを開いている  /etc/rsyslog.conf ファイルの末尾にペーストします。

$WorkDirectory の値、（必要に応じて）その他の変数値を変更してください。 

メモ： $WorkDirectory には前に確認した spool ディレクトリ 

（例： $WorkDirectory/var/lib/rsyslog）を指定します。正しく設定されていない場合、rsyslog
サービスの開始に失敗します。 

 

Step 10. ファイルを保存して閉じます。 

Step 11. rsyslog を再起動します。 

Step 12. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加したApacheサーバからのログが

届くことを確認します。 

4.7 IIS Web サーバログ 

ここでは、IIS Web サーバログを Nagios Log Server へ送信する設定手順を説明します。Nagios Log 

Server には Windows ログの送信用に NXLOG（Community Edition）がバンドルされています。ここでは、

NXLOG を使用して Windows ログを Nagios Log Server に送信します。 

 

前提条件： 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

 

デフォルトでは ログ送信に 3515 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

 

Step 1. （対象のWindowsマシンにNXLOGがインストールされていない場合は）「Windowsイベントログ」

の手順に従って、NXLOG のインストールと nxlog.conf ファイルのコピーを行います（「Step 22

まで」）。 

Step 2. Nagios Log Server Web インターフェースにログインしていない場合はログインします。 

Step 3. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 4. 「IIS Web サーバ」をクリックします。 

 

http://nxlog.org/products/nxlog-community-edition
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Step 5. 「IIS Webサーバログを監視」セクションの「すべて選択」をクリックして選択した後、「コピー」をク

リックします。 

 

Step 6. nxlog.conf ファイルをエディタで開き、コピーした設定をペーストします。 

メモ： nxlog.conf ファイルは以下にあります： 

• 32bit OS の場合： C:¥Program Files¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

• 64bit OS の場合： C:¥Program Files (x86)¥nxlog¥conf¥nxlog.conf 

# Watch your IIS log files 
<Input iis_log1> 
    Module   im_file 
    File     'C:¥inetpub¥logs¥LogFiles¥W3SVC2¥u_ex*.log' 
    SavePos  TRUE 
    Exec     $Message = $raw_event; 
</Input> 

 

• iis_log1 は nxlog.conf ファイル内でユニークになるよう適切な名前に変更してください。 

• ‘C:¥inetpub¥logs¥LogFiles¥W3SVC2¥u_ex*.log’ のアスタリスク（*）はワイルドカード

です（ファイル名はシングルクォーテーションで囲んでください）。 

Step 7. <Route 1>セクションに追加した Input 名を追加します。 

例： iis_log1 という Input 定義を追加した場合 

<Route 1> 
    Path internal, eventlog, iis_log1 => out 
</Route> 

 

メモ：  

• iis_log1 は実際の Input 名で置換してください。 

• internal, eventlog のログ送信が不要であれば Path から削除してください。 

 
<Route 1> 
    Path iis_log1 => out 
</Route> 
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Step 8. nxlog サービスを再起動します。 

コマンドプロンプトを起動して以下のコマンドを実行します。 

 
net start nxlog 

 

Step 9. Nagios Log Server が IIS Web サーバログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Windows サーバからの IIS 

Web サーバログが届いていることを確認します。 

4.8 MySQL ログ 

ここでは Linux サーバ上の MySQL エラーログを Nagios Log Server へ送信する手順について説明しま

す。 

 

前提条件： 

• ログ送信元の Linux サーバに rsyslog または syslog-ng がインストール済みであること 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

 

デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

•  

4.8.1 Nagios Log Server フィルタのセットアップ 

まず、MySQL サーバのログを処理するための Filter 定義を Nagios Log Server に追加します。 

 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「My SQL サーバ」をクリックします。 
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Step 4. 「Nagios Log Server フィルタセットアップ」セクションで、「すべて選択」をクリックしてコマンドを選

択した後、「コピー」をクリックします。 

 

Step 5. 「グローバル構成」リンクをクリックします。 

「グローバル構成」ページが開きます。 

 

Step 6. 「フィルタ」セクションの「フィルタを追加->カスタム」をクリックします。 

 

Step 7. 「アクティブ」ボタンの横に名前（下の例では MySQL）を入力し、下の入力フィールドに前の手

順でコピーしたフィルタ定義をペーストします。 

 
 

注記： 必要に応じてフィルタ処理を編集してください。フィルタ定義方法については「フィルタ設

定」を参照してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_configuring-input-filters.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_configuring-input-filters.pdf
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Step 8. 「保存」をクリックして保存します。 

 

Step 9. 「確認」をクリックして構文チェックを行います。 

 
 

Step 10. 構成の確認が成功したら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。 

 

メモ： 構成にエラーが見つかった場合は、定義を修正してください。 

 

Step 11. 画面左のメニューで「構成適用」をクリックして構成適用画面を開き、「適用」をクリックします。 

 
 

Step 12. 「はい、今すぐ適用します。」をクリックします。 

処理が正常に完了すると、チェックマークが表示されます。 
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これでフィルタ定義の追加作業は終了です。 

 

次に MySQL サーバ側のログ送信設定を行います。 

「+ログソース」 -> 「My SQL サーバ」を選択し、My SQL セットアップページに戻ります。 

 

「My SQLセットアップ」ページ（「+ログソース」 -> 「My SQL」）では、以下の３つの手順が紹介されていま

す。 

 

• スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（ファイル）（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（Syslog） 

4.8.2 スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

スクリプトセットアップを実行すると、インストール済みの rsyslog デーモンが自動設定されます。 

 

注記： スクリプトセットアップは rsyslog にのみ対応しています。 

 

Step 1. 「スクリプトセットアップ」セクションで、「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、 

「コピー」をクリックします。 

 
 

メモ：  

• デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変

更できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの

許可設定が必要になります 

• デフォルトでは/var/log/mysqld.log ファイルを Nagios Log Server へ送信します。お使

いのディストリビューションにあわせてパスを変更してください。 

Step 2. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 3. 任意の作業ディレクトリ（例： /tmp）に移動します。 

Step 4. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストします。 

（必要に応じて）mysqld.log ファイルへのパスを修正します。 
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Step 5. 「Enter」キーを押して実行します。 

 
curl -s -O http://<Nagios LS ip address>/nagioslogserver/scripts/setup-linux.sh 
sudo bash setup-linux.sh -s <Nagios LS ip address> -p 5544 -f /var/log/mysqld.log -t mysqld_log 

