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1 はじめに 

Nagios XIをお選びいただきましてありがとうございます。Nagios XIはあなたの重要な ITインフラス

トラクチャコンポーネントを監視する強力なアプリケーションです。 

1.1 Nagios XIとは 

Nagios XI は企業規模のソリューションであり、問題が重要なビジネスプロセスに影響を与える前

に組織に IT インフラストラクチャーについての洞察を与えます。 

 

Nagios XI はシステム、アプリケーション、サービス、ビジネスプロセスが適切に機能するよう全体

の IT インフラストラクチャーを監視します。障害があった際には、Nagios はその問題について関係

者にアラートを出すことができます。これにより障害がビジネスプロセス、エンドユーザー、顧客に

影響を与える前に改善策を取ることができます。Nagios があれば、目に見えないインフラストラク

チャーの障害がなぜ組織に影響を与えてしまったかを説明する必要がなくなります。 

 

Nagios XI は組み込み済みの機能およびサードパーティ拡張やアドオンを通して、数百のアプリケ

ーションサービス、プロトコル、コンピューターハードウェアを監視できます。 

 

Nagios XI およびその機能に関する説明については、以下を参照してください： 

 

弊社 Nagios XI 紹介ページ： 

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

 

Nagios Enterprises 社 Nagios XI 紹介ページ（英語）： 

http://www.nagios.com/products/nagiosxi/ 

1.2 このガイドについて 

このガイドは、Nagios XI のユーザーガイドです。Nagios XI の基本的な使い方を説明します。 

ユーザー権限レベルの方が日本語ユーザインターフェースで Nagios XI を使用することを想定して

います。 

 

Nagios XI の管理者権限レベルの使用方法（管理設定、運用方法）については、別ガイド「Nagios 

XI 管理者ガイド」をお読みください。 

http://www.jtc-i.co.jp/product/nagios/nagiosxi.html
http://www.nagios.com/products/nagiosxi/
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
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2 ログイン・ログアウト 

Nagios XI のユーザインターフェースは Web インターフェースです。 

ここでは、Nagios XI Web インターフェースへのログイン、ログアウト手順を説明します。事前にユー

ザー名とパスワードをご準備ください。 

2.1 Nagios XIにログインする 

Step 1. Nagios XI Web インターフェースにアクセスします。 

Webブラウザを起動し、ロケーションバーにNagios XIのURL（http://Nagios XIサーバー

アドレス/nagiosxi）を入力し、「Enter」キーを押します。 

 

メモ： 管理者がNagios XIアカウント作成時に「ユーザにアカウント情報をメールする」設

定を有効にした場合、ユーザーにアカウント情報（ユーザー名とパスワード）と Nagios XI

サーバーの URL がメール通知されます。以下は、アカウント作成時に届くメール例です。 

 

 

Step 2. ユーザー名とパスワードを入力します。 

Step 3. 「ログイン」ボタンをクリックします。 
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メモ： 「言語を選択」欄で希望の表示言語を示す国旗をクリックすることで、ユーザイン

ターフェースの表示言語を切り替えることができます。 

 

 
 

Step 4. （初回ログインの場合は）ライセンス契約画面が表示されます。 

「上記のライセンス条件を読んで理解しました. 同意します.」チェックボックスにチェック

をつけて、「実行」をクリックします。 

 

Step 5. （初回ログインの場合で）パスワード変更の要求画面が表示された場合は、現在のパス

ワードと新しいパスワードを入力して、「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

メモ： 管理者が Nagios XI アカウント作成時に「次回ログイン時にパスワード変更を強制

する」設定を有効にした場合、ユーザーのログイン時にパスワード変更が要求されま

す。 
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Step 6. Nagios XI Web インターフェースにログインできました。 

ログイン直後はホームページが表示されます。 

 

2.2 Nagios XIからログアウトする 

Nagios XI Web インターフェースからログアウトするには、画面上部の「ログアウト」リンクをクリック

します。 

 

 
 

ログアウトが完了すると、ログイン画面が表示されます。 
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3 基本（画面構成と機能概要） 

ここでは、Nagios XI Web インターフェースの画面構成について説明します。Nagios XI の画面は 

以下のような構成となっています。 

 

 

3.1 ヘッダー 

ヘッダー領域には、ロゴイメージ、プライマリメニュー、クイック検索、システムステータス、ログイン

ユーザー、ログアウトリンク、拡張メニューボタンが表示されます。 

 

ヘッダー領域はすべてのページで表示されます。ヘッダー領域で提供される機能はどのページか

らでも利用できます。 

 

 
 

 

注記：  

• 「システムステータス」  アイコンは、「監視エンジンを表示/制御できる」権限を持つユ

ーザーにのみ表示されます。 
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• 「ユーザー」認証レベルのユーザーには、「管理」メニューは表示されません。 

• 画面幅が狭い場合、下のようにプライマリメニューは折りたたまれた状態で表示されます。

「ナビゲーション」メニューにマウスをかざすと、プライマリメニュー項目が表示されます。 

 

 

3.1.1 ロゴイメージ 

デフォルトは Nagios XI ロゴです。クリックするとホームダッシュボードページが表示されます。ロゴ

イメージおよびリンク先は管理者が変更できます。 

3.1.2 プライマリメニュー 

「ホーム」、「ビュー」、「ダッシュボード」、「レポート」、「ツール」、「ヘルプ」メニューが表示されます。 

 

「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーには、上記に加えて「設定」メニューも

表示されます。 

 

それぞれのメニューの詳細については、後述します。 

 

プライマリメニューは画面左側のセカンダリメニューと連動しており、選択されたプライマリメニュー

に応じたメニューオプションがセカンダリメニューに表示されます。 

 

注記： 付与されたユーザー権限により、表示されるメニュー内容が異なります。 

 

「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持たないユーザーの場合、「設定」メニューは表示さ

れません。新しい監視項目の追加や既存の監視項目の変更、削除は行えません。 

 

 
 

「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーの場合、「設定」メニューが表示されま

す。新しい監視項目の追加や既存の監視項目の変更、削除などを行えます。 
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「管理」認証レベルのユーザーの場合、Nagios XI システムの管理設定を行うための「管理」メニュ

ーも表示されます（「管理」メニューは「ユーザー」認証レベルのユーザーには表示されません）。 

 
 

付与されているユーザー権限については、Nagios XI 管理者にご確認ください。 

3.1.3 クイック検索 

クイック検索  アイコンをクリックすると、検索フィールドが表示されます。この検索フィールド

にホスト名、IP アドレス、サービス名の一部または全部を入力して「Enter」キーを押すと、条件に

合致するホストまたはサービスが「サービスステータス」ページに一覧表示されます。 

 

 
 

メモ： 閲覧権限のある監視項目のみが表示されます。表示されるはずの監視項目が表示されな

い場合、ユーザー設定または監視設定に問題がある可能性があります。Nagios XI 管理者にご確

認ください。 

3.1.4 システムステータス 

「システムステータス」  アイコンは、「監視エンジンを表示/制御できる」権限を持つユーザーに

のみ表示されます。すべての Nagios XI システムコンポーネントのステータスが正常稼働中であれ

ば、緑色 で表示されます。１つ以上のシステムコンポーネントが停止している場合、赤色 で表

示されます。アイコンをクリックするとポップアップに各コンポーネントのステータスアイコンが表示

されます。それぞれのステータスアイコンにマウスをかざすと、ツールチップにそのコンポーネント

の稼働状況コメントが表示されます。 
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3.1.5 ログインユーザー情報 

現在ログインしているユーザーの名前が表示されます。リンクをクリックすると、このユーザーの

「アカウント情報」ページに遷移します。 

3.1.6 ログアウト 

リンクをクリックすると Nagios XI Web インターフェースからログアウトします。ログアウトすると、ロ

グイン画面が表示されます。 

3.1.7 拡張メニューボタン 

拡張メニューボタンにマウスをかざすと、拡張メニューが表示されます。 

 

 
 

拡張メニューからは、以下のオプションを利用できます。 

 

• （スケジュールページ）： 

このアイコンをクリックすると、「スケジュールページの作成」ページに遷移します。「スケジュー

ルページの作成」ページでは現在のページの PDF ファイルを指定した関係者に指定したスケ

ジュール（1 回のみ、毎日、毎週、毎月）でメール送信するよう設定できます。 

 

注記： 「１回のみ」であれば、Standard エディションでも使用できますが、定期実行（「毎日」、

「毎週」、「毎月」のいずれかを選択）する場合は、Enterprise エディションでのみ使用できます。

スケジュールページの使用方法については、「レポートを定期的にメール送信する」と同じで

す。 

• （ポップアウト）： 

このアイコンをクリックすると、現在のページの表示エリアが新しいタブウィンドウで表示されま

す。新しいタブウィンドウで現在のページを表示したい場合に使用してください。 
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• （マイビューに追加）： 

このアイコンをクリックすると、現在のページを「マイビュー」に追加できます。 

 

「ビューの追加」ウィンドウでビュータイトルを入力し、「実行」ボタンをクリックします。 

 

 
 

追加したビューは、「ビュー -> マイビュー」で確認できます。ビューについては「ビュー」をお読

みください。 

• （パーマリンクを取得）： 

このアイコンクリックすると、現在のページの URL がダイアログボックスに表示されます。この

URL を後で使用するために保存するかブックマークに登録できます。Nagios XI のすべてのペ

ージは URL 指定でアクセスできます。 

 

 

• （フィードバックを送る）： 

このアイコンをクリックすると、フィードバックフォームが表示されます。ユーザーは Nagios 開発

チームに直接フィードバックを送信することができます。 

3.2 プライマリメニュー 

ここでは、Nagios XI のプライマリメニューの項目別に機能の概要を紹介します。 
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以下は、すべての権限を付与された「ユーザー」認証レベルのユーザーのメニュー例です。 

 

 
 

注記： 「設定」メニューは、「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーのみに表示

されます。ご自分のメニュー表示内容について疑問がある場合は、Nagios XI 管理者に確認してく

ださい。 

 

Nagios XI のプライマリメニューと画面左に表示されるセカンダリメニューは連動しており、セカンダ

リメニューには選択されたプライマリメニューに応じたメニューオプションが表示されます。 

3.2.1 ホーム 

ホームはユーザーが最も重要な情報を素早く閲覧できるように設計されています。 

 

 
 

Nagios XIにログインすると、はじめに「ホームダッシュボード」ページ（クイックビュー > ホームダッ

シュボード）が表示されます。「ホームダッシュボード」ページは、「ホーム」メニューをクリックしたと

きにも表示されます。 

 

「ホーム」メニューには６つのセカンダリメニューがあります。 

• クイックビュー 

• 詳細 

• グラフ 

• マップ 

• インシデント管理 

• 監視プロセス  
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3.2.1.1 クイックビュー 

クイックビューには以下のメニューオプションがあります。 

 

 

ホームダッシュボード 

ログイン直後、および「ホーム」メニュークリック時に表示されるページです。このページは管理者

がユーザーによる変更を許可している場合、ユーザーが自分のニーズに合うようにカスタマイズき

ます。ホームページの変更方法については、「ホームページをHome Pageダッシュボードに変更す

る」をお読みください。 

タクティカル概要 

監視対象のすべてのホストとサービスの総括サマリです。ホストとサービスの基本ステータス、監

視対象システムの総括ステータスを表示します。３０秒ごとにデータがリフレッシュされます。 
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表示項目は以下のとおりです： 

• ネットワーク停止： 

ネットワーク停止状態のホスト数が表示されます。クリックすると、「ネットワーク停止」ペ

ージに遷移します。 

• ネットワークヘルス： 

ネットワークのヘルスをパーセント表示します。正常=緑、警告=黄色、クリティカル=赤で

色分け表示されます。閾値は、画面上部の アイコンをクリックして指定できます。デフ

ォルトの閾値は、ホストおよびサービスとも警告は 80%, クリティカルは 60%に設定されて

います。 

• ホスト： 

ステータス（停止、未到達、稼働、ペンディング）別でそれぞれのホスト数がリンク付きで

表示されます。リンクをクリックするとフィルタ条件が適用された状態で「ホストステータ

ス」ページが開きます。「ホストステータス」ページでは個別のホスト情報を確認できま

す。 

• サービス： 

ステータス（クリティカル、警告、不明、正常、ペンディング）別でそれぞれのサービス数

がリンク表示されます。リンクをクリックするとフィルタ条件が適用された状態で「サービ

スステータス」ページが開きます。「サービスステータス」ページでは個別のサービス情

報を確認できます。 

• 機能： 

フラップ検知、通知、イベントハンドラ、アクティブチェック、パッシブチェックの有効/無効

状態およびそれぞれのホスト/サービス数がリンク付きで表示されます。リンクをクリック

するとフィルタ条件が適用された状態で「ホストステータス」または「サービスステータス」

ページが開きます。 

 

表示オプションをカスタマイズしたい場合は、  アイコンをクリックします。 

アイコンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。 

 

 
 

設定を変更したら「更新」をクリックします。指定したしきい値をもとに「ネットワークヘルス」欄の背

景色が変更されます（正常 = 緑、警告 = 黄、クリティカル = 赤）。 
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Birdseye（バーズアイ） 

ホストおよびサービスステータスをバーズアイ（鳥瞰）表示します。クリティカルおよび警告ステータ

スのホスト、サービスが画面の中央に表示され、ステータス変化情報が画面右側に表示されま

す。 

 

 
 

 アイコンをクリックすると背景が黒色で表示されます。 

 

 
 

 アイコンをクリックすると背景が白色に戻ります。 

 

「Hide Handled」  アイコンをクリックすると、認知済みの障害が非表示になります。 

「Show Handled」  アイコンをクリックすると、認知済みの障害が表示されます。 

 

ホスト名のリンクをクリックすると、クリックしたホストの「ホストステータス詳細」ページに遷移しま

す。 

 