 
 

メモ： 1.4.0 以前のバージョンで root 以外で作業する場合は、2 行目のコマンドの先頭に sudo
を追加してください。 

 

注記： SELinuxが有効（Enforcing）の場合、WARNINGメッセージが表示されます。使用する

シスログデーモンのトラフィックを許可するように SELinux を設定してください。 
 

メモ： このスプリプトで 90-nagioslogserver_var_log_mysqld.log.conf ファイルが作成されます。デフ

ォルトでは、 5544 TCP ポートで Nagios Log Server へシスログを送信します。 
 

例： 
 
$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog 
 
# Input for mysqld_log 
$InputFileName /var/log/mysqld.log 
$InputFileTag mysqld_log: 
$InputFileStateFile nls-state-var_log_mysqld.log # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Log Server and then discard, otherwise these messages 
# will end up in the syslog file (/var/log/messages) unless there are other 
# overriding rules. 
if $programname == 'mysqld_log' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'mysqld_log' then ~ 

Step 6. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからの MySQL

ログが届いていることを確認します。 

4.8.3 手動セットアップ（ファイル）（rsyslog 用） 

ここでは、インストール済みの rsyslog デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

 

メモ： 「スクリプトセットアップ」を実行した場合は、ここで説明するセットアップは不要です。 

 

Step 1. 「>_手動（ファイル）」タブをクリックします。 
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Step 2. 「>_手動セットアップ – ファイル」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、

「コピー」をクリックします。 

 
 

ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog || mkdir -v /var/spool/rsyslog 
ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog 
ls -d /etc/rsyslog.d || mkdir -v /etc/rsyslog.d 
sudo vi /etc/rsyslog.conf 

 

以下を行います： 

• rsyslog spool ディレクトリが存在するか確認し、なければ /var/spool/rsyslog ディレクトリ

を作成します。 

• rsyslog.d フォルダが存在するか確認し、なければ /etc/rsyslog.d ディレクトリを作成しま

す。 

• /etc/rsyslog.conf を vi エディタで開きます。 

Step 3. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 4. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

最後のコマンド実行で/etc/rsyslog.conf ファイルが vi エディタで開きます。 

Step 5. Nagios Log Server の MySQL セットアップページに戻り、 

「Rsyslog コンフィグファイルのセットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを

選択した後、「コピー」をクリックします。 
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$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /path/to/rsyslog/spool 
 
# Input for mysql.log 
$InputFileName /var/log/mysql.log 
$InputFileTag mysqld_log: 
$InputFileStateFile nls-state-mysqld_log # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Logserver and then discard. 
if $programname == 'mysqld_log' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'mysqld_log' then ~ 

 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が

必要になります。 

Step 6. コピーしたコマンドを開いている /etc/rsyslog.conf ファイルの末尾にペーストします。 

$WorkDirectory の値、InputFileName を変更します。必要に応じてその他の変数値を変更し

てください。 

• $WorkDirectory： rsyslog spool ディレクトリのファイルパス。 

前に確認した spool ディレクトリ（例： $WorkDirectory/var/lib/rsyslog）を指定します。正し

く設定されていない場合、rsyslog サービスの開始に失敗します。 

• InputFileName： 監視したいファイルへのパス 

Step 7. ファイルを保存して閉じます。 

Step 8. rsyslog を再起動します。 

Step 9. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからの MySQL

サーバログが届いていることを確認します。 

4.8.4 手動セットアップ（Syslog） 

ここでは、インストール済みの rsyslog デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

 

Step 1. 「>_手動（Syslog）」タブをクリックします。 
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Step 2. （RHEL 系のディストリビューションの場合は）「>_手動セットアップ – Syslog」セクションの 

「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、「コピー」をクリックします。 

 
 

vi /etc/init.d/mysqld 

 

注記： mysqld ファイルの場所はお使いのディストリビューションによって異なります。 

Step 3. Nagios Log Server へログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 4. mysqld ファイルを開きます。 

 

RHEL系のディストリビューションの場合は、前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」

キーを押します。 

Step 5. Nagios Log Server の「MySQL セットアップ」ページに戻り、 

「>_手動セットアップ – Syslog」セクションの２つめの「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択

した後、「コピー」をクリックします。 

 
 

Step 6. コピーしたコマンドを開いている mysqld ファイルの$exec コマンド内にペーストします。 

 

下の例では、127 行目（socket ファイルと pid 設定の間）にペーストします。 

 

メモ： 1.4.0 以前のバージョンでは、ファイルパスが /var/log/mysql.log となっていますが、ここ

では /var/log/mysqld.log に変更します。 

 

--syslog --log-error="/var/log/mysqld.log" 

 

 

Step 7. ファイルを保存して閉じます。 

Step 8. mysqld を再起動します。 
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Step 9. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからの MySQL

サーバログが届いていることを確認します。 

4.9 MS SQL Server ログ 

MS SQL ログは Windows イベントログ内に含まれます。「Windows イベントログ」の手順に従って、

Windows イベントログを Nagios Log Server へ送信するよう設定してください。 

4.10 PHP ログ 

ここでは Linux サーバ上の PHP ログを Nagios Log Server へ送信する手順について説明します。 

 

前提条件： 

• ログ送信元の Linux サーバに rsyslog または syslog-ng がインストール済みであること 

• ログ送信に使用するポートがファイアウォールで許可されていること 

 

デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更できま

す。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの許可設定が必要に

なります。 

4.10.1 PHP ファイルの確認 

まず、PHP ログデータを送信したいサーバ上の PHP コンフィグファイルの設定を行います。 

 

注記： お使いの PHP バージョンによって編集すべき php.ini ファイルの場所が異なる可能性があります。

ここでの説明では PHP v5.3.3 を使用しています。php コンフィグファイルを見つけるには、以下のコマンド

を実行してください。 

 

php --ini 

 

表示された結果の中から、「Loaded Configuration File」行を見つけてください。このファイルを編集しま

す。 

 

4.10.2 共通作業 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 
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Step 3. 「PHP」をクリックします。 

 
 

「PHP セットアップ」ページでは、以下の３つの手順が紹介されています。 

 

• スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（ファイル）（rsyslog 用） 

• 手動セットアップ（Syslog） 

4.10.3 スクリプトセットアップ（rsyslog 用） 

スクリプトセットアップを実行すると、インストール済みの rsyslog デーモンが自動設定されます。 

 

注記： スクリプトセットアップは rsyslog にのみ対応しています。 

 

Step 1. Nagios Log Server へ PHP ログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 2. 新しい PHP ログファイルを作成します。下の例では、php.log という名前のファイルを作成しま

す。 

touch /var/log/php.log 

 

Step 3. PHPログファイルをNagios Log Serverへ自動的に送信するように設定します。phpコンフィグレ

ーションファイルをエディタで開きます。 

 

メモ： 事前に確認した php.ini ファイルを開いてください。 

vi /etc/php.ini 

Step 4. ;error_log = syslog （デフォルトの場合コメントアウトされています）を見つけて、以下のように変

更します。 

 
 

メモ： この例では、先ほど作成した/var/log/php.log を指定しています。 
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Step 1. Web サーバを再起動し、php.ini の変更を反映します。 

Step 2. 「PHP セットアップ」ページに戻り、「スクリプト」タブをクリックします。 

 

Step 3. 「セットアップスクリプトを構成」セクションで、「すべて選択」をクリックしてコマンドを選択した後、

「コピー」をクリックします。 

 
 

メモ：  

• デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変

更できます。ポート番号を変更した場合、インプット設定の追加とファイアウォールの

許可設定が必要になります 

• デフォルトでは/var/log/php.logファイルをNagios Log Serverへ送信します。必要に応

じて変更してください。 

Step 4. 任意の作業ディレクトリ（例： /tmp）に移動します。 

Step 5. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストします。 

（必要に応じて）php.log ファイルへのパスを修正します。 

Step 6. 「Enter」キーを押して実行します。 

 
curl -s -O http://<Nagios LS ip address>/nagioslogserver/scripts/setup-linux.sh 
sudo bash setup-linux.sh -s <Nagios LS ip address> -p 5544 -f /var/log/php.log -t php_log 

 
 

メモ： 1.4.0 以前のバージョンで root 以外で作業する場合は、2 行目のコマンドの先頭に sudo
を追加してください。 

 

注記： SELinuxが有効（Enforcing）の場合、WARNINGメッセージが表示されます。使用する

シスログデーモンのトラフィックを許可するように SELinux を設定してください。 
 
このスプリプトで 90-nagioslogserver_var_log_php.log.conf ファイルが作成されます。 
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$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog 
 
# Input for php_log 
$InputFileName /var/log/php.log 
$InputFileTag php_log: 
$InputFileStateFile nls-state-var_log_php.log # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Log Server and then discard, otherwise these messages 
# will end up in the syslog file (/var/log/messages) unless there are other 
# overriding rules. 
if $programname == 'php_log' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'php_log' then ~ 

Step 7. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからの PHP ロ

グが届いていることを確認します。 

4.10.4 手動セットアップ（ファイル）（rsyslog 用） 

ここでは、インストール済みの rsyslog デーモンを手動でセットアップする手順について説明します。 

 

メモ： 「スクリプトセットアップ」を実行した場合は、ここで説明するセットアップは不要です。 

 

Step 1. Nagios Log Server へ PHP ログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 2. 新しい PHP ログファイルを作成します。下の例では、php.log という名前のファイルを作成しま

す。 

touch /var/log/php.log 

 

Step 3. PHPログファイルをNagios Log Serverへ自動的に送信するように設定します。phpコンフィグレ

ーションファイルをエディタで開きます。 

 

メモ： 事前に確認した php.ini ファイルを開いてください。 

vi /etc/php.ini 

Step 4. ;error_log = syslog （デフォルトの場合コメントアウトされています）を見つけて、以下のように変

更します。 
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メモ： この例では、/var/log/php.log を指定しています。 

Step 5. Web サーバを再起動し、php.ini の変更を反映します。 

Step 6. 「>_手動」タブをクリックします。 

 

Step 7. 「Rsyslog コンフィグファイルのセットアップ」セクションの「すべて選択」をクリックしてコマンドを

選択した後、「コピー」をクリックします。 

 
 

 
ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog || mkdir -v /var/spool/rsyslog 
ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog 
ls -d /etc/rsyslog.d || mkdir -v /etc/rsyslog.d 
sudo vi /etc/rsyslog.conf 
 

 

以下を行います： 

• rsyslog spool ディレクトリが存在するか確認し、なければ /var/spool/rsyslog ディレクトリ

を作成します。 

• rsyslog.d フォルダが存在するか確認し、なければ /etc/rsyslog.d ディレクトリを作成しま

す。 

• /etc/rsyslog.conf を vi エディタで開きます。 

Step 8. Nagios Log Server へ PHP ログを送信したい Linux サーバにログインします。 

Step 9. 前の手順でコピーしたコマンドをペーストし、「Enter」キーを押して実行します。 

最後のコマンド実行で/etc/rsyslog.conf ファイルが vi エディタで開きます。 

Step 10. Nagios Log Server の PHP セットアップページに戻り、２つ目の「すべて選択」をクリックしてコマ

ンドを選択した後、「コピー」をクリックします。 
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$ModLoad imfile 
$InputFilePollInterval 10 
$PrivDropToGroup adm 
$WorkDirectory /path/to/rsyslog/spool 
 
# Input for PHP 
$InputFileName /var/log/php.log 
$InputFileTag php_log: 
$InputFileStateFile nls-state-php_log # Must be unique for each file being polled 
# Uncomment the folowing line to override the default severity for messages 
# from this file. 
#$InputFileSeverity info 
$InputFilePersistStateInterval 20000 
$InputRunFileMonitor 
 
# Forward to Nagios Logserver and then discard. 
if $programname == 'php_log' then @@192.168.91.251:5544 
if $programname == 'php_log' then ~ 

 

メモ： デフォルトでは ログ送信に 5544 TCP ポートを使用します。使用するポート番号は変更

できます。ポート番号を変更した場合、Input（インプット）設定の追加とファイアウォールの許可

設定が必要になります。 

Step 11. コピーしたコマンドを開いている /etc/rsyslog.conf ファイルの末尾にペーストします。 

必要に応じて$WorkDirectory の値とその他の変数値を変更してください。 

• $WorkDirectory： rsyslog spool ディレクトリのファイルパス。 

前に確認した spool ディレクトリ（例： $WorkDirectory/var/lib/rsyslog）を指定します。正し

く設定されていない場合、rsyslog サービスの開始に失敗します。 

Step 12. ファイルを保存して閉じます。 

Step 13. rsyslog を再起動します。 

Step 14. Nagios Log Server がログを受信できるようになったかを確認します。 

 