サービス名のリンクをクリックすると、クリックしたサービスの「サービスステータス詳細」ページに

遷移します。 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

14 

ジュピターテクノロジー株式会社 

オペレーションセンター 

NOC 形式のビューで未認知の障害（警告、クリティカル、不明）ホストおよびサービスを表示します。

３０秒ごとに画面を自動リフレッシュし、最新の障害イベントを表示します。 

 

 
 

画面右上に監視ホストおよびサービスのステータスサマリが表示されます。 

 

 
 

表示項目は以下のとおりです： 

 

• ホスト：  

Up = 稼働、D = 停止、UR = 未到達、Pe = ペンディング、UH = 未処置、Pr = 障害、 

All = すべて 

 

• サービス： 

Ok = 正常、W = 警告、Cr = クリティカル、UK = 不明、Pe = ペンディング、 

UH = 未処置、 Pr = 障害、 All = すべて 

 

「制限」のドロップダウンリストで、「ホスト」、「ホストグループ」、「サービスグループ」、「サービスス

テータス」を選択して「更新」をクリックすることで、表示結果を絞り込むことができます。 
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注記：  

• 「ホスト」、「ホストグループ」、「サービスグループ」は排他的に選択できます。「サービス

ステータス」のみ他の条件（「ホスト」、「ホストグループ」、「サービスグループ」）と同時に

指定できます。 

• 認知済みの障害は表示されません。 

 

結果一覧には、ホスト名、サービス名、期間、ステータス情報が表示されます。 

 

 
 

ホスト名またはサービス名のリンクをクリックすると、クリックしたホストの「ホストステータス詳細」

またはサービスの「サービスステータス詳細」ページに遷移します。 

オペレーション画面 

NOC 監視画面で障害ステータスのホストおよびサービスを一覧表示します。デフォルトでは 10 秒

ごとにデータがリフレッシュします。 

 

ホストまたはサービス名のリンクをクリックすると、「ホストステータス詳細」ページまたは「サービス

ステータス詳細」ページに遷移します。 

 

認知済みの障害ホストおよびサービスも表示させたい場合は、画面下部にある「処置済みを表示」

をクリックします。認知済みの障害ホストおよびサービスを非表示にしたい場合は、「処置済みを

非表示」をクリックします。 
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サービスの未解決障害 

「サービスステータス」ページで未処置の障害があるサービスを表示します（条件： ホスト= 稼働,

未認知,ダウンタイムではない サービス=警告,不明,クリティカル,未認知,ダウンタイムではない）。

早急に対処する必要があるサービスを把握するのに便利です。デフォルトでは、30 秒ごとにデー

タがリフレッシュされます。 

 

 
 

「サービスステータス」ページの機能については「詳細 -> サービス詳細」を参照してください。 

ホストの未解決障害 

未処置の障害があるホストを表示します（条件： ホスト= 停止,未到達,未認知,ダウンタイムではな

い）。早急に対処する必要があるホストを把握したい場合に使用します。デフォルトでは３０秒ごと

にデータがリフレッシュされます。 

 

 
 

結果一覧には、ホスト名、ステータス、期間、試行回数（現在の試行回数/最大試行回数）、前回

のチェック日時、ステータス情報が表示されます。 

 

その他の機能については「サービスステータス」ページと同じです。「詳細 -> サービス詳細」を参

照してください。 
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すべてのサービス障害 

障害があるサービスを表示します（条件：サービス = 警告,不明,クリティカル）。認知済み、ダウン

タイム中を含む障害があるすべてのサービスを把握したい場合に使用します。 

 

結果一覧には、ホスト名、サービス名、ステータス、期間、試行回数（現在の試行回数/最大試行

回数）、前回のチェック日時、ステータス情報が表示されます。 

 

その他の表示内容および使用方法については、「詳細 -> サービス詳細」を参照してください。 

すべてのホスト障害 

障害があるホストを表示します（条件：ホスト = 停止,未到達）。認知済み、ダウンタイム中を含む

障害があるすべてのホストを把握したい場合に使用します。 

 

結果一覧には、ホスト名、ステータス、期間、試行回数（現在の試行回数/最大試行回数）、前回

のチェック日時、ステータス情報が表示されます。 

 

その他の機能については「サービスステータス」ページと同じです。「詳細 -> サービス詳細」を参

照してください。 

ネットワーク停止 

ホストの停止により影響を受けるホストやサービスの数を表示します。 

ホスト名をクリックするとクリックしたホストの「ホストステータス詳細」ページが開きます。 

 

 
 

注記： このメニューは、「すべてのホストとサービスを閲覧できる」権限を有するユーザーおよび

管理ユーザーにのみ表示されます。 

3.2.1.2 詳細 

詳細メニューからは、Nagios XIで監視されているすべてのホストおよびサービスのサマリを閲覧で

きます。ホストグループ、サービスグループ別のサマリ、BPI（ビジネスプロセスインテリジェンス）、

サーバー統計を確認できます。 

 

詳細には以下のメニューがあります。 
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サービス詳細 

現在監視されているすべてのサービスのリストが表形式で表示されます。サービスステータスは

その状態に応じて色分け表示されます（正常=緑、警告=黄色、クリティカル=赤など）。監視中のす

べてのサービスステータスを閲覧したい場合に使用します。 

 

サービスステータス一覧には、ホスト名、サービス名、ステータス、期間、試行回数（現在の試行

回数/最大試行回数）、前回チェック日時、ステータス情報が表示されます。 
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画面右上に「ホストステータスサマリ」および「サービスステータスサマリ」が表示されます。監視中

のホストおよびサービスの件数がステータス別に表示されます。数字のリンクをクリックすると、ク

リックした条件に応じたフィルタ条件が自動適用され、結果一覧に表示されます。 

 

 
 

フィルタのボタンを  クリックすると、現在適用されているフィルタ条件が解除されます。 

 

 
 

結果一覧の上下にページ指定オプションがあります。 

 

 
 

それぞれの機能は以下のとおりです： 

 

 
先頭ページに移動します。 

 
１つ前のページに移動します。 

 

ページ番号を入力して、「Go」をクリックすると、指定したページに移動

します。 

 

件数を選択して、「Go」をクリックすると、1 ページに表示されるレコード

件数が変更されます。 

 
１つ後のページに移動します。 

 
最後のページに移動します。 
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検索ボックス にキーワードを入力して「Enter」キーを押すか、 アイ

コンをクリックすると、入力されたキーワードを含むホストおよびサービスが検索結果一覧に表示

されます。ホスト名、サービス名、IP アドレスで検索できます。 

 

検索ボックスには入力補完機能があります（ホスト名のみ）。既存のホスト名に合致する文字を入

力すると、入力文字を含むホストが候補としてリスト表示されます。 

 
 

一覧表の上部に現在のページで表示されているレコード数とレコード総数が表示されます。 

 

 
 

任意のヘッダー列の  アイコンをクリックすることで、ソート順序を切り替えることができます。

アイコンは昇順ソート、 アイコンは降順ソートが適用されていることを示します。 

 

ホストおよびサービス列の背景はステータスに応じて色分け表示されます。 

 

 
 

ホスト名をクリックすると、クリックしたホストの「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 

サービス名をクリックすると、クリックしたサービスの「サービスステータス詳細」ページに遷移しま

す。 

 

ホスト列にある アイコンをクリックすると、「サービスステータス」ページに遷移し、選択したホス

トに関連するサービスの一覧が表示されます。 

 

パフォーマンスグラフが存在するホストまたはサービス列には  アイコンが表示されます。  

アイコンをクリックすると、パフォーマンスグラフが表示されます。 
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パフォーマンスグラフ上でマウスをかざすと、ツールチップにデータが表示されます。 

 

 
 

グラフ上でマウスをドラッグして任意の範囲を選択すると、選択した範囲がズームイン表示されま

す。 
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Reset zoom ボタンをクリックすると、ズームがリセットされます。 

 

 
 

グラフ下部の凡例アイコンをクリックすると、データの表示非表示を切り替えることができます。 

 

 
 

グラフ右上の をクリックすると、警告またはクリティカルの閾値を示すラインが表示されま

す。 
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グラフ右上の アイコンをクリックすると、現在のグラフをローカルにダウンロードできます。PNG, 

JPEG, PDF, SVG vector, CSV, XML, JSON のいずれかを選択できます。Print chart をクリックする

と、イメージをプリンタに送信できます。 

 

 
 

その他のアイコンとその意味については、以下のとおりです： 

 

アイコン 意味 

 
コメントがつけられています。アイコンをクリックすると、ポップアップにコメ

ント内容が表示されます。 

 認知済みであることを示しています。 

 通知が無効化されていることを示しています。 

 フラッピングが検知されたことを示しています。 

 パッシブチェック対象であることを示しています。 
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ホスト詳細 

現在監視されているすべてのホストのリストが表形式で表示されます。ホストはその状態に応じて

色分け表示されます（稼働=緑、停止=赤、未到達=黄など）。監視中のすべてのホストステータスを

閲覧したい場合に使用します。 

 

 
結果一覧には、ホスト名、ステータス、期間、試行回数（現在の試行回数/最大試行回数）、前回

のチェック日時、ステータス情報が表示されます。 

 

その他の表示内容および使用方法については「詳細 -> サービス詳細」と同じです。 

ホストグループサマリ 

ホストグループ別にホストおよびサービスのステータスサマリが表示されます。 

画面右上には「サービス詳細」および「ホスト詳細」ページと同様、ホストステータスサマリ、サービ

スステータスサマリも表示されます。 
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画面上部のボタン  の機能はそれぞれ以下のとおりです： 

 

アイコン 機能 

 
「サービスステータス」ページに遷移します。 

「詳細 -> サービス詳細」をクリックした場合と同じです。 

 
「ホストグループステータス サマリビュー」ページが表示されます。 

「詳細 -> ホストグループサマリ」をクリックした場合と同じです。 

 
「ホストグループステータス 概要」ページが表示されます。 

「詳細 -> ホストグループ概要」をクリックした場合と同じです。 

 
「ホストグループステータス グリッドビュー」ページが表示されます。 

「詳細 -> ホストグループグリッド」をクリックした場合と同じです。 

 

ホストグループ列内のボタン  の機能はそれぞれ以下のとおりです： 

 

アイコン 機能 

 
「サービスステータス」ページに遷移します。このホストグループに所属する

ホストとそのサービスが一覧表示されます。 

 

「Hostgroup Information」ページが表示されます。 

メモ： この画面は現バージョンでは英語で表示されます。 

 

このホストグループに対して、以下のいずれかのコマンドを実行できます。 

• すべてのホストに対してダウンタイムをスケジュールする 

• すべてのサービスに対してダウンタイムをスケジュールする 

• すべてのホストに対して通知を有効化する 

• すべてのホストに対して通知を無効化する 

• すべてのサービスに対して通知を有効化する 

• すべてのサービスに対して通知を無効化する 

• すべてのサービスについてアクティブチェックを有効化する 

• すべてのサービスについてアクティブチェックを無効化する 

注記： 実行権限がないコマンドは使用できません。 

 

ホスト欄のリンクをクリックすると、このホストグループに所属するホストが「ホストステータス」ペー

ジに表示されます。結果はクリックしたステータスでフィルタされます。 

 

サービス欄のリンクをクリックすると、このホストグループに所属するサービスが「サービスステー

タス」ページに表示されます。結果はクリックしたステータスでフィルタされます。 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

26 

ジュピターテクノロジー株式会社 

ホストグループ概要 

ホストの詳細ページによく似たホストグループのステータス表が表示されます。このステータス表

はグループ別で表示されます。 

 

 

画面上部のボタン についてはこちらを参照してください。 

ホストグループ右上のボタン  については、こちらを参照してください。 

 

ホスト名をクリックすると、このホストの「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 

サービス欄のリンクをクリックすると、クリックしたステータスでフィルタされた「サービスステータス」

ページに遷移します。 

ホストグループグリッド 

１つの表にホストとサービスステータスを組み合わせて、グループ別に表示します。各ホストの稼

働中のすべてのサービスが表に表示されます。 

 

 

画面上部のボタン についてはこちらを参照してください。 

ホストグループ右上のボタン  については、こちらを参照してください。 

 

ホスト名をクリックすると、このホストの「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 
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サービス欄のリンクをクリックすると、このサービスの「サービスステータス詳細」ページに遷移しま

す。 

サービスグループサマリ 

サービスグループのステータスサマリが表示されます。 

 

 
 

画面上部のボタン  の機能はそれぞれ以下のとおりです： 

 

アイコン 機能 

 
「サービスステータス」ページに遷移します。 

「詳細 -> サービス詳細」をクリックした場合と同じです。 

 
「サービスグループステータス サマリビュー」ページが表示されます。 

「詳細 -> サービスグループサマリ」をクリックした場合と同じです。 

 
「サービスグループステータス 概要」ページが表示されます。 

「詳細 -> サービスグループ概要」をクリックした場合と同じです。 

 
「サービスグループステータス グリッドビュー」ページが表示されます。 

「詳細 -> サービスグループグリッド」をクリックした場合と同じです。 

 

サービスグループ列内のボタン  の機能はそれぞれ以下のとおりです： 
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アイコン 機能 

 
「サービスステータス」ページに遷移します。このサービスグループに所属

するサービスが一覧表示されます。 

 

「Servicegroup Information」ページが表示されます。 

メモ： この画面は現バージョンでは英語で表示されます。 

 

このサービスグループに所属するホストまたはサービス対して、以下のい

ずれかのコマンドを実行できます。 

• すべてのホストに対してダウンタイムをスケジュールする 

• すべてのサービスに対してダウンタイムをスケジュールする 

• すべてのホストに対して通知を有効化する 

• すべてのホストに対して通知を無効化する 

• すべてのサービスに対して通知を有効化する 

• すべてのサービスに対して通知を無効化する 

• すべてのサービスについてアクティブチェックを有効化する 

• すべてのサービスについてアクティブチェックを無効化する 

 