「ダッシュボード」メニューをクリックし、ログの送信設定を追加した Linux サーバからの PHP ロ

グが届いていることを確認します。 

4.10.5 手動セットアップ（Syslog） 

ここでは、syslog デーモンで PHP ログファイルを Nagios Log Server へ送信する手順について説明しま

す。 

 

Step 1. Nagios Log Server へ PHP ログを送信したい Linux サーバにログインします。 
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Step 2. PHP ログを Nagios Log Server へ自動的に送信するように設定します。php コンフィグレーショ

ンファイルをエディタで開きます。 

 

メモ： 事前に確認した php.ini ファイルを開いてください。 

vi /etc/php.ini 

Step 3. ;error_log = syslog （デフォルトの場合コメントアウトされています）を見つけて、コメント（'）を外

します。 

 
 

Step 4. 以降の作業は「Linux シスログ」と同じです。「Linux シスログ」の手順に従って設定を行います。 

4.11 ログファイルインポート 

ここでは、shipper.pyと netcatを使用してアーカイブ済みのログファイルをNagios Log Serverにインポー

トする手順を説明します。 

 

Nagios Log Server にはファイルインポート用の Input 定義が２つ登録されています。 

• Import Files - Raw (Default)：   Raw（生）ログインポート用。2056 TCP ポートを使用。 

• Import Files - JSON (Default)： JSON 形式ログインポート用。2057 TCP ポートを使用。 

4.11.1 ユーティリティスクリプトのインストール 

アーカイブログファイルを Nagios Log Server へ送信したいマシンに shipper.py と netcat をインストール

します。 

• shipper.py：  

Nagios Log Server に同梱されています。ログ行を読み込み、Nagios Log Server へインポートするた

めに JSON メッセージを書き出します。 

 

以下のコマンドでダウンロードできます： 

curl -s -O http://<Nagios LS ip address>/nagioslogserver/scripts/shipper.py 

• netcat： 

RPM ベースシステムの場合は以下のコマンドでインストールできます。 

yum install -y nc 
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Ubuntu および Debian ベースのシステムの場合は以下のコマンドでインストールできます。 

apt-get install netcat-openbsd 

4.11.2 共通作業 

Step 1. Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。 

Step 2. 「+ログソース」をクリックします。 

Step 3. 「ファイルインポート」をクリックします。 

 

4.11.3 標準入力からのインポート 

下は、アーカイブ済みの Apache access_log を Nagios Log Server へ送信する例です。  

 

cat /var/log/httpd/access_log-20140914 | python shipper.py program:apache_access | nc 192.168.91.251 2057 

 

shipper.pyは file 指定引数がない場合、stdin（標準入力）からログ行を読みとり、メッセージをフィルタす

るため JSON（’file:value’引数）データを追加します。 

 

上の例では、Apache ログメッセージを通常のライブログイベントと同じように処理できるようにする

（Nagios Log Server のデフォルト Apache Filter に一致させる）ため、program:apache_access を追加し

ています。 

4.11.4 ファイル名指定によるインポート 

下は、アーカイブ済みの Apache access_log ファイルを Nagios Log Server へ送信する例です。  

 

python shipper.py -f '/var/log/httpd/access_log-*.gz' program:apache_access | nc 192.168.91.251 2057 

 

ファイル名または shell glob パターンにより複数ファイルを指定できます。テキストファイル、gzip, bzip2 

ファイルをサポートします。 

 

上の例では、複数の access_log gz ファイルを Nagios Log Server へ送信します。 

4.11.5 ディレクトリ指定によるインポート 

下は、ディレクトリを指定してログファイルを Nagios Log Server へ送信する例です。パターンに一致する

ファイルが処理されます。テキストファイル、gzip, bzip2 ファイルをサポートします。 



 

 
Nagios Log Server 管理者ガイド 

Rev. 2.1 

70 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

python shipper.py -d /var/log/archive -p 'access_log-*.gz' program:apache_access | nc 192.168.91.251 2057 

 

上の例では、/var/log/archive ディレクトリとサブディレクトリに含まれる access_log gz ファイルを Nagios 

Log Server へ送信します。 

4.11.6 圧縮ファイル（zip, tar）指定によるインポート 

下は、圧縮ファイルを Nagios Log Server へ送信する例です。パターンに一致するファイルが処理されま

す。テキストファイル、gzip, bzip2 ファイルをサポートします。 

 

python shipper.py -a archive.tar.bz2 -p 'access_log*' program:apache_access | nc 192.168.91.251 2057 

 

上の例では、archive.tar.bz2 ファイルに含まれる access_log ファイルを Nagios Log Server へ送信しま

す。 

4.12 ESXi シスログ 

ESXi シスログを Nagios Log Server で受信する手順については、以下の資料をお読みください。 

 

ESXi Syslog 設定 

4.13 SNMP トラップ 

外部デバイスからSNMPトラップをNagios Log Serverで受信する手順については、以下の資料をお読み

ください。 

 

SNMP トラップ受信設定 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_sending-esxi-logs.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_sending-snmptrap.pdf
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5 基本機能 

5.1 ログの分析 

Nagios Log Server で収集されたログは、ダッシュボードページでクエリ（検索）、フィルタ、ドリルダウン機

能を使用することで抽出できます。クエリ、フィルタ、ドリルダウン操作については、以下の資料をお読み

ください。 

 

ログの分析 

5.2 アラート 

Nagios Log Server にはクエリベースのアラート機能があります。アラート条件に一致すると、メール送信、

SNMP トラップ送信、カスタムスクリプト実行、他の Nagios 製品へ送信を行えます。 

 

アラートの作成手順については、以下の資料をお読みください。 

 

アラート 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_analyzing-logs.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_alerting-on-log-events.pdf
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6 システム設定 

6.1 グローバル設定 

初期設定完了後のシステム設定の変更は、「管理 -> グローバル設定」メニューから行います。 

 

Step 1. 画面上部にある 「管理」メニューをクリックします。 

 

Step 2. 画面左側のメニューから「グローバル設定」 を選択します。 

 

Step 3. 必要に応じて以下を指定します。 

デフォルト言語 表示デフォルト言語 

クラスタホスト名 クラスタホスト名 

インターフェース URL 

Nagiso Log Server Web インターフェース URL 

アラートメールのメッセージ中でダッシュボード URL の一部として 

使用されます。 

ユーザクエリを記録する ユーザクエリの記録有無（デフォルト：「No（なし）」） 

バックアップ保持期間 システムデータのバックアップ保持期間（デフォルト：「5」） 

更新チェックを無効化 更新チェックの無効化（デフォルト：「No」更新チェック有効）」） 

クラスタタイムゾーン 使用するタイムゾーン 
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Step 4. 「設定を保存」ボタンをクリックします。 

6.1.1 クラスタタイムゾーン 

Nagios Log Server には正しいタイムゾーンが設定されていなければなりません。 

 

Step 1. Nagios Log Server でタイムゾーンが正しく設定されているかを確認するには、クラスタ内のす

べてのノードで以下のコマンドを実行します。 

ls -al /etc/localtime 
 

以下のような結果が表示されます。 

 

lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jan  4 11:34 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo 
 

Step 2. タイムゾーンが正しいかを確認します。以下のコマンドを実行します。 

date 
hwclock 

 

以下のような結果が表示されます。 
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Mon Mar 28 13:39:31 JST 2016 
Mon 28 Mar 2016 01:39:41 PM JST  -0.879463 seconds 

 

Step 3. 同じ日にち/時間であることを確認します。以下のコマンドを実行します。 

grep 'date.timezone =' /etc/php.ini 
 

以下のような結果が表示されます。 

 

date.timezone = Asia/Tokyo 
 

Step 4. もし設定に誤りがあった場合は修正し、httpd サービスを再起動します。 

service httpd restart 
 

Step 5. コマンドを実行します。 

cat /etc/sysconfig/clock 
 

以下のような結果が表示されます。 

 

ZONE="Asia/Tokyo" 
 

Step 6. もし設定に誤りがあった場合は修正し、logstash サービスを再起動します。 

service logstash restart 

6.2 メール設定 

メール設定は、「管理 -> メール設定」メニューから行います 

 

Step 1. 画面上部にある 「管理」メニューをクリックします。 

Step 2. 画面左側のメニューから「メール設定」を選択します。 

 

Step 3. 「From メールアドレス」にメールの送信者名と送信元アドレスを入力します。 

Step 4. 「返信先メールアドレス」にメールの返信先名と返信先アドレスを入力します。 
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Step 5. 「メール送信方法」でメールの送信方法を選択します。 

 
 

Step 6. 設定が完了したら、「設定を保存」ボタンをクリックします。 

6.3 ユーザ管理 

Nagios Log Server は複数ユーザをレベル別（管理者レベルとユーザレベル）に管理できます。 

 

ユーザの管理手順については、以下の資料をお読みください。 

 

ユーザ管理 

6.4 ライセンス 

初期設定完了後のライセンス変更は、「管理 -> ライセンス更新」メニューから行います。 

 

Step 1. 画面上部にある 「管理」メニューをクリックします。 

Step 2. 画面左側のメニューから「ライセンス更新」メニューをクリックします。 

Step 3. 「ライセンスキー」に有効なライセンスキーを入力します。 

Step 4. 「キーを設定」ボタンをクリックします。 

6.5 インプット設定 

Nagios Log Server にインプット定義を追加する手順については、以下の資料をお読みください。 

 

インプット設定 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-users.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_configuring-inputs.pdf
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6.6 フィルタ設定 

Nagios Log Server にフィルタを追加する手順については、以下の資料をお読みください。 

 

フィルタ設定 

6.7 ログ受信ポートの変更 

Nagios Log Server はデフォルトで以下のポートでログを受信できます： 

• 5544(TCP/UDP)： syslog 受信用 

• 3515(TCP)： Windows イベントログ、Windows ファイル・アプリケーションログ受信用 

• 2056/2057(TCP)： ファイルインポート用 

 

ログの受信に使用するポートは変更できます。別のポートを使用する場合は、ファイアウォールでポート

の使用を許可してください。ログを 1024 番未満のポートで受信したい場合は、「特権ポートでのログ受信」

をお読みください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_configuring-input-filters.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_listening-on-privileged-ports.pdf
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7 システム管理 

7.1 監査ログの確認 

監査レポート機能で、ユーザ操作やジョブ実行の記録を確認できます。 

 

Step 1. 画面上部にある 「管理」メニューをクリックします。 

Step 2. 画面左側のメニューから「監査レポート」メニューをクリックします。 

Step 3. 監査対象のログイベントが表示されます。 

 

ダッシュボードと同様に、クエリやフィルタでログイベントを絞り込むことができます。 

 

7.2 クラスタステータスの確認 

Nagios Log Server のクラスタステータスを確認する方法については、以下の資料をお読みください。 

 

クラスタステータスの確認 

7.3 インスタンスステータスの確認 

Nagios Log Server のインスタンスステータスを確認する方法については、以下の資料をお読みください。 

 

インスタンスステータスの管理 

7.4 インデックスステータスの確認 

Nagios Log Server のインデックスステータスを確認する方法については、以下の資料をお読みください。 

 

インデックスステータスの確認 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-clusters.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-instances.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-indexes.pdf
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7.5 データバックアップとアーカイブ 

データには、以下の２つの種類があります。 

 

• Nagios Log Server で収集されたログデータ 

• Nagios Log Server システムおよびクラスタのデータ 

 

データはスケジュールジョブ（cron）により自動でバックアップされます。 

7.5.1 ログデータのバックアップ 

ログデータのバックアップは「管理 -> コマンドサブシステム -> backup_maintenance」で指定したスケジ

ュールで自動実行されます。ログデータのバックアップを行うには、事前に「管理 -> バックアップ&メン

テナンス」でリポジトリを作成する必要があります。詳しくは、「バックアップとメンテナンス」をお読みくださ

い。 

 

Nagios Log Server は毎日新しいインデックスを作成します（日本時間では AM 9:00 に新しいインデックス

が作成されます）。このため、バックアップも１日に１回実施するのがよいでしょう。 

 

メモ： デフォルト設定では、１日に１回実行されます。実行時間は Nagios Log Server をインストールした

時間が初期設定されています。「管理 -> コマンドサブシステム -> backup_maintenance」で希望の時

間に変更してください。 

 