注記： 実行権限がないコマンドは使用できません。 

 

ホスト欄のリンクをクリックすると、このサービスグループに所属するホストが「サービスステータス」

ページに表示されます。結果はクリックしたステータスでフィルタされます。 

 

サービス欄のリンクをクリックすると、このサービスグループに所属するサービスが「サービスステ

ータス」ページに表示されます。結果はクリックしたステータスでフィルタされます。 

サービスグループ概要 

サービス詳細ページによく似たサービスグループのステータスが表示されます。このステータス表

はグループ別で表示されます。 
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画面上部のボタン についてはこちらを参照してください。 

サービスグループ右上のボタン  については、こちらを参照してください。 

 

ホスト名をクリックすると、このホストの「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 

サービス欄のリンクをクリックすると、クリックしたステータスでフィルタされた「サービスステータス」

ページに遷移します。 

サービスグループグリッド 

１つの表にホストとサービスステータスを組み合わせて、グループ別に表示します。各ホストの稼

働中のすべてのサービスが表に表示されます。 

 

 

画面上部のボタン についてはこちらを参照してください。 

サービスグループ右上のボタン  については、こちらを参照してください。 

 

ホスト名をクリックすると、このホストの「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 

サービス名をクリックすると、このサービスの「サービスステータス詳細」ページに遷移します。 
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BPI 

Nagios Business Process Intelligence ページを表示します。BPI はより複雑な依存関係を設定して

グループのステータスを決定できる上級のグルーピングツールで、ネットワークの現実のステータ

スを効果的に表現できます。グループステータスはユーザーが設定したルールにより決定されま

す。 

 

 

メトリック 

Nagios XI で監視しているホストのシステムメトリックス（ディスク、CPU、メモリ、ロード、Swap）を表

示します。 

 

 
 

画面上部のドロップダウンリストを使用することで、表示するメトリックを制限することができます。

以下を選択できます： 
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制限 機能 

ホストグループ 

閲覧可能な既存のホストグループがリスト表示されます。ホストグ

ループを選択して「実行」をクリックすると、選択したホストグルー

プに所属するホストのメトリックが表示されます。 

 

注記： 閲覧権限のないホストグループは表示されません。 

サービスグループ 

閲覧可能な既存のサービスグループがリスト表示されます。サー

ビスグループを選択して「実行」をクリックすると、選択したサービ

スグループに所属するサービスのメトリックが表示されます。 

 

注記： 閲覧権限のないサービスグループは表示されません。 

メトリック 
ディスク使用, CPU 使用, メモリ使用, ロード, Swap のいずれかを

選択します。選択されたメトリックが画面下部に表示されます。 

表示 

Top または Bottom を選択します。 

Topを選択した場合は昇順、Bottomを選択した場合は降順にメト

リックが一覧表示されます。 

入力フィールド 最大表示件数を指定します。 

 

 をクリックすると、詳細オプションが表示されます。 

 

オプション 機能 

詳細を非表示 
チェックすると、「サマリ」タブページの詳細カラムが非表示になり

ます（デフォルト：チェックなし）。 

旧形式のグラフを使用 
チェックすると、「グラフ」タブページに旧形式のグラフが表示され

ます。 

 

• サマリタブ ページ 

「サマリ」タブページでは、結果が表形式で表示されます。 

 

ホスト名、サービス名、使用率、ステータス情報が表示されます。ホスト名をクリックする

と「ホストステータス詳細」ページに遷移します。サービス名をクリックすると「サービスス

テータス詳細」ページに遷移します。 
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• グラフタブページ 

「グラフ」タブページでは、指定したメトリックのグラフが表示されます。 

グラフのタイムフレームリストで表示期間を指定できます（過去 4 時間、過去 24 時間、

過去 7 日間、過去 30 日間、過去 365 日間）。デフォルトは「過去 24 時間」です。 

 

 
 

グラフ上で利用可能な機能については、ここを参照してください。 

 

• ゲージタブページ 

「ゲージ」タブページでは、選択したメトリックがゲージ表示されます。サービス名をクリッ

クすると「サービスステータス詳細」ページに遷移します。 
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3.2.1.3 グラフ 

グラフメニューからは Nagios XI で収集されたパフォーマンスグラフを閲覧できます。 

 

グラフには以下のメニューがあります。 

 

 

パフォーマンスグラフ 

Nagios XI で監視されているすべてのホストパフォーマンスグラフを表示します。また任意のホスト

グラフをクリックすることで、そのホストに関連するすべてのパフォーマンスデータのグラフを閲覧

できます。デフォルトはすべてのホストグラフの過去 24 時間グラフを表示します。カスタム期間を

指定することでグラフ表示する期間を指定できます。 

 

 
 

このページの機能および使用方法については、「パフォーマンスグラフを確認する」を参照してくだ

さい。 

グラフエクスプローラ 

Nagios XI で収集した監視情報をさまざまなグラフで可視化表示します。 

以下のグラフを利用できます。 

トップアラートプロデューサー 

過去 24 時間のアラート発生の多い順にサービスがリスト表示されます。 

 

メモ： このグラフのアラートカウントには、ハードとソフト両方のステータスが含まれます。ハー
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ドまたはソフトいずれかのステータスのトップアラートプロデューサーを確認したい場合は、「レ

ポート -> トップアラートプロデューサー」を使用してください。 

 

 

ホストヘルス 

過去 24 時間のホスト可用性を円グラフで表示します。 
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サービスヘルス 

過去 24 時間のサービス可用性を円グラフで表示します。 

 

 

スケーラブルパフォーマンスグラフ 

ホスト、サービス、データタイプ、時間範囲を指定してパフォーマンスグラフを表示できます。 

 

 
 

このページの機能および使用方法については、「その他のグラフを確認する」を参照してくださ

い。 
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積み上げパフォーマンスグラフ 

ホスト、サービス、データタイプ、期間を指定してパフォーマンスグラフを表示します。このグラ

フでは、期間が３つの範囲に自動分割され、１つのグラフ上に複数の期間のパフォーマンスグ

ラフを重ねて表示できます。それぞれの期間範囲は別々の色で表現されます（グラフ下部の凡

例で使用される色を確認できます）。凡例ボタンをクリックすると、表示非表示を切り替えること

ができます。 

 

 
 

使用方法については、「その他のグラフを確認する」を参照してください。 

多重積み上げパフォーマンスグラフ 

異なるパフォーマンスグラフを１つのグラフ上に表示できます。 

表示するグラフは、画面左のそれぞれのドロップダウンリストから「ホスト」、「サービス」、「デー

タタイプ」を選択し、「グラフに追加する」ボタンをクリックすることで指定します。 
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使用方法については、「その他のグラフを確認する」を参照してください。 

3.2.1.4 マップ 

マップメニューからは、すべてのホストのグラフィカルなステータスマップやホストに設定された親

->子関係を閲覧できます。 

 

マップには以下のメニューがあります。 

 

 

BBmap 

ホストおよびサービスステータスの要約ビューをグリッド表示します。 

稼働/正常ステータスは緑、警告ステータスは黄色、クリティカルステータスは赤色など、ステータ

スが色分け表示されます。 

 

認知済みの障害には アイコンが表示されます。 

 

ステータスアイコンにマウスをかざすと、ツールチップにステータス情報が表示されます。 
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ホスト名またはホストのステータスアイコンをクリックすると「ホストステータス詳細」ページに遷移

します。サービスのステータスアイコンをクリックすると「サービスステータス詳細」ページに遷移し

ます。 

 

 
 

画面上部のドロップダウンリストでホストグループまたはサービスグループを選択することで、マッ

プに表示するホストまたはサービスを制限することができます。 

Hypermap 

ネットワークのステータスのクイックビュー。Ajax による自動更新、スクロールによるズームイン、

ズームアウトが可能です。 

 

注記： このマップは管理者または「すべてのホストとサービスを閲覧できる」権限を付与されたユ

ーザーのみ閲覧できます。 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

39 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 
 

ノードをクリックすると、クリックしたノードがマップ中央に表示され、画面右上にステータス情報が

表示されます。 

 

 

Minemap 

ホストおよびサービスのハイレベル要約ビューを提供します。 

 

稼働/正常ステータスは緑、警告ステータスは黄色、クリティカルステータスは赤色など、ステータ

スが色分け表示されます。 

 

認知済みの障害には アイコンが表示されます。 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

40 

ジュピターテクノロジー株式会社 

ステータスアイコンにマウスをかざすと、ツールチップにステータス情報が表示されます。 

 

ホスト名またはホストのステータスアイコンをクリックすると「ホストステータス詳細」ページに遷移

します。サービスのステータスアイコンをクリックすると「サービスステータス詳細」ページに遷移し

ます。 

 

 
 

画面上部のドロップダウンリストでホストグループまたはサービスグループを選択することで、マッ

プに表示するホストまたはサービスを制限することができます。 

Nagvis 

Nagvis は Nagios の可視化用アドオンです。組み込まれたカスタムマップ上で監視ステータスを閲

覧できます。 

 

Nagvis では以下のようなことが可能です： 

• 単独のホストまたはサービスを表示する 

• ホストグループまたはサービスグループを１つのアイコンで表示する 

• ホストおよび関連するすべてのサービスステータスサマリを表示する 

• 本当の障害のみを表示する 

• マップを階層化する（マップ上に子マップのアイコンを表示しドリルダウン操作） 

• 画像を指定する 

• Web ベースのコンフィグレーション 

 

Nagvis メニューをクリックすると、ログインが求められます。Nagios XI のユーザー名とパスワードを

入力して「OK」をクリックすると Nagivis にログインできます。 

ネットワークステータスマップ 

ネットワークのステータスマップがバルーンまたはツリーマップ、フォースマップなどで表示できま

す。ノードにマウスをかざすと詳細情報がツールチップに表示されます。ノードをダブルクリックす

ると、クリックしたホストがルートオブジェクトになります。 
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画面左上にある をクリックすると、設定ダイアログが表示されます。 

マップのレイアウトやルートノード、最大ズーム比など指定できます。 

旧ネットワークステータスマップ 

ネットワークのステータスマップがバルーンまたはツリーマップとして表示されます。ノードにマウス

をかざすと詳細情報がツールチップに表示されます。ノードをダブルクリックすると、クリックしたホ

ストの「サービスステータス」ページに遷移します。 
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3.2.1.5 インシデント管理 

インシデント管理メニューからは、アラート発生や通知の送信状況、障害の認知状況、ダウンタイ

ムの設定と確認などを行えます。 

 

インシデント管理には以下のメニューがあります。 
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最新アラート 

直近に発生したアラート情報が一覧表示されます。アラート発生ホスト名、アラート発生日時、アラ

ート対象を確認できます。 

 

メモ： 復旧済み障害についてのアラート情報は表示されません。 

 

 
 

ソース欄には警告ステータスのアラートを含む場合は  アイコン、クリティカルステータスのアラ

ートを含む場合は  アイコンがホスト名の前に表示されます。 

 

アラート欄には、警告ステータスのサービスには  アイコン、クリティカルステータスのアラートに

は  アイコンが表示されます。 

 

認知済みのアラートには  アイコンが表示されます。 

 

ホスト名をクリックすると「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 

サービス名をクリックすると「サービスステータス詳細」ページに遷移します。 

 

その他の機能および使用方法については、「最新アラートを確認する」を参照してください。 

ダウンタイムスケジュール 

スケジュール済みのダウンタイム情報が表示されます。 

「ホスト」タブページには、ホストのダウンタイムスケジュールが一覧表示されます。 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

44 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

ホスト名、ダウンタイムスケジュールを登録した日時、スケジュールダウンタイムを作成したユーザ

ー名、コメント、スケジュールダウンタイムの開始時間、終了時間、タイプ（固定/フレキシブル）、ダ

ウンタイム期間、ダウンタイム ID、トリガ ID が表示されます。 

 

アクション欄の  をクリックすると、ダウンタイムスケジュールが削除されます。 

 

ホストのダウンタイムスケジュールを作成したい場合は、「ダウンタイムスケジュール -> ホスト

（複数可）」を選択します。 

 

サービスのダウンタイムスケジュールを作成したい場合は、「ダウンタイムスケジュール -> サー

ビス（複数可）」を選択します。 

 

 
 

「ダウンタイムスケジュール」ページに遷移します。スケジュールダウンタイムの追加方法について

は、「ダウンタイムスケジュールページからダウンタイムをスケジュールする」を参照してください。 

 

リフレッシュ  ボタンをクリックすると、最新の内容で更新されます。 

 

設定 ボタンをクリックすると、この画面の更新間隔を変更できます（デフォルト：30 秒）。 

 

フィルタドロップダウンリストを使用すると一覧に表示されるダウンタイムを指定した条件でフィルタ

表示することができます。 

 

 
 

画面右上にある検索ボックスで、特定のホスト、サービスのダウンタイムを検索することができま

す。 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

45 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

認知 

障害認知およびコメントの一覧が表示されます。認知またはコメントが追加された日時が最も新し

いものが先頭に表示されます。 

 

画面上部の検索フィールドを利用して、一覧結果を絞り込むことができます。 

 

ホスト名をクリックすると「ホストステータス詳細」ページに遷移します。サービス名をクリックすると

「サービスステータス詳細」ページに遷移します。 

 

「すべてのホストおよびサービスを制御できる」権限を持つユーザーは、  アイコンをクリックし

て既存の認知およびコメントを削除することができます。 

 

 

一括認知 

複数の障害の認知またはダウンタイムスケジュール設定を一括で行うことができます。 

 

使用方法については、「複数の障害を一括で認知済みにする」を参照してください。 
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画面下部の「一括ダウンタイム削除」には、登録済みのダウンタイムの一覧が表示されます。ホス

ト名をクリックすると「ホストステータス詳細」ページへ遷移します。ダウンタイムの削除については

「ダウンタイムスケジュールを削除する」を参照してください。 

 