バックアッププロセスは Elasticsearch のアドオンである curator を使用して、本日分以外のインデックス

のバックアップ作成と既存インデックスのメンテナンスを行います。これらのバックアップは Elasticsearch

のビルトイン snapshot/restore 機能で作成されます。このためリポジトリにアクセスできるすべての

Elasticsearch クラスタにバックアップをリストア（復元）することができます。 

7.5.2 システムデータのバックアップ 

システムバックアップもデフォルト設定の場合、デイリージョブで１日１回作成されます。このジョブは、シ

ステムデータのコピーを作成するために、クラスタ内のすべてのインスタンス上で新しいジョブを作成しま

す。このデータにはすべての Nagios Log Server 設定、ユーザ情報、ダッシュボード、監査ログ情報が含

まれます。データ量はログデータのバックアップに比べると非常に小さいです。このバックアップは共有フ

ァイルシステムを使用しません。冗長化のため、各インスタンスの/store/backups/nagioslogserver にバ

ックアップファイル（tar 圧縮ファイル）が作成されます。 

 

通常のジョブの実行フローは以下のとおりです： 

 

1. バックアップジョブがクラスタ内の各インスタンスでインスタンス固有のジョブを作成します。 

2. 新しいジョブが/usr/local/nagioslogserver/scripts/create_backups.sh を実

行します。 

3. create_backups.shが knapsackというElasticsearchプラグインを使用してシステムインデッ

クス（"nagioslogserver" "kibana-int" "nagioslogserver_log"）を tarball にエクスポートします。 

4. tarball を/store/backups/nagioslogserver に保存します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-backups-and-maintenance.pdf
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7.5.3 ログデータの復旧 

ログデータのバックアップは Web UI からいつでも簡単に復旧させることができます。「管理 -> バックア

ップ&メンテナンス」を選択し、復旧させたいスナップショット横の「リストア」をクリックします。詳しくは、「バ

ックアップとメンテナンス」をお読みください。 

 

注記： 既にインデックスが存在する場合、復旧させることはできません。 

 

メモ： 分析のために旧いインデックスを開く場合は、分析中のインデックスがまた削除されたり閉じられ

たりしないように「管理 -> バックアップ&メンテナンス -> インデックスを閉じる/インデックスを削除する」

の設定値を変更するのがよいでしょう。 

7.5.4 システムバックアップの復旧 

システムバックアップ tarball は各インスタンス上で作成されますが、復旧作業はどれか１つのインスタン

ス上で行うだけで構いません。これはデータが Elasticsearch データストアのインデックスに再配置される

ためです。このデータストアはクラスタ内のすべてのインスタンスで共有されます。 

 

システムバックアップの復旧手順は以下のとおりです： 

 

1. /store/backups/nagioslogserver でどのバックアップ tarball を復旧させるかを決定します。 

2. /usr/local/nagioslogserver/scripts の restore_backup.sh スクリプトを実行します。 

 

例： 

/usr/local/nagioslogserver/scripts/restore_backup.sh nagioslogserver.2015-01-21.123456789.tar.gz 

7.6 ジョブのスケジュール管理 

コマンドサブシステム機能で、ジョブ実行のスケジュールを管理できます。 

 

Step 1. 画面上部にある 「管理」メニューをクリックします。 

Step 2. 画面左側のメニューから「コマンドサブシステム」メニューをクリックします。 

 

Step 3. スケジュールを変更したいジョブの「編集」リンクをクリックします。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-backups-and-maintenance.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_managing-backups-and-maintenance.pdf
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Step 4. ジョブの「頻度」と「次回の実行時間」を指定します。 

 

Step 5. 「更新」ボタンをクリックします。 

7.7 データ保管場所の変更 

デフォルトのデータ保管場所を変更したい場合は、以下の資料をお読みください。 

 

データ保管場所の変更 

7.8 トラブルシューティング 

7.8.1 クラスタ関連 

シャードが未割当てまたは破損した場合は、以下を調査してください。 

 

• 予期せず再起動またはシャットダウンされた可能性： 

クラスタ内の任意のインスタンスが予期せず再起動またはシャットダウンされると、プライマリシ

ャードがデタッチしたり破損したりする場合があります。多くの場合、Elasticsearchは独自にこの

問題から回復します。 

• ディスクの空き容量が不足している可能性： 

Nagios Log Server はディスクに空き容量がない場合、深刻な問題が生じる可能性があります。

通常、シャードの破損や未割当てが発生します。 

 

注記： ディスク容量を増やすか既存の Nagios Log Server データを削除する必要があります。 

• メモリ不足（Out of memory）エラー： 

Elasticsearch があまりにも多くのシステムメモリを占有した場合、kernel が Elasticsearch をリー

プする場合があります。これが発生した時間は/var/log/messages で確認できます。突然の

Elasticsearch のリープがシャードの破損/未割当てを引き起こす可能性があります。 

 

注記： Nagios Log Server を再開する前におそらくメモリを追加する必要があるでしょう。追加し

ない場合、Elasticsearch がまたリープされるリスクがあります。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_changing-data-path.pdf
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• クラスタに１ノードしか存在しない： 

Nagios Log Server はクラスタベースのアプリケーションであり、複数のノードが存在する場合に

「健全」とみなされます。このため、クラスタ内に１つのノードしか存在しない場合は、以下のよう

になります： 

• ステータスは常に Yellow と表示されます 

• 未割当シャードは「0」になりません。 

クラスタ内の別のノード（が存在しないので）割当てを待機しています。 

7.8.2 ディスク容量関連 

クラスタ内のすべてのインスタンスで以下のコマンドを実行します。 

 

grep watermark /var/log/elasticsearch/*.log 
 

ディスクの空き容量に問題がある場合は、以下のような結果が表示されます。 

 

 [2016-02-15 03:20:31,927][INFO ][cluster.routing.allocation.decider] 
[84b9dd98-e004-43ee-b70a-a5e48f8482cc] low disk watermark [85%] 
exceeded on [cP-M7p_XQCGj_lUYvKnWOw][3e2220f4-1a3b-437b-a939-cf269b8e785c] 
free: 38.1gb[12.9%], replicas will not be assigned to this node 

 

メモ： 上の例は、利用可能なディスク容量のうち 85%以上が使用済みです。 

 

以下のコマンドを実行して、利用可能なディスク容量を確認します。 

 

df –h 
 

以下のような結果が表示されます。 

 

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on 
rootfs                296G  255G   39G  87% / 
devtmpfs              3.9G  148K  3.9G   1% /dev 
tmpfs                 4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm 
/dev/sda1             296G  255G   39G  87% / 

 

メモ： 上の例では、rootfs がディスク容量の 87%を占有していることが分かります。 

 

ディスクの空き容量の問題を解決するには、以下の２つの方法があります。 

 

• ディスク容量を追加する 

• Low_Watermark を増やす 

ディスク容量を追加する 

たいていの場合はディスク容量を追加します。ディスク容量の追加後、クラスタヘルスが緑に戻らな

い場合は elasticsearch サービスを再起動してください。 
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service elasticsearch restart 
 

5 分ほど待てば、クラスタヘルスが緑色に戻っているはずです。 

 

メモ： データの保存先を変更する手順については、「データ保管場所の変更」をお読みください。 

Low Watermark を増やす 

デフォルトの watermark レベルは Elasticsearch データが存在するディスクの 85%に設定されていま

す。大容量のディスクを使用しているのであれば、watermark レベルを 90%より高く設定したいと考

えるかもしれません。 

 

メモ： watermark レベルはクラスタ範囲の設定です。 

 

watermark を調整するためのコマンドは以下です（１行で入力してください）。 

 

curl -s -XPUT http://localhost:9200/_cluster/settings -d '{ "transient" : 
{ "cluster.routing.allocation.disk.watermark.low" : "90%" } }' 

 

以下のような結果が表示されます。 

 

{"acknowledged":false,"persistent":{},"transient":{"cluster":{"routing":{"allocation":{"disk":{"wa
termark":{"low":"90%"}}}}}}} 

 

5 分ほど待てばクラスタヘルスが緑色になります。 

一般的な情報収集 

以下のコマンドは主にクラスタの異常動作のトラブルシューティングに使用します。 

 

マスタ： 

curl 'localhost:9200/_cat/master?v' 
 

ノード： 

curl 'localhost:9200/_cat/nodes?v' 
 

ペンディングタスク： 

curl 'localhost:9200/_cat/pending_tasks?v' 
 

リカバリ： 

curl -XGET 'localhost:9200/_cat/recovery?v' 
 

プラグイン実行： 

curl 'localhost:9200/_cat/plugins?v' 
 

クラスタの基本ヘルス： 

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=true' 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_changing-data-path.pdf
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jvm 設定： 

curl -XGET localhost:9200/_nodes/jvm?pretty 

その他の情報収集 

シャードステータス： 

curl -XGET http://localhost:9200/_cat/shards 
 

クラスタステータス： 

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/state?pretty' 
 

シャードヘルス： 

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health/*?level=shards' 

Red クラスタリカバリ 

インデックスヘルス： 

curl 'localhost:9200/_cluster/health?level=indices&pretty' 
 

シャードリスト： 

curl -s localhost:9200/_cat/shards 
 

非割当シャード： 

curl -s localhost:9200/_cat/shards | grep UNASS 
 

問題のあるインデックスの削除： 

curl -XDELETE 'http://localhost:9200/logstash.2016.01.20/' 

アクティブトラブルシューティングコマンド： 

メンテナンス tail ログ： 

tail -f /usr/local/nagioslogserver/var/jobs.log 
 

ポーラーtail ログ： 

tail -f /usr/local/nagioslogserver/var/poller.log 
 

全ノードシャットダウン： 

curl -XPOST 'http://localhost:9200/_shutdown' 
 

ユーザ： 

curl -XGET 'http://localhost:9200/nagioslogserver/_search?type=user&pretty' 

バックアップトラブルシューティングコマンド 

エクスポート実行チェック： 

curl -XPOST 'http://localhost:9200/_export/state' 
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スナップショットの削除(versions <= 1.3.0)： 

curator delete --older-than 1 --prefix logstash-2015.05.19 
 

注記： prefix 引数値は実際のスナップショット名で置換してください。 

 

スナップショットの削除(versions >= 1.3.0)： 

curator delete snapshots --repository nlsbackup –prefix curator-20160318125137 
 

注記： prefix 引数値は実際のスナップショットファイル名で置換してください。 

 

スナップショットは Web GUI またはリポジトリからも削除できます。 

目的主導コマンド： 

最小マスタノードのチェック： 

curl localhost:9200/_cluster/settings?pretty 
 

最小マスタノードの設定（１行で入力してください）： 

curl http://localhost:9200/_cluster/settings -XPUT -d '{ "persistent": 
{ "discovery.zen.minimum_master_nodes": 2} }' 

 

ユーザチェック： 

curl -XGET 'http://localhost:9200/nagioslogserver/_search?type=user&pretty' 

7.8.3 ジョブサブシステム関連 

バックアップが処理されない場合や指定した間隔でアラートが実行されない場合は、以下を調査してくだ

さい。 

 

• ジョブスクリプトが稼働していない可能性 

コマンドラインから以下を実行し、スクリプトが稼働しているかどうかを確認してください。 

ps axuw | grep jobs 
 

• cron ジョブに問題がある可能性 

/etc/cron.d/nagioslogserver でジョブがコメントアウトされていないことを確認してください。 

コマンドラインから以下を実行し、誤りがないか確認します。 

tail /var/log/cron 
 

• /usr/local/nagioslogserver/var/jobs.log にエラーが記録されていないか確認してください。 

 

• nagios ユーザアカウントが有効期限切れとなっている可能性 

コマンドラインから以下を実行し、確認してください。 

chage -l nagios 
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7.8.4 ログ受信関連 

logstash プロセスが停止する場合や追加したポートでログ受信ができない場合は、以下を調査してくださ

い。 

• 新しい構成ファイルが /usr/local/nagioslogserver/logstash/etc/conf.d/ ディレクトリに書き込

まれているか 

• ポートが既に使用されていないか 

• /var/log/logstash/logstash.log ログファイルのエラー 

7.8.5 poller サブシステム関連 

｢インスタンスステータス｣ページにすべてのインスタンスが表示されない場合やサービスステータスが更

新されない場合は、以下を調査してください。 

 

• poller スクリプトが稼働していない可能性 

コマンドラインから以下を実行し、スクリプトが稼働しているかどうかを確認してください。 

ps axuw | grep poller 
 

• cron ジョブに問題がある可能性 

/etc/cron.d/nagioslogserver でジョブがコメントアウトされていないことを確認してください。 

コマンドラインから以下を実行し、誤りがないか確認します。 

tail /var/log/cron 
 

• /usr/local/nagioslogserver/var/poller.log にエラーが記録されていないか確認してください。 

 