 

定期的なダウンタイム 

定期的なメンテナンス作業など決まった間隔で繰り返し発生するダウンタイムを確認したり、登録

したりすることができます。定期的なダウンタイムはホスト、サービス、ホストグループ、サービスグ

ループ別に登録できます。 

 

 
 

定期的なダウンタイムの追加手順については、「定期的なダウンタイムをスケジュールする」を参

照してください。 
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通知 

過去に送信された通知の履歴を確認できます。最も新しい通知が先頭に表示されます（降順ソー

ト）。 

 

 
 

ホスト名をクリックすると「ホストステータス詳細」ページに遷移します。 

サービス名をクリックすると「サービスステータス詳細」ページに遷移します。 

 

このページの機能および使用方法については、「通知ログを確認する」を参照してください。 

3.2.1.6 監視プロセス 

監視プロセスメニューからは、Nagios XI の内部プロセスに関する情報を閲覧できます。 

 

注記： このメニューは「監視エンジンを表示/制御できる」権限を持つユーザーのみに表示されま

す。 

 

監視プロセスには以下のメニューがあります。 

 

 

プロセス情報 

Nagios XI 監視エンジンに関する情報を表示します。監視エンジンのイベントキューやどのプロセス

設定が有効かを確認できます。 
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監視エンジンプロセス 

有効なプロセスは「値」欄に  、無効のプロセスは  が表示されます。 

 

監視エンジンが停止している場合は、「プロセス状態」の「値」に  が表示されます。監視エ

ンジンが停止している場合は、  アイコンをクリックすることでプロセスを開始できます。 

 

「アクション」欄の  アイコンをクリックすると該当のプロセスが無効化され、  アイコンをク

リックするとプロセスが有効化されます。 

監視エンジンイベントキュー 

現在から 5 分後までにイベントキューに配置されているイベント数を表示します。デフォルトで

は 5 秒ごとにリフレッシュされます。 

パフォーマンス 

Nagios XI の監視エンジンのチェック統計および監視エンジン性能を確認できます。デフォルトでは

30 秒ごとにリフレッシュされます。 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

49 

ジュピターテクノロジー株式会社 

 

監視エンジンチェック統計 

1 分間、５分間、１５分間ごとのアクティブホストチェック、パッシブホストチェック、アクティブサー

ビスチェック、パッシブサービスチェックの件数を確認できます。 

監視エンジンパフォーマンス 

ホストチェック遅延、ホストチェック実行時間、サービスチェック遅延、サービスチェック実行時

間の最小、最大、平均時間を確認できます。 

イベントログ 

Nagios XI のイベント履歴を確認できます。デフォルトでは過去 24 時間のイベントログが表示され

ます。 

 

 
 

このページの機能および使用方法については、「イベントログを確認する」を参照してください。 
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3.2.2 ビュー 

ビューはユーザーが Nagios XI ページや外部の Web サイトに素早くアクセスできるように設計され

ています。ネットワークオペレーションセンター（NOC）またはパブリックな場所のウォールモニター

で重要な情報を表示させたい場合などに便利に使用できます。 

 

ビューは Nagios XI ユーザーごとに固有です。各ユーザーは独自のビューセットを作成できます。 

 

 
 

ビューメニューには２つのサブメニューがあります。 

• ビューツール 

• マイビュー 

3.2.2.1 ビューツール 

ビューツールメニューからは、ビューのローテート開始および停止、ビューの追加を行えます。 

 

ビューツールには以下のメニューがあります。 

 

 

ローテーション開始/ローテーション停止 

ビューのローテート表示を開始または停止します。 

 

ビューをローテーション表示している場合、「ビューツール」メニューの上にローテーション速度を調

節するためのコントロールバーが表示されます。 
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ローテーション速度を上げたい場合は＋側、速度を落としたい場合は － 側へコントロールを移

動させます。最短（左端）は 10 秒、最長（右端）は 60 秒です。 

新しいビューの追加 

新しいビューを追加できます。ビューの追加方法については、「ビューを作成する」を参照してくだ

さい。 

3.2.2.2 マイビュー 

マイビューメニューには既存のビューがリスト表示されます。 

 

ビューの使用方法については、「ビュー」をお読みください。 

3.2.3 ダッシュボード 

ダッシュボードはユーザーが役に立つと思う（頻繁に参照する必要がある）情報で画面をカスタマ

イズできる Nagios XI の強力な機能です。 

 

ダッシュボードは Nagios XI ユーザーごとに固有です。各ユーザーは独自のダッシュボードセットを

作成し、自分のニーズに合うように Nagios XI をカスタマイズすることができます。 

 

 
 

ダッシュボードメニューには３つのサブメニューがあります。 

• ダッシュボードツール 

• マイダッシュボード 

• ダッシュレットの追加 

3.2.3.1 ダッシュボードツール 

ダッシュボードツールメニューからは、マイダッシュボードの編集、削除、新しいダッシュボードの追

加を行えます。 

 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_understanding_and_using_xi_views.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_understanding_and_using_xi_views.pdf
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3.2.3.2 マイダッシュボード 

マイダッシュボードメニューには、既存のダッシュボードがリスト表示されます。 

3.2.3.3 ダッシュレットの追加 

ダッシュレットの追加メニューからは、利用可能なダッシュレットを表示できます。 

 

 
 

ダッシュボードの使用方法については、「ダッシュボード」をお読みください。 

3.2.4 レポート 

レポートメニューでは、ある期間におけるホストおよびサービスのグラフィカルレポートを生成でき

ます。 

 
 

レポートメニューには５つのサブメニューがあります。 

• マイレポート 

• スケジュールレポート 

• 利用可能なレポート 

• データの可視化 

• レガシーレポート 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_understanding-and-using-dashboards.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_understanding-and-using-dashboards.pdf
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3.2.4.1 マイレポート 

マイレポートメニューからは、保存済みレポートの一覧が表示されます。任意のマイレポートをクリ

ックすると、保存時に適用されていた条件でレポートを表示できます。既存のマイレポートの削除

やレポート名の編集を行えます。使用方法については「マイレポート（お気に入りレポート）を閲覧

する」をお読みください。 

 

レポートの閲覧中に画面上部の右上にある  アイコンをクリックすると、マイレポートに追加

できます。 

3.2.4.2 スケジュールレポート 

スケジュールレポートメニューからは、保存済みのスケジュールレポートのリストが表示されます。

スケジュールレポートは、レポート結果ファイル（PDF, JPG など）を指定した関係者に指定したスケ

ジュールでメール送付する機能です。使用方法については「レポートを定期的にメール送信する」

をお読みください。 

画面右上の  アイコンをクリックして作成したスケジュールレポートがこのリストに追加され

ます。 

 

メモ： スケジュールレポートは Enterprise エディションでのみ使用できます。 

3.2.4.3 利用可能なレポート 

利用可能なレポートメニューからは、Nagios XI に組み込まれているレポート機能を使用できます。 

 

利用可能なレポートには以下のメニューがあります。 

 

 
 

以下は、それぞれのレポートの概要です。使用法については「レポート」をお読みください。 

アベイラビリティ 

ホスト、サービスのアベイラビリティレポートを表示します。 

平均ホストアベイラビリティ円グラフ、平均サービスアベイラビリティ円グラフ、ホストデータ（稼働、
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停止、未到達の割合）、サービスデータ（正常、警告、不明、クリティカルの割合）が表示されます。

ホスト CSV, サービス CSV, PDF、JPG ファイルにエクスポートできます。 
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エグゼクティブサマリ 

ホスト、サービスのアベイラビリティ、トップアラートプロデューサー、アラートヒストグラム、最新ア

ラートを表示します。PDF, JPEG ファイルにエクスポートできます。 

 

 

SLA レポート 

SLA（サービスレベルアグリーメント）レポートを表示します。PDF JPEGファイルにエクスポートでき

ます。使用方法については「SLA レポートの生成手順」をお読みください。このレポートは、組織に

満たさなければならない SLA がある場合に非常に便利です。ホスト、ホストグループ、サービスグ

ループごとに個別の SLA を生成できます。 

 

メモ： このレポートは Enterprise エディションでのみ使用できます。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_generating-sla-reports.pdf
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ステータス履歴 

ステータス変化の履歴（日時、ホスト、サービス、状態、種類、試行回数、情報）を表示します。

PDF、CSV、JPG ファイルにエクスポートできます。 

 

 

トップアラートプロデューサー 

アラート発生数の多い順にホスト、サービス、最新のアラート発生日時を表示します。PDF、CSV、

JPG ファイルにエクスポートできます。 

 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

57 

ジュピターテクノロジー株式会社 

アラートヒストグラム 

アラートの発生状況を時間別、曜日別、日にち別、月別でヒストグラム表示します。PDF、CSV、

JPG ファイルにエクスポートできます。 

 

 

通知 

通知の発生履歴（日時、ホスト、サービス、理由、エスカレーション有無、状態、連絡先、ディスパッ

チャ、情報）を表示します。PDF、CSV、JPG ファイルにエクスポートできます。 

 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

58 

ジュピターテクノロジー株式会社 

イベントログ 

Nagios XI のログに記録されているイベントを表示します。PDF、CSV、JPG ファイルにエクスポート

できます。 

 

 

キャパシティプランニング 

キャパシティプランニングレポートを表示します。過去の監視結果から将来のリソース消費を予測

できます。PDF、JPG ファイルにエクスポートできます。 

 

ネットワークインフラストラクチャにおいて将来のリソース消費傾向がどうなるかをより正確に予測

できます。傾向の予測はネットワークの成長や持続可能性に役立ち、若手のネットワーク管理者

からより大局的な見解を得たい経営管理レベルまですべての人とって貴重なものです。使用方法

については「How To Use Capacity Planning（英語）」をお読みください。 

 

メモ： このレポートは Enterprise エディションでのみ使用できます。 

 

 

http://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/How_To_Use_Capacity_Planning.pdf
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帯域使用 

帯域使用状況のレポートを表示します。PDF、CSV、JPG ファイルにエクスポートできます。 

 

 
 

メモ： 「ネットワークスイッチ/ルーター」設定ウィザードを使用して監視登録した帯域監視サービス

の結果のみが表示されます。 

ネットワークレポート 

統合利用中の Nagios Network Analyzer サーバーのレポートを表示します。 

 

メモ： このレポートを使用するには、Nagios Network Analyzer の統合利用が必要です。 

ネットワーククエリ 

統合利用中の Nagios Network Analyzer サーバーのクエリ結果を表示します。 

 

メモ： このレポートを使用するには、Nagios Network Analyzer の統合利用が必要です。 
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3.2.4.4 データの可視化 

データの可視化メニューからは、アラート発生状況を可視化表示できます。 

 

データの可視化には以下のメニューがあります。 

 

 

アラートヒートマップ 

アラートの発生状況をヒートマップ（サーモグラフィー）で表示します。横軸は時間を表します（左が

過去、右が現在）。ヒートマップのスポットにマウスをかざすと、アラートの情報がツールチップに表

示されます。スポットをクリックすると、ステータス履歴レポートページに遷移し、より詳しくアラート

を調査することができます。ホスト CSV、サービス CSV、PDF、JPG ファイルをエクスポートできま

す。 
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アラートクラウド 

アラートを動画表示します。ネットワークの状態を動的かつ視覚的に表現します。 

 

 

アラートストリーム 

問題のあるホストおよびサービスをストリームグラフ形式で表示します。ドリルダウン表示をサポ

ートします。 
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アラートタイムライン 

スクロール可能なタイムライン上にホストおよびサービスのアラートをダイナミック表示します。 

 

注記： GMT 時間で表示されます。ご注意ください。 

 

 

ネットワークリプレイ 

指定期間におけるネットワークのステータス変化をビジュアルで確認できます。Ajax により動的更

新されます。マウスホイール操作でズームイン、ズームアウトが可能です。 

 

注記： 「すべてのホストとサービスを閲覧できる」権限を持つユーザーのみが使用できます。 
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3.2.4.5 レガシーレポート 

レガシーレポートメニューからは、Nagios Core で利用可能なレポートを使用できます。 

 

メモ： レガシーレポートは英語表記です。 

 

レガシーレポートには以下のメニューがあります。 

 

 

アベイラビリティ 

ホストとサービスの稼働時間の可用性レポートを提供します。SLA 要件とコンプライアンスを判断

するのに便利です。 
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傾向 

特定のホストやサービスの状態をグラフィカルに、タイムラインの内訳を提供します。 

 

 

アラート履歴 

ホストとサービスのアラート履歴を提供します。 
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アラートサマリ 

トップアラートプロデューサーのレポートを提供します。IT インフラの中で最も障害を発生させてい

る機器を特定するのに役立ちます。 

 

アラートヒストグラム 

ホストとサービスのアラートの頻度グラフを提供します。 特定のホストまたはサービスでいつアラ

ートが頻繁に発生したのかを知りたいときに有効です。 
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通知 

連絡先に送信されたホストとサービスの通知履歴を提供します。 

 

 

イベントログ 

Nagios に記録されたイベントログを提供します。 

 

注記： このメニューは「監視エンジンを表示/制御できる」権限を持つユーザーにのみ表示されま

す。 

 

 

3.2.5 設定 

設定メニューでは、設定ウィザードを使用して新しい監視プロセスをセットアップできます。ネットワ

ーク上のデバイスを自動検出（オートディスカバリ）する機能やアカウント管理画面へのアクセスメ

ニューもあります。 

 

注記： このメニューは「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーにのみ表示され

ます。監視設定を行う必要があるのに、設定メニューが表示されない場合は、管理者にご確認く

ださい。 
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以下は、「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーの画面例です： 

 

 
 

メモ： 「ホストとサービスを（再）設定できる」および「高度な機能にアクセスできる」権限を持つユ

ーザーの場合、上級設定を行うための Core コンフィグマネージャインターフェースへのメニューも

表示されます。 

 