• nagios ユーザアカウントが有効期限切れとなっている可能性 

コマンドラインから以下を実行し、確認してください。 

chage -l nagios 

7.9 重要なファイルとディレクトリ 

重要なファイルとディレクトリは以下のとおりです： 

 

ファイル 説明 

elasticsearch.yml 
/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/config/elasticsearch.yml 
低レベルの Elasticsearch 設定ファイルです。 

logging.yml 
/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/config/logging.yml 
Elasticsearch のデバッグレベルを指定する際に使用します。 

elasticsearch 
/etc/sysconfig/elasticsearch 
高レベルの Elasticsearch 構成ファイルです。 
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logstash 
/etc/sysconfig/logstash 
高レベルの Logstash 構成ファイルです。 

cluster_hosts 

/usr/local/nagioslogserver/var/cluster_hosts 
クラスタ内のすべてのインスタンスの IP アドレスと ’localhost’ を含みます。 

ノードが見えないなどの問題がある場合、このファイルを調べてください。 

cluster_uuid 

/usr/local/nagioslogserver/var/cluster_uuid 
このクラスタを識別するために使用されるユニークな文字列を含みます。 

同じクラスタに所属するすべてのインスタンスで同じ値が設定されています。 
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8 上級トピック 

8.1 Nagios Log Server を Amazon EC2 クラウドで使用する 

Nagios Log Server は Amazon EC2 クラウド上で使用できます。Amazon EC2 クラウド環境で Nagios Log 

Server を使用したい場合は、以下の資料をお読みください。 

 

Amazon EC2 クラウド環境での利用 
 
 

8.2 SSL の構成 

Nagios Log Server で SSL を構成したい場合は、以下の資料をお読みください。 

 

How To Configure SSL 

 

8.3 SSL での nxlog ログ送信 

Nagios Log Server と Windows nxlog クライアント間の通信を暗号化したい場合は、以下の資料をお読み

ください。 

 

Sending nxlogs with SSL 

 
 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_using-in-amazon-ec2-cloud.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagios-log-server/docs/Configuring-SSL-for-Nagios-Log-Server.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagios-log-server/docs/Sending-nxlogs-with-SSL.pdf
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9 アップデート 

9.1 アップデートの確認 

Nagios Log Server インターフェースの画面下部にある「更新を確認」リンクをクリックすると、最新バージ

ョンの有無を簡単に確認できます。 

 

 
 

メモ： 新しいタブに Nagios Enterprises 社の「Product Update Check」ページが開きます。 

使用するには、インターネットの接続環境が必要です。 

9.2 最新リリース情報の入手 

最新の更新およびリリース情報をいち早く入手するには、Nagios Enterprises 社のメールニュースレター

をご購読ください。 

 

メモ： 重要な更新については、弊社からもメールニュースでお知らせいたします。 

9.3 最新リリースの入手 

Nagios Log Server の最新リリースは、Nagios Log Server Downloads にあります。このページは Nagios 

Log Server の最新開発スナップショットを含みます。 

 

メモ： 弊社のソフトウェアダウンロードページからもダウンロードしていただけます。（ただし動作確認作

業等のため、弊社ソフトウェアダウンロードページでの公開は Nagios Enterprises 社のリリースから数日

～数週間後となります。また（影響が大きい不具合が見つかった場合など）公開を見送ることがございま

す。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

9.4 アップグレード 

既存の Nagios Log Server インストレーションを手動で最新リリースにアップグレードする方法については、

以下の資料をお読みください。 

 

アップグレード 

9.5 Logstash パターンのアップデート 

Logstash パターンを更新したい場合は、すべての Nagios Log Server ノードで以下の作業を行ってくださ

い。 

 

Nagios Log Server サーバへ ssh で接続し、以下のコマンドを実行します。 

 

cd /usr/local/nagioslogserver/logstash/bin 
./plugin update logstash-patterns-core 

http://visitor.constantcontact.com/manage/optin/ea?v=001UtC3yXGV8FS_QGWu8bMEFA%3D%3D
http://library.nagios.com/library/products/nagios-log-server/downloads
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosls_docs/nagiosls_upgrade-instructions.pdf
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アップデートにはしばらく時間がかかります。 

 

以下のような結果が表示されます。 

 

Updating logstash-patterns-core 
Updated logstash-patterns-core 0.1.10 to 0.4.0 
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10 最後に 

その他、Nagios Log Server に関する情報は以下にあります。 

• FAQ（弊社 HP）： 

Nagios Log Server に関してよく寄せられるご質問とその回答を掲載しております。 

https://www.jtc-i.co.jp/faq/faq_nagioslogserver.html 

• ドキュメント（弊社 HP）： 

管理者ガイドを含む Nagios Log Server ドキュメントを以下のページで公開しております。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagioslsdoc.html 

 

• サポートフォーラム（Nagios 社 Web サイト）： 

Nagios Support Forum（英語）ページでは Nagios Log Server に関する投稿を閲覧したり自分の質問

やノウハウを投稿しコミュニティで共有したりすることができます。 

• ナレッジベース（Nagios 社 Web サイト）： 

Nagios Support Knowledgebase（英語）ページでは Nagios Log Server 製品に関するチュートリアル、

ビデオ、ヒント、ベストプラクティスなどのナレッジがまとめられています。 

https://www.jtc-i.co.jp/faq/faq_nagioslogserver.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagioslsdoc.html
http://support.nagios.com/forum
https://support.nagios.com/kb/category.php?id=3
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お問い合わせ 

弊社では、Nagios Log Server に関するご意見、フィードバックをお待ちしております。 

 

 

ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.） 

 

住所：   〒183-0023 東京都府中市宮町 2-15-13 第 15 三ツ木ビル 8Ｆ 

URL：   http://www.jtc-i.co.jp/ 

電話番号：   042-358-1250 

FAX 番号：  042-360-6221 

ご購入のお問い合わせ： 

お問い合わせフォーム https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php  

メール   sales@jtc-i.co.jp 

製品サポートのお問い合わせ： 

カスタマーポータル https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/ 

 

 

 

 

http://www.jtc-i.co.jp/
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
mailto:sales@jtc-i.co.jp
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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