以下は、「ホストとサービスを（再）設定できる」および「高度な機能にアクセスできる」権限を持つ

ユーザーの画面例です（水色のメニューが追加表示されます）。 

 

 
 

注記： Core コンフィグマネージャにアクセスするには、CCMへのログイン認証情報（ユーザー名、

パスワード）が必要です。 

 

設定メニューには４つのサブメニューがあります。 

• 設定 

• 設定ツール 

• 詳細設定 

• その他のオプション 
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3.2.5.1 設定 

設定メニューをクリックしたときに表示されるページです。設定ウィザード、自動検出、Core コンフィ

グマネージャ、アカウント設定ページへのリンク情報が表示されます。 

 

 
 

メモ： Coreコンフィグマネージャへのリンクは「ホストとサービスを（再）設定できる」および「高度な

機能にアクセスできる」権限を持つユーザーにのみ表示されます。 

3.2.5.2 設定ツール 

新しい監視設定を作成するための設定ウィザードや自動検出ウィザードを実行できます。 

 

 

設定ウィザード 

設定ウィザードは新しい監視をセットアップする手順をガイドします。設定ウィザードを使用すれば、

新しいデバイス、サーバー、アプリケーション、サービスをすばやく監視登録できます。 

 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_using-the-core-config-manager-for-host-management.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_using-the-core-config-manager-for-host-management.pdf
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設定ウィザードの使用方法については「監視設定」をお読みください。 

自動検出 

指定したネットワーク上に存在するデバイスを自動検出できます。使用方法については「自動検

出機能を使用する」を参照してください。 

3.2.5.3 詳細設定 

詳細設定メニューからは、Core コンフィグマネージャインターフェースに移動できます。Core コンフ

ィグマネージャは、監視設定を変更するための上級ユーザー向けの Web インターフェースです。

経験豊富なユーザーにお勧めします。 

 

 
 

 

注記： このメニューは「ホストとサービスを（再）設定できる」および「高度な機能にアクセスできる」

権限を持つユーザーにのみ表示されます。Core コンフィグマネージャにログインするには認証が

必要です。Core コンフィグマネージャの使用法については「管理者ガイド」を参照してください。 

3.2.5.4 その他のオプション 

その他のオプションメニューからは、現在ログインしているユーザーのアカウント設定ページに移

動できます。自分のパスワードや通知設定などの個人のアカウント設定を変更できます。 

 

 
 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
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メモ： 管理者ユーザーの場合は、以下のメニューが表示されます： 

 

 
 

管理者ユーザーに表示されるその他のオプションの使用方法については、「管理者ガイド」を参照

してください。 

3.2.6 ツール 

ツールメニューでは、外部の Web サイトを Nagios XI に組み込むことができます。ユーザー固有ま

たはシステム共通のツールを管理できます。 

 

 
 

ツールメニューには２つのサブメニューがあります。 

• マイツール 

• 共通ツール 

3.2.6.1 マイツール 

外部の WEB ページを Nagios XI インターフェースに組み込むことができます。マイツールのリンク

をクリックすると、登録された外部 WEB ページが表示エリアに開きます。マイツールで登録した外

部WEBページは、登録を行ったユーザーのみが利用できます。使用方法については、「ツール」を

お読みください。 

3.2.6.2 共通ツール 

管理者が共通ツールとして登録した外部の WEB ページにアクセスできます。共通ツールのリンク

をクリックすると、登録された外部 WEB ページが表示エリアに開きます。 

 

メモ： 共通ツールは管理者権限を持つユーザーのみが作成できます。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
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3.2.7 ヘルプ 

ヘルプメニューは、Nagios XI サポート情報へのリンクを提供します。 

 

 
 

ヘルプメニューには４つのサブメニューがあります。 

• REST API ドキュメント 

• 開発者向けドキュメント 

• 外部ヘルプリソース 

• ドキュメンテーションガイド 

3.2.7.1 REST API ドキュメント 

Nagios XI の API の使用方法について説明されています。API を使用して Nagios XI のオブジェクト

にアクセスする方法について知りたい場合は、この文書をお読みください。 

 

 

3.2.7.2 開発者向けドキュメント 

Nagios XI インターフェースでカスタムエンドポイントを作成する方法について説明されています。

Nagios XI に API エンドポイントを追加したい場合は、この文書をお読みください。 
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3.2.7.3 外部ヘルプリソース 

外部ヘルプリソースメニューからは、Nagios XI オンラインヘルプを取得できます。 

以下のメニューがあります。 

 

 

ナレッジベース 

Nagios Support Knowledgebase（英語）ページが開きます。 

よくある質問（FAQ） 

Common Problems Articles（英語）ページが開きます。 

サポートフォーラム 

Nagios Support Forum（英語）ページが開きます。Nagios XI 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。 

Nagios ライブラリー 

Nagios Library（英語）ページが開きます。Nagios 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。一部の情報には Nagios 製品のライセンス

を保有している方のみがアクセスできます。 

3.2.7.4 ドキュメンテーションガイド 

ドキュメンテーションガイドメニューからは Nagios XI のユーザーガイドまたは管理者ガイドにアクセ

スできます。 

 

メモ： ユーザー権限レベルのユーザーにはユーザーガイド（英語）へのリンクのみが表示されま

す。管理者権限レベルのユーザーには、ユーザーガイド（英語）と管理者ガイド（英語）へのリンク

が表示されます。 

 

日本語版のガイドは以下から入手できます： 

• ユーザーガイド（本ガイド） 

• 管理者ガイド 

https://support.nagios.com/kb/category.php?id=2
https://support.nagios.com/kb/category.php?id=44
https://support.nagios.com/forum
https://library.nagios.com/
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/guides/user
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/guides/user
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/guides/administrator
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_users_guide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
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3.3 フッタ 

フッタ領域には、バージョン情報、Nagios XI 情報、法情報、コピーライト情報が表示されます。 

 

メモ： 管理者ユーザーには、更新を確認リンクおよび監視情報アイコンが表示されます。 

 

例： ユーザー権限ユーザーのフッタ： 

 
 

例： 管理者権限ユーザーのフッタ： 
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4 アカウント情報 

初めて Nagios XI にログインしたら、まず自分のアカウント設定が適当かどうかを確認しましょう。 

Nagios XI Web インターフェースへログインするためのパスワードやアラート通知を受信したいメー

ルアドレス情報などを変更できます。 

4.1 アカウント情報を確認する 

アカウント情報ページは、画面右上のユーザー名リンクをクリックすると表示されます。 

 

 
 

アカウント情報ページが表示されます。 
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このページで、ユーザーは以下のアカウント情報を修正できます。 

• パスワード 

• 名前 

• メールアドレス 

• 表示言語 

• ユーザインターフェースのテーマ 

• 日付フォーマット 

• 数値フォーマット 

• ログインアラート画面の表示有無 

• ホスト/サービス名の別名表示 

4.2 パスワードを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 新しいパスワードと新しいパスワード（確認）に変更後のパスワードを入力します。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.3 名前を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 名前に新しい名前を入力します。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.4 メールアドレスを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. メールアドレスに新しいメールアドレスを入力します。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.5 表示言語を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 言語ドロップダウンリストから表示したい言語を選択します。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 
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4.6 XIユーザインターフェースのテーマを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. XI ユーザインターフェースのテーマドロップダウンリストから使用したいテーマを選択し

ます。 

 

メモ： デフォルトを指定した場合、管理者が指定したテーマが使用されます。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.7 日付フォーマットを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 日付フォーマットドロップダウンリストから表示したい日付フォーマットを選択します。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.8 数値フォーマットを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 数値フォーマットドロップダウンリストから表示したい数値フォーマットを選択します。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.9 ログインアラート画面の表示・非表示を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. ログインアラート画面を表示するチェックボックスのオン・オフを切り替えます。 

表示したい場合はチェックをオン、表示したくない場合は、チェックをオフにします。 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.10 ホストまたはサービスの表示名の表示・非表示を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. ホストの別名を表示するチェックボックスのオン・オフを切り替えます。表示したい場合

はチェックをオン、表示したくない場合は、チェックをオフにします。 

Step 3. サービスの別名を表示するチェックボックスのオン・オフを切り替えます。表示したい場

合はチェックをオン、表示したくない場合は、チェックをオフにします。 

Step 4. 設定を更新をクリックします。 
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4.11 ヘルプシステムの表示・非表示を変更する 

デフォルトでは各ページに「ヘルプシステム」  アイコンが表示されています。「ヘルプシステ

ム」  アイコンをクリックすると、現在のページの使用方法を解説するビデオ（英語）を閲覧で

きます。 

 

 
 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. ヘルプシステムを有効にするチェックボックスのオン・オフを切り替えます。 

各ページにヘルプ情報を表示したい場合はチェックをオン、表示したくない場合は、チェ

ックをオフにします（デフォルト：チェックあり）。 

 
 

Step 3. 設定を更新をクリックします。 

4.12 ホームページを変更する 

ログイン直後または画面上部の「ホーム」メニュークリック時に表示されるページを変更することが

できます。 

 

注記： 管理者がユーザーによるホームページの変更を許可している場合のみ変更できます。 
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Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 画面右のホームページオプションをクリックします。 

 

Step 3. ホームページ先を変更します。 

 

メモ： ホームダッシュボードを選択した場合、「ダッシュボード > Home Page」ダッシュボ

ードが設定されます。カスタム URL を選択した場合、カスタム URL フィールドで指定した

URL の Web ページが表示されます。 

 

Step 4. 設定を更新をクリックします。 
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5 通知オプション 

アカウント情報の確認が終わったら、次に通知オプションを確認しましょう。 

この通知オプションは Nagios XI がアラート通知を送信する際に参照されます。 

 

メモ： 管理者ユーザーが通知設定をロックしている場合、個人ユーザーは通知オプションを変更

できません。通知オプションを変更する必要があるのに変更できない場合は、管理者にお問い合

わせください。 

 

通知オプションには、以下のメニューがあります： 

 

 

5.1 通知の有効・無効を切り替える 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > 通知設定をクリックします。 

Step 3. 通知ステータスセクションの「通知を有効にする」チェックボックスのオン・オフを切り替え

ます。通知を有効にしたい場合はチェックをオン、無効にしたい場合は、チェックをオフに

します。 

 
 

Step 4. 設定を更新をクリックします 

5.2 メール通知を受信するアラートタイプを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > 通知方法をクリックします。 
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Step 3. メールタブページのメールチェックボックスがオンであることを確認します。 

チェックがついていない場合は、チェックをつけて設定を更新をクリックします。 

 

Step 4. 通知オプション > 通知設定をクリックします。 

Step 5. メールタブページでチェックボックスのオン・オフを切り替えます。受信したいアラートのタ

イプのチェックをオン、受信したくないタイプのチェックをオフにします。 

 

メモ：  のチェックボックスにチェックをつけた場合、優先度「高」のメールが送信され

ます。 

 

Step 6. 設定を更新をクリックします。 

5.3 モバイルテキスト通知を受信するアラートタイプを変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > 通知方法をクリックします。 
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Step 3. モバイルテキストタブページの「携帯電話でテキストアラートを受信する」チェックボック

スがオンであることを確認します。 

チェックがついていない場合は、チェックをつけます。 

Step 4. 携帯電話番号フィールドに携帯電話番号を入力します。 

Step 5. 携帯キャリアドロップダウンリストから携帯キャリアを選択します。 

 

注記： 使用したい携帯キャリアがリストに存在しない場合、管理者に連絡してください。 

 

Step 6. 設定を更新をクリックします。 

Step 7. 通知オプション > 通知設定をクリックします。 

Step 8. モバイルテキスト（SMS）タブページでチェックボックスのオン・オフを切り替えます。受信

したいアラートタイプのチェックをオン、受信したくないタイプのチェックをオフにします。 

 

Step 9. 設定を更新をクリックします。 

5.4 通知を受信する時間帯を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > 通知設定をクリックします。 
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Step 3. 時間範囲タブページで通知を受信したい時間帯（From と To）を指定します。 

 

Step 4. 設定を更新をクリックします。 

5.5 メール通知のメッセージ内容を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > 通知メッセージをクリックします。 

Step 3. メールタブページでホストアラートの件名、ホストアラートのメッセージ、サービスアラート

の件名、サービスアラートのメッセージを編集します。 

 

メモ： 「%」で囲まれたキーワードは変数名です。実際のメールには対応するテキスト文

字に置換されます。 

 

注記： 件名およびメッセージに日本語（２バイト文字）を使用できますが、「%」で囲まれた

変数値は日本語変換されません（英語で表示されます）。 
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メモ： 「デフォルトメッセージにリセットする」ボタンをクリックすると、デフォルトメッセージ

に戻ります。 

 

Step 4. 設定を更新をクリックします。 

5.6 モバイルテキスト通知のメッセージ内容を変更する 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > 通知メッセージをクリックします。 
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Step 3. モバイルテキスト(SMS)タブページでホストアラートの件名、ホストアラートのメッセージ、

サービスアラートの件名、サービスアラートのメッセージを編集します。 

 

メモ： 「%」で囲まれたキーワードは変数名です。実際のメールには対応するテキスト文

字に置換されます。 

 

注記： 件名およびメッセージに日本語（２バイト文字）を使用できますが、「%」で囲まれた

変数値は日本語変換されません（英語で表示されます）。 

 

Step 4. 設定を更新をクリックします。 

5.7 通知機能をテストする 

Nagios XI サーバーからの通知を受信できるかテストできます。 

 

Step 1. 画面右上のユーザー名リンクをクリックします。 

Step 2. 通知オプション > テスト通知を送信をクリックします。 
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Step 3. テスト通知を送信をクリックします。 

 

Step 4. 指定したメールアドレスにテストメールが届いたことを確認します。 

 

メモ： テストメールが届かない場合は、管理者にお問い合わせください。 
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6 監視状況の確認 

IT インフラの監視状況は Nagios XI Web インターフェース上でわかりやすく表示されます。ホスト、

サービスの現在の状況、障害の発生状況をすばやく把握できます。 

6.1 監視状況を閲覧する 

Nagios XI での監視状況はホームメニューから確認できます。 

 

注記： 閲覧権限のあるホスト、サービスのみが表示されます。表示されるはずのホスト、サービス

が表示されない場合は、管理者にご確認ください。 

6.1.1 サマリを確認する 

6.1.1.1 ホスト・サービスの総括サマリを確認する 

ホーム > クイックビュー > タクティカル概要 を選択します。 

6.1.1.2 ホストおよびサービスステータスをバーズアイで確認する 

ホーム > クイックビュー > Birdseye を選択します。 

6.1.1.3 NOC 形式のビューで未解決の障害ホストおよびサービスを確認する 

ホーム > クイックビュー > オペレーションセンター を選択します。 

6.1.1.4 NOC 監視画面でネットワークステータスを確認する 

ホーム > クイックビュー > オペレーション画面 を選択します。 

6.1.2 未解決の障害を確認する 

6.1.2.1 ホストの未解決障害を確認する 

ホーム > クイックビュー > ホストの未解決障害 を選択します。 

 

メモ： 「停止,未到達,未認知,ダウンタイムではない」ホストが表示されます。 

6.1.2.2 サービスの未解決障害を確認する 

ホーム > クイックビュー > サービスの未解決障害 を選択します。 

 

メモ： 「ホスト=稼働,未認知,ダウンタイムではない サービス=警告,不明,クリティカル,未認知,ダウ

ンタイムではない」サービスが表示されます。 
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6.1.3 すべての障害を確認する 

6.1.3.1 ホストの障害を確認する 

ホーム > クイックビュー > すべてのホスト障害 を選択します。 

 

メモ： 「停止,未到達」のホストが表示されます。 

6.1.3.2 サービスの障害を確認する 

ホーム > クイックビュー > すべてのサービス障害 を選択します。 

 

メモ： 「警告,不明,クリティカル」のサービスが表示されます。 

6.1.4 すべてのホスト、サービスを確認する 

6.1.4.1 すべてのホストを確認する 

ホーム > 詳細 > ホスト詳細 を選択します。 

6.1.4.2 すべてのサービスを確認する 

ホーム > 詳細 > サービス詳細 を選択します。 

6.1.5 ステータスを指定してホスト、サービスを確認する 

6.1.5.1 特定のステータスのホストを確認する 

ホストまたはサービスステータスページを開きます。 

 

画面上部にあるホストステータスサマリで確認したいステータスをクリックします。 

 

 
 

選択したステータスのホストのみが一覧表示されます。 

6.1.5.2 特定のステータスのサービスを確認する 

ホストまたはサービスステータスページを開きます。 
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画面上部にあるサービスステータスサマリで確認したいステータスをクリックします。 

 

 
 

選択したステータスのサービスのみが一覧表示されます。 

6.1.6 ホストグループの状況を確認する 

6.1.6.1 ホストグループのサマリを確認する 

ホーム > 詳細 > ホストグループサマリを選択します。 

6.1.6.2 グループ別でホストグループ概要を確認する 

ホーム > 詳細 > ホストグループ概要 を選択します。 

6.1.6.3 ホストとサービスの組み合わせでホストグループの状況を確認する 

ホーム > 詳細 > ホストグループグリッドを選択します。 

6.1.7 サービスグループの状況を確認する 

6.1.7.1 サービスグループのサマリを確認する 

ホーム > 詳細 > サービスグループサマリを選択します。 

6.1.7.2 グループ別でサービスグループ概要を確認する 

ホーム > 詳細 > サービスグループ概要 を選択します。 

6.1.7.3 ホストとサービスの組み合わせでサービスグループの状況を確認する 

ホーム > 詳細 > サービスグループグリッドを選択します。 
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6.1.8 特定のホストグループに所属するホストの状態を確認する 

ホストグループステータスページで  アイコンをクリックします。 

 
 

ホーム > 詳細 > ホストグループサマリ >  アイコンを選択します。 

ホーム > 詳細 > ホストグループ概要 >  アイコンを選択します。 

ホーム > 詳細 > ホストグループグリッド >  アイコンを選択します。 

6.1.9 特定のサービスグループに所属するサービスの状態を確認する 

サービスグループステータスページで  アイコンをクリックします。 

 
 

ホーム > 詳細 > サービスグループサマリ >  アイコンを選択します。 

ホーム > 詳細 > サービスグループ概要 >  アイコンを選択します。 

ホーム > 詳細 > サービスグループグリッド >  アイコンを選択します。 

6.1.10 ビジネスプロセスの状況を確認する 

ホーム > 詳細 > Nagios BPI を選択します。 

6.1.11 サーバーのメトリックを確認する 

ホーム > 詳細 > メトリックを選択します。 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

90 

ジュピターテクノロジー株式会社 

6.1.12 パフォーマンスグラフを確認する 

ホーム > グラフ > パフォーマンスグラフ を選択します。 

 

特定のホストのすべてのパフォーマンスグラフを閲覧したい場合は、閲覧したいホストのグラフを

クリックするか、画面上部にある「ホスト」ドロップダウンリストからホストを選択して「更新」ボタンを

クリックします。 

 

グラフ一覧の上部に、現在の表示グラフ数とレコード総数の情報が表示されます。 

 

 
 

（必要に応じて）ページを移動します。 

グラフの上下にページ指定オプションがあります。 

 

 
 

 

それぞれの機能は以下のとおりです： 

 

 
先頭ページに移動します。 

 
１つ前のページに移動します。 

 
ページ番号を入力して、「Go」をクリックすると、指定したページに

移動します。 

 

件数を選択して、「Go」をクリックすると、1 ページに表示されるレコ

ード件数が変更されます。 

 
１つ後のページに移動します。 

 
最後のページに移動します。 

 

時間範囲でグラフの表示期間を変更できます。 
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時間範囲では、4時間、 24 時間、過去 7日、過去 1ヶ月、過去 1年、カスタムのいずれかを選択

できます。「カスタム」を選択すると、開始日と終了日を任意に指定できます。カレンダーアイコンを

クリックしてカレンダーから日にちを指定できます。時間は手入力が必要です。 

 

 
 

 

指定したカスタム期間条件をクリアするには、画面上部の「日付をリセット」 ボタンをクリックしま

す。 

 

 
 

 

各グラフの右側には４つのアイコンが表示されます。 
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それぞれの機能は以下のとおりです： 

 

アイコン 機能 

 
「ホストステータス詳細」または「サービスステータス詳細」ページ

に遷移します。 

 
「通知」ページに遷移します。選択したホストまたはサービスの過

去 24 時間の通知発生履歴を確認できます。 

 
「ステータス履歴」ページに遷移します。選択したホストまたはサ

ービスの過去 24 時間のステータス履歴を確認できます。 

 

「ホストアベイラビリティ」または「サービスアベイラビリティ」ページ

に遷移します。選択したホストまたはサービスの過去 24 時間の

可用性を確認できます。 

 

グラフの使用法およびその他のアイコンについては、こちらを参照してください。 

6.1.13 その他のグラフを確認する 

6.1.13.1 過去２４時間の上位アラート発生を確認する 

ホーム > グラフ > グラフエクスプローラ > トップアラートプロデューサーを選択します。 

6.1.13.2 ホストのヘルスを円グラフで確認する 

ホーム > グラフ > グラフエクスプローラ > ホストヘルスを選択します。 

6.1.13.3 サービスのヘルスを円グラフで確認する 

ホーム > グラフ > グラフエクスプローラ > サービスヘルスを選択します。 

6.1.13.4 スケール変更可能なパフォーマンスグラフを確認する 

ホーム > グラフ > グラフエクスプローラ > スケーラブルパフォーマンスグラフ を選択します。 

 

グラフオブジェクトでグラフに表示したいホスト、サービス、データタイプを選択します。 
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フィルタオプションで時間範囲を選択するか、カスタム期間を指定します。 

 

 
 

グラフ更新をクリックします。 

 

グラフ上でマウスをかざすとポイントした場所のデータが表示されます。 
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フィルタオプションでは時間範囲として、過去 4 時間、過去 24 時間、過去 48 時間、過去 7 日間、

過去 30 日間、過去 365 日間、カスタムを選択できます。カスタムを選択した場合は、カレンダーボ

タンを使用して開始日時と終了日時を指定できます。 

 

 
 

6.1.13.5 複数期間のパフォーマンスグラフを１つのグラフに表示する 

ホーム > グラフ > グラフエクスプローラ > 積み上げパフォーマンスグラフ を選択します。 

 

グラフオブジェクトでグラフに表示したいホスト、サービス、データタイプを選択します。 

 

 
 

フィルタオプションで期間を選択します。 
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メモ： 期間は、過去 3 日間、過去 3 週間、過去 3 ヶ月から選択できます。 

 

グラフ更新をクリックします。 

 

それぞれの期間と３つの期間範囲の関係は以下のとおりです： 

 

期間 機能 

過去 3 日間  
「24 時間前 ～ 現在」、「48 時間前 ～ 24 時間前」、 

「72 時間前 ～ 48 時間前」 

過去 3 週間  
「７日前 ～ 現在」、「14 日前～7 日前」、「21 日前 ～ 14 日前」 

過去 3 ヶ月間  
「30 日前 ～ 現在」、「60 日前～30 日前」、「90 日前 ～ 60 日前」 

 

フィルタオプションを変更したら、「グラフを更新」をクリックして変更をグラフに反映させてください。 

 

6.1.13.6 複数サービスのパフォーマンスグラフを１つのグラフに積み上げて表示する 

ホーム > グラフ > グラフエクスプローラ > 多重積み上げパフォーマンスグラフ を選択します。 

 

グラフオブジェクトでグラフに表示したいホスト、サービス、データタイプを選択し、グラフに追加す

るをクリックします。グラフに表示したいサービスの数だけこの作業を繰り返します。 
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フィルタオプションで時間範囲またはカスタム期間を選択します。 

 

 
グラフオプションで線種を選択します。 

 

 
 

グラフ更新をクリックします。 

 

グラフ上でマウスをかざすとポイントした場所のデータが表示されます。 

 

フィルタオプションでは表示時間範囲を指定できます。 

 

指定可能な時間範囲は、過去 4 時間、過去 24 時間、過去 48 時間、過去 7 日間、過去 30 日間、

過去 365 日間、カスタムを選択できます。カスタムを選択した場合は、カレンダーボタンを使用して

開始日時と終了日時を指定できます。 
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グラフオプションでは、グラフの表示形式を指定できます。 

エリア（スタック）、エリア、ライン、スプラインのいずれかを指定できます。 

 

 
フィルタオプションおよびグラフオプションを変更した後は、「グラフを更新」をクリックして変更をグ

ラフに反映させてください。 

6.1.14 マップで確認する 

6.1.14.1 ホストおよびサービスステータスの要約ビューを確認する 

ホーム > マップ > BBmap を選択します。 

6.1.14.2 ネットワークステータスのクイックビューを確認する 

ホーム > マップ > Hypermap を選択します。 

6.1.14.3 ホストおよびサービスのハイレベル要約ビューを確認する 

ホーム > マップ > Minemap を選択します。 
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6.1.14.4 Nagvis マップを確認する 

ホーム > マップ > Nagvis を選択します。 

 

ログイン画面で Nagios XI のユーザー名とパスワードを入力してログインします。 

マップを選択します。 

6.1.14.5 バルーンまたはツリーマップでステータスを確認する 

ホーム > マップ > ネットワークステータスマップまたはホーム > マップ > 旧ネットワークステー

タスマップを選択します。 

6.2 監視の詳細情報を確認する 

特定のホストやサービスのリンクをクリックすると、ホストまたはサービスのステータス詳細ページ

が表示されます。ホスト、サービスのステータス詳細画面はさまざまなページから遷移できます。 

6.2.1 特定のホストの詳細情報を確認する 

ホストのステータス詳細ページでは、監視ステータスの詳細、パフォーマンスグラフなどの確認と

いくつかのアクションを実行できます。複数のタブにわかれた画面で表示されます。 

6.2.1.1 概要タブページ 

直近の監視結果、監視ステータスの詳細（監視期間、安定性、前回および次回のチェック日時）、

認知とコメントを確認したり、通知の無効化や即時チェックを実行したりしたい場合は、概要タブを

クリックします。 
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6.2.1.2 パフォーマンスタブページ 

ホストのパフォーマンスグラフを確認したい場合は、パフォーマンスグラフ タブを選択しま

す。 

 

 

6.2.1.3 詳細タブページ 

ステータス、ステータスの種類（ソフト or ハード）、試行回数、チェック遅延、実行時間など監視の

詳細情報を確認したい場合や、ホストの状態の確認やアクション実行（開始、停止）、コメント追加、

ダウンタイムのスケジュール、パッシブチェック結果の送信、カスタム通知の送信、次回の通知の

遅延を設定したい場合は、詳細  タブをクリックします。 

 

注記： 「詳細」タブは、「高度な機能にアクセスできる」権限を持つユーザーにのみ表示されます。 
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6.2.1.4 キャパシティプランニングタブページ 

過去の監視結果をもとに将来のリソース消費を分析したい場合は、キャパシティプランニングタブ

をクリックします。 

 

メモ： この機能は Enterprises エディションでのみ使用できます。 

 

 
 

メモ：  アイコンをクリックして時間範囲や推定方式（アルゴリズム）を変更できます。 
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Nagios Network Analyzerと連携利用している場合、ネットワークトラフィック分析タブでネットワーク

のトラフィックデータに関する情報を確認できます。 

6.2.2 特定のサービスの詳細情報を確認する 

サービスのステータス詳細ページでは、監視ステータスの詳細、パフォーマンスグラフなどの確認

といくつかのアクションを実行できます。ホストの詳細ページ同様、複数のタブにわかれた画面で

表示されます。 

6.2.2.1 概要タブページ 

直近の監視結果、監視ステータスの詳細（監視期間、安定性、前回および次回のチェック日時）、

対応とコメントを確認したり、通知の無効化や即時チェックを実行したりしたい場合は、概要タブを

クリックします。 
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6.2.2.2 パフォーマンスグラフタブページ 

サービスのパフォーマンスグラフを確認したい場合は、  タブを選択します。 

 

 
 

6.2.2.3 詳細タブページ 

ステータス、ステータスの種類（ソフト or ハード）、試行回数、チェック遅延、実行時間など監視の

詳細情報を確認確認したい場合や、サービスの状態の確認やアクション実行（開始、停止）、コメ

ント登録、ダウンタイムのスケジュール、パッシブチェック結果の送信、カスタム通知の送信、次回

の通知の遅延を設定したい場合は、詳細タブをクリックします。 

 

注記： 「詳細」タブは「高度な機能にアクセスできる」権限を持つユーザーにのみ表示されます。 
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6.2.2.4 キャパシティプランニングタブページ 

過去の監視結果をもとに将来のリソース消費を分析したい場合は、キャパシティプランニングタブ

をクリックします。 

 

メモ： この機能は Enterprises エディションでのみ使用できます。 

 

 
 

メモ：  アイコンをクリックして時間範囲や推定方式（アルゴリズム）を変更できます。 

 

 
 

Nagios Network Analyzer と連携利用している場合、  タブでネットワークのトラフィックデー

タに関する情報を確認できます。 

6.3 ログを確認する 

ログから過去のイベントや通知を検索し特定することができます。 

6.3.1 イベントログを確認する 

次のいずれかの方法でイベントログを確認できます。 

 

注記： イベントログページへは「監視エンジンを表示/制御できる」権限を持つユーザーのみアク

セスできます。 
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6.3.1.1 Nagios XI 形式での表示 

ホーム > 監視プロセス > イベントログを選択します。 

 

画面上部の「期間」ドロップダウンリストを使用することで、表示するイベントログ時間範囲を

指定できます。 

 

 
 

それぞれの「期間」で指定される期間範囲は以下のとおりです： 

 

期間 説明 

今日 本日の 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

過去 24 時間 現在時刻から 24 時間前 から 現在時刻まで 

昨日 昨日の 00:00:00 から 本日の 00:00:00 まで 

今週 日曜 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

今月 同月 １日 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

今四半期 本日が含まれる四半期開始月 １日 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

今年 同年 １月１日 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

前週 １週前の日曜 00:00:00 から 直近の日曜 00:00:00 まで 

前月 １ヶ月前の月の１日 00:00:00 から 現在の月の１日 00:00:00 まで 

前四半期 
前の四半期開始月 １日 00:00:00 から 本日が含まれる四半期開始月  

１日 00:00:00 まで 

前年 1 年前の１月１日 00:00:00 から 本年の１月１日 00:00:00 まで 

カスタム 
From フィールドと To フィールドが表示されます。 

From フィールドに開始日時、To フィールドに終了日時を指定できます。 
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画面右の「検索...」ボックスにキーワードを入力して「Enter」キーを押下すると、入力文字列を含む

イベントログ情報が表示されます。 

 

メモ： 「情報」に含まれる文字を対象に絞り込みができます。 

 

 
 

画面右のボタンを使用することで、現在の絞り込み条件を保存したり、ダウンロードしたりすること

ができます。 

 

 
 

アイコン 機能 

 

「マイレポート」に追加します。 

マイレポートに追加すると、「レポート -> マイレポート」メニューから 

ダイレクトに現在の絞り込み条件で通知履歴を確認できます。 

 
指定した関係者にこのレポートを定期的にメール添付できます。 

注記： この機能は Enterprise エディションでのみ使用できます。 

 
指定した関係者にこのレポートをメール送信できます。 

 

ファイル形式を選択して結果をローカルにダウンロードできます。 

6.3.1.2 レガシー（Nagios Core）形式での表示 

レポート > レガシーレポート > イベントログを選択します。 

6.3.2 通知ログを確認する 

次のいずれかの方法で、通知ログを確認できます。 

• ホーム > インシデント管理 > 通知 を選択 

• レポート > 利用可能なレポート > 通知 を選択 
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• 画面上の  アイコンをクリック 

 アイコンは、ホスト、サービスの詳細ページやパフォーマンスグラフページにあります。 

画面上部の「期間」および「制限」を使用することで、一覧表示するデータを絞り込むことができま

す。 

 

 
 

「期間」ドロップダウンリストでは、通知が送信された期間を指定できます。 

デフォルトでは、「過去 24 時間」の通知履歴が表示されます。 

 

制限では、対象のホスト、サービス、ホストグループ、サービスグループを指定できます。「ホスト」

ドロップダウンリストから任意のホストを選択すると、サービス選択用のドロップダウンリストが表

示されます。「すべてのサービス」、選択したホストに関連付けられているサービスが表示されます。

このホストのすべてのサービスの通知履歴を確認したい場合は「すべてのサービス」、このホスト

の任意のサービスの通知履歴を確認したい場合はサービスを選択します。 

 

 
 

特定のホストグループまたはサービスグループの通知履歴を確認したい場合は、「ホストグルー

プ」または「サービスグループ」ドロップダウンリストからグループを選択します。 

 

メモ： ホスト、ホストグループ、サービスグループは同時に選択できません。 

 

 
 

画面右の「検索...」ボックスにキーワードを入力して「Enter」キーを押下すると、入力文字列を含む

通知情報が表示されます。 

 

メモ： ホスト名、サービス名、状態（WARNING, OK など）、連絡先に含まれる文字を対象に絞り込

みができます。 
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結果一覧の上部に、現在の表示件数とレコード総数の情報が表示されます。 

 

 
 

グラフの上下にページ指定オプションがあります。 

 
 

それぞれの機能は以下のとおりです： 

 

 
先頭ページに移動します。 

 
１つ前のページに移動します。 

 
１つ後のページに移動します。 

 
最後のページに移動します。 

 

件数を選択すると、1 ページに表示されるレコード件数が変更されま

す。 

 
ページ番号を入力して「Enter」を押下すると、指定したページに移動し

ます。 

6.3.3 ステータス履歴を確認する 

次のいずれかの方法で、ステータス履歴を確認できます。 

• レポート > 利用可能なレポート > ステータス履歴 を選択 

• 画面上の  アイコンをクリック 

 アイコンは、ホスト、サービスの詳細ページやホストグラフページにあります。 
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7 障害認知 

Nagios XI が障害を検出するとアラートを通知します。アラートは指定した関係者へメールで通知さ

れます。Nagios XI Web インターフェース上からアラートの発生履歴を確認したり、障害へ認知状況

を確認したり認知済みコメントを登録したりすることができます。 

 

障害を認知済みにすることで、以降のアラート通知メールを一時的に停止することができます（現

在のステータスが変化すると通知メールが再開します）。 

7.1 最新アラートを確認する 

ホーム > インシデント管理 > 最新アラートを選択します。 

 

画面上部の「制限」を使用することで、一覧表示するデータを絞り込むことができます。 

 

 
 

「ホスト」ドロップダウンリストから任意のホストを選択すると、サービス選択用のドロップダウンリス

トが表示されます。「すべてのサービス」、「ホストのみ」、選択したホストに関連付けられているサ

ービスが表示されます。ホストのみのアラートを確認したい場合は「ホストのみ」、このホストのす

べてのサービスのアラートを確認したい場合は「すべてのサービス」、このホストの任意のサービ

スのアラートを確認したい場合はサービスを選択します。 

 

 
 

特定のホストグループまたはサービスグループのアラートを確認したい場合は、「ホストグループ」

または「サービスグループ」ドロップダウンリストからグループを選択します。 

 

メモ： ホスト、ホストグループ、サービスグループは同時に選択できません。 

 

 
 

「MAX アイテム」欄で取得したい最大結果件数（ソース数）を指定し、「更新」ボタンを押します。最

も新しいアラートが一番上に表示されます（降順ソート）。 

 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

109 

ジュピターテクノロジー株式会社 

7.2 障害を認知済みにする 

障害を認知済みステータスにすると、ホストまたはサービスのステータスが現在のステータスから

変化するまで、この障害への通知が一時的に無効になります。 

 

障害を認知済みステータスにする方法はいくつかあります。 

ここでは特定のホストまたはサービスの障害を認知済みにする手順を説明します。 

7.2.1 アラート通知メールから対応済みステータスにする 

Step 1. アラートメールの本文に含まれる Respond URL をクリックして、Nagios Rapid Response

にアクセスします。 

Step 2. アクションのリストから認知を選択します。 

 

Step 3. コメントを入力します。 

Step 4. Go をクリックします。 

7.2.2 ホストまたはサービスの詳細ページから認知済みステータスにする 

Step 1. ホストまたはサービスのステータス詳細ページを開きます。 

Step 2. 概要タブページでこの障害は対応済みにするをクリックします。 
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Step 3. コメントを入力します。 

 

 

 

メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 

• スティッキー認知: 有効な場合、復旧するまで通知が無効になります。 

• 通知を送信: 有効な場合、関係者に認知済みの通知が送信されます。 

• 永続コメント: 有効な場合、認知済み状態が消えた後もコメントが残ります。 

Step 4. 実行をクリックします。 

Step 5. ホスト注記（サービスの場合はサービス注記）に「障害は認知済みです」というメッセージ

が表示されます。コメントを入力した場合は、認知とコメント欄に入力したコメントが表示

されます。 

 
 

認知済みの障害には アイコンが表示されます。 
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7.3 通知を無効にする 

通知を無効にすると、この障害への通知が行われなくなります。 

 

通知を無効にする方法はいくつかあります。 

7.3.1 アラート通知メールから対応済みステータスにする 

Step 1. アラートメールの本文に含まれる Respond URL をクリックして、Nagios Rapid Response

にアクセスします。 

Step 2. アクションのリストから通知を無効にするを選択します。 

 

Step 3. Go をクリックします。 

7.3.2 ホストまたはサービスの詳細ページから通知を無効にする 

Step 1. ホストまたはサービスのステータス詳細ページを開きます。 

Step 2. 概要タブページで通知を無効にするをクリックします。 

 
 

Step 3. ホスト注記または Service Notes に「ホスト（サービス）通知は無効です」というメッセージ

が表示されます。 
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通知が無効のホストまたはサービスには アイコンが表示されます。 

 

7.4 複数の障害を一括で認知済みにする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 一括認知を選択します。 
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Step 2. コマンドタイプリストから認知または認知とダウンタイムスケジュールを選択します。 

 

メモ： 認知とダウンタイムスケジュールを選択した場合、障害を認知済みにし、かつ時

間（分）で指定した期間ダウンタイムがスケジュールされます。 

Step 3. コメントを入力します。 

Step 4. 対応済みにしたいサービス障害にチェックをつけます。 

Step 5. 必要に応じて Sticky、通知、永続のチェックをつけます。 

メモ：  

• Sticky: 有効な場合、サービスが復旧するまで通知が無効になります。 

• 通知: 有効な場合、関係者に対応済みの通知が送信されます。 

• 永続: 有効な場合、対応済み状態が消えた後もコメントが残ります。 

Step 6. コマンドを実行をクリックします。 

7.5 障害の認知済みを削除する 

障害の認知済みを削除すると、この障害に関するアラート通知が再開されます。 

 

Step 1. 障害の認知済みマークを削除したいホストまたはサービスのステータス詳細ページを開

きます。 

Step 2. 詳細タブを選択します。 

Step 3. コマンドセクションで、障害の認知済みを削除をクリックします。 

 

Step 4. 実行をクリックします。 
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8 ダウンタイムスケジュール 

ダウンタイムのスケジュール期間は、障害への通知が無効になります。スケジュール期間が終了

すると、Nagios XI は通常通りアラートを通知します。 

8.1 設定済みのダウンタイムスケジュールを確認する 

ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジュールを選択します。 

設定済みのダウンタイムスケジュールが表示されます。 

 

 
 

設定済みのダウンタイムスケジュールが表示されます。現在有効な（ダウンタイム中の）ダウンタ

イムには「有効」欄に「Yes」が表示されます。 

 

リフレッシュ  アイコンをクリックすると、画面がリフレッシュし、最新情報が表示されます。 

 

定期的なダウンタイムスケジュールは、ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムから

確認できます。 

 

 

8.2 ホストに対してダウンタイムをスケジュールする 

ここでは特定のホストに対してダウンタイムをスケジュールする手順を説明します。 

8.2.1 アラート通知メールからダウンタイムをスケジュールする 
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Step 1. アラートメールの本文に含まれる Respond URL をクリックして、Nagios Rapid Response

にアクセスします。 

Step 2. アクションのリストからダウンタイムスケジュールを選択します。 

 

Step 3. コメント（必須）と期間（分）を入力します。 

Step 4. Go をクリックします。 

8.2.2 ホストの詳細ページからダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホストのステータス詳細ページを開きます。 

Step 2. 詳細  タブページでダウンタイムをスケジュールするまたはこのホストのすべて

のサービスにダウンタイムをスケジュールするをクリックします。 

 

メモ： ダウンタイムをスケジュールするを選択した場合は現在のホストのみにダウンタイ

ムが設定されます。このホストのすべてのサービスにダウンタイムをスケジュールする

を選択した場合は、ホストと関連するすべてのサービスにダウンタイムが設定されます。 
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Step 3. コメント、開始日時、終了日時を入力します。 

 
 

メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 

• トリガ: ダウンタイムをトリガーする他のダウンタイムスケジュールを指定します。（デ

フォルト： なし） 

• タイプ: 開始日時、終了日時に指定した期間有効にする場合は 固定 を指定しま

す。（デフォルト： 固定） 

• 期間: （タイプで「フレキシブル」を選択した場合のみ）ホストまたはサービスがOK以

外のステータスになってから（開始日時、終了日時に）指定した期間の間、ダウンタ

イムを継続します。この設定は固定タイプが選択されている場合は無効です。 

• 子ホスト: （「ダウンタイムをスケジュールする」リンクを選択した場合のみ）子のホス

トに対して何も行わない場合は、「子ホストに何もしない」を選択します。すべての子

ホストに対してダウンタイムをトリガーしたい場合は、「すべての子ホストについてト

リガダウンタイムをスケジュールする」を選択します。すべての子ホストに対して非ト

リガーのダウンタイムをスケジュールしたい場合は、「すべての子ホストについて非

トリガダウンタイムをスケジュールする」を選択します。 

Step 4. 実行をクリックします。 

Step 5. ホスト注記に「ダウンタイムがスケジュールされています」というメッセージが表示されま

す。コメントを入力した場合は、ダウンタイムスケジュールページの「コメント」欄に入力し

たコメントが表示されます。 
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ダウンタイムがスケジュールされたホストには アイコンが表示されます。 

8.2.3 ダウンタイムスケジュールページからダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. 「ダウンタイムスケジュール -> ホスト（複数可）」を選択します。 

 

Step 3. 左側のリストからホスト（複数可）を選択して「選択を追加する」をクリックします。 

選択したホストが「選択済みホスト」欄に移動します。 
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Step 4. コメント、開始時間、終了時間 を指定します。 

 
 

メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 

• トリガ: ダウンタイムをトリガーする他のダウンタイムスケジュールを指定します。（デ

フォルト： なし） 

• タイプ: 開始日時、終了日時に指定した期間有効にする場合は 「固定」を指定しま

す。（デフォルト： 「固定」） 

• 期間: （タイプで「フレキシブル」を選択した場合のみ表示） ホストまたはサービスが

OK 以外のステータスになってから（開始日時、終了日時の間）指定した期間の間、

ダウンタイムを継続します。この設定は「固定」タイプが選択されている場合は無効

です。 

• 子ホスト: 子のホストに対して何も行わない場合は、「子ホストに何もしない」を選択

します。すべての子ホストに対してダウンタイムをトリガーしたい場合は、「すべての

子ホストについてトリガダウンタイムをスケジュールする」を選択します。すべての子

ホストに対して非トリガーのダウンタイムをスケジュールしたい場合は、「すべての子

ホストについて非トリガダウンタイムをスケジュールする」を選択します。 

Step 5. 「スケジュール」をクリックします。 

Step 6. 作成したダウンタイムが表示されます。 

メモ： 画面に表示されない場合は、  をクリックして画面をリフレッシュさせてください。 

8.3 サービスに対してダウンタイムをスケジュールする 

ここでは特定のサービスに対してダウンタイムをスケジュールする手順を説明します。 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

119 

ジュピターテクノロジー株式会社 

8.3.1 アラート通知メールからダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. アラートメールの本文に含まれる Respond URL をクリックして、Nagios Rapid Response

にアクセスします。 

Step 2. アクションのリストからダウンタイムスケジュールを選択します。 

 

Step 3. コメント（必須）と期間（分）を入力します。 

Step 4. Go をクリックします。 

8.3.2 サービスのステータス詳細ページからダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. サービスのステータス詳細ページを開きます。 

Step 2. 詳細タブページでダウンタイムをスケジュールするをクリックします。 

 

Step 3. ダウンタイムスケジュールページでコメント、開始時間、終了時間 を入力します。 
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メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 

• トリガ: ダウンタイムをトリガーする他のダウンタイムスケジュールを指定します。（デ

フォルト： なし） 

• タイプ: 開始日時、終了日時に指定した期間有効にする場合は 固定 を指定しま

す。（デフォルト： 固定） 

• 期間: （タイプで「フレキシブル」を選択した場合のみ）サービスが OK 以外のステー

タスになってから（開始日時、終了日時に）指定した期間の間、ダウンタイムを継続

します。この設定は固定タイプが選択されている場合は無効です。 

Step 4. 実行をクリックします。 

Step 5. Service Notes に「ダウンタイムがスケジュールされています」というメッセージが表示さ

れます。対応とコメント欄にコメントが表示されます（英語）。入力したコメントは、ダウンタ

イムスケジュールページの「コメント」欄に表示されます。 

 
 

ダウンタイムがスケジュールされたサービスには アイコンが表示されます。 
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8.3.3 ダウンタイムスケジュールページからダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. 「ダウンタイムスケジュール -> サービス（複数可）」を選択します。 

 

Step 3. 左側の一覧からダウンタイムを設定したいサービスを選択して「選択を追加する」をクリ

ックします。 

 

Step 4. コメント、開始時間、終了時間 を指定します。 

 
 

メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 
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• トリガ: ダウンタイムをトリガーする他のダウンタイムスケジュールを指定します。（デ

フォルト： なし） 

• タイプ: 開始日時、終了日時に指定した期間有効にする場合は 「固定」 を指定し

ます。（デフォルト： 「固定」） 

• 期間: （タイプで「フレキシブル」を選択した場合のみ表示） サービスが OK 以外の

ステータスになってから（開始日時、終了日時の間）指定した期間の間、ダウンタイ

ムを継続します。この設定は「固定」タイプが選択されている場合は無効です。 

Step 5. 「スケジュール」をクリックします。 

Step 6. 作成したダウンタイムが表示されます。 

メモ： 画面に表示されない場合は、  をクリックして画面をリフレッシュさせてください。 

8.4 ホストグループに対してダウンタイムをスケジュールする 

メモ： 現バージョンではホストグループに対してダウンタイムをスケジュールするためのインターフ

ェースは英語（Nagios Core インターフェイス）となっています。 

 

Step 1. ホストグループステータスページを開きます。 

メモ： ホストグループステータスページは、ホーム > 詳細 > ホストグループサマリ、ホ

ーム > 詳細 > ホストグループ概要、ホーム > 詳細 > ホストグループグリッドのいず

れかの方法で表示できます。 

Step 2. ダウンタイムをスケジュールしたいホストグループの  アイコンをクリックします。 

 

Step 3. Hostgroupページで Schedule downtime for all hosts in this hostgroup（このホストグルー

プのすべてのホストにダウンタイムをスケジュールする）または Schedule downtime for 

all services in this hostgroup（このホストグループのすべてのサービスにダウンタイムを

スケジュールする）をクリックします。 
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Step 4. Comment（コメント）、Start Time（開始日時）、End Time（終了日時）を指定します。 

 
 

メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 

• Type: Start Time（開始日時）、End Time（終了日時）に指定した期間有効にする場

合は Fixed を指定します。（デフォルト： Fixed） 

• If Flexible, Duration: Type で Flexible を選択した場合、ホストまたはサービスが OK

以外のステータスになってから（Start Time、End Time の間）指定した期間の間、ダ

ウンタイムを継続します。この設定は Fixed タイプが選択されている場合は無効で

す。 

• Schedule Downtime For Hosts Too: （「Schedule downtime for all services in this 

hostgroup」リンクを選択した場合のみ）ホストに対してもダウンタイムをスケジュール

したい場合は、チェックをつけます。 

Step 5. Commit をクリックします。 

Step 6. Done をクリックします。 
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メモ： 設定したダウンタイムスケジュールは、ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジ

ュール > ホストタブページから確認できます。 

8.5 サービスグループに対してダウンタイムをスケジュールする 

メモ： 現バージョンではホストグループに対してダウンタイムをスケジュールするためのインターフ

ェースは英語（Nagios Core インターフェイス）となっています。 

 

Step 1. サービスグループステータスページを開きます。 

メモ： サービスグループステータスページは、ホーム > 詳細 > サービスグループサマ

リ、ホーム > 詳細 > サービスグループ概要、ホーム > 詳細 > サービスグループグ

リッドのいずれかの方法で表示できます。 

Step 2. ダウンタイムをスケジュールしたいサービスグループの  アイコンをクリックします。 

 

Step 3. Servicegroup ページで Schedule downtime for all hosts in this servicegroup（このサービ

スグループのすべてのホストにダウンタイムをスケジュールする）または Schedule 

downtime for all services in this servicegroup（このサービスグループのすべてのサービ

スにダウンタイムをスケジュールする）をクリックします。 

 

Step 4. Comment（コメント）、Start Time（開始日時）、End Time（終了日時）を指定します。 
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メモ： 必要に応じて以下のオプションを設定します。 

• Type: Start Time（開始日時）、End Time（終了日時）に指定した期間有効にする場

合は Fixed を指定します。（デフォルト： Fixed） 

• If Flexible, Duration: Type で Flexible を選択した場合、ホストまたはサービスが OK

以外のステータスになってから（Start Time、End Time の間）指定した期間の間、ダ

ウンタイムを継続します。この設定は Fixed タイプが選択されている場合は無効で

す。 

• Schedule Downtime For Hosts Too: （「Schedule downtime for all services in this 

servicegroup」リンクを選択した場合のみ）ホストに対してもダウンタイムをスケジュ

ールしたい場合は、チェックをつけます。 

Step 5. Commit をクリックします。 

Step 6. Done をクリックします。 

メモ： 設定したダウンタイムスケジュールは、ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジ

ュール > サービスタブページから確認できます。 

8.6 定期的なダウンタイムをスケジュールする 

サービスや機器の停止を伴うメンテナンス作業を定期的に実施するような場合は、ダウンタイムス

ケジュールを定期設定しておくと便利です。 

8.6.1 ホストに定期的なダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. ホストタブを選択し、スケジュールの追加をクリックします。 
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Step 3. 必要な情報を入力します。 

• ホスト： ダウンタイムをスケジュールしたいホスト名を指定します。 

• サービス： このホストのすべてのサービスにもダウンタイムをスケジュールしたい場

合は、チェックをつけます。 

• コメント： コメントを入力します。 

• 開始時間： ダウンタイムの開始時間を 24 時間形式で指定します。 

• 期間： ダウンタイムの継続時間を分で指定します。 

• 曜日： スケジュールを実行したい曜日を指定します。選択がない場合は、毎日実行

されます。 

• 日にち： スケジュールを実行したい日にちをカンマ区切りで指定します。曜日と日に

ちを両方指定した場合は、両方の条件が一致した場合に有効になります。 

 

Step 4. スケジュールを送信をクリックします。 

8.6.2 サービスに定期的なダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. サービスタブを選択し、スケジュールの追加をクリックします。 
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Step 3. 必要な情報を入力します。 

• ホスト： ダウンタイムをスケジュールしたいホスト名を指定します。 

• サービス： ダウンタイムをスケジュールしたいサービス名を指定します。 

• コメント： コメントを入力します。 

• 開始時間： ダウンタイムの開始時間を 24 時間形式で指定します。 

• 期間： ダウンタイムの継続時間を分で指定します。 

• 曜日： スケジュールを実行したい曜日を指定します。選択がない場合は、毎日実行

されます。 

• 日にち： スケジュールを実行したい日にちをカンマ区切りで指定します。曜日と日に

ちを両方指定した場合は、両方の条件が一致した場合に有効になります。 

 

Step 4. スケジュールを送信 をクリックします。 
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8.6.3 ホストグループに定期的なダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. ホストグループタブを選択し、スケジュールの追加をクリックします。 

Step 3. 必要な情報を入力します。 

• ホストグループ： ダウンタイムをスケジュールしたいホストグループ名を指定しま

す。 

• サービス： このホストグループのすべてのサービスにもダウンタイムをスケジュー

ルしたい場合は、チェックをつけます。 

• コメント： コメントを入力します。 

• 開始時間： ダウンタイムの開始時間を 24 時間形式で指定します。 

• 期間： ダウンタイムの継続時間を分で指定します。 

• 曜日： スケジュールを実行したい曜日を指定します。選択がない場合は、毎日実行

されます。 

• 日にち： スケジュールを実行したい日にちをカンマ区切りで指定します。曜日と日に

ちを両方指定した場合は、両方の条件が一致した場合に有効になります。 

 

Step 4. スケジュールを送信 をクリックします。 
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8.6.4 サービスグループに定期的なダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. サービスグループタブを選択し、スケジュールの追加をクリックします。 

Step 3. 必要な情報を入力します。 

• サービスグループ： ダウンタイムをスケジュールしたいサービスグループ名を指定

します。 

• コメント： コメントを入力します。 

• 開始時間： ダウンタイムの開始時間を 24 時間形式で指定します。 

• 期間： ダウンタイムの継続時間を分で指定します。 

• 曜日： スケジュールを実行したい曜日を指定します。選択がない場合は、毎日実行

されます。 

• 日にち： スケジュールを実行したい日にちをカンマ区切りで指定します。曜日と日に

ちを両方指定した場合は、両方の条件が一致した場合に有効になります。 

 

Step 4. スケジュールを送信 をクリックします。 
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8.6.5 既存の定期的なダウンタイムスケジュールを編集する 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. サービスのダウンタイムスケジュールを編集したい場合は「サービス」タブ、 

ホストグループのダウンスケジュールを編集したい場合は「ホストグループ」タブ、 

サービスグループのダウンスケジュールを編集したい場合は「サービスグループ」タブ 

を選択します。 

Step 3. 編集したい定期的なダウンタイムスケジュールのアクション欄の をクリックします。 

 
 

定期的なダウンタイムスケジュールの編集画面が開きます。 

 

メモ： ホスト、サービス、ホストグループ、サービスグループは編集できません。一度削

除してから新しいダウンタイムスケジュールを作成してください。 

 

Step 4. 編集が完了したら、「スケジュールを送信」をクリックします。 

8.7 複数の障害に対して一括でダウンタイムをスケジュールする 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 一括認知を選択します。 

Step 2. コマンドタイプリストからダウンタイムスケジュールまたは認知とダウンタイムスケジュー

ルを選択します。 

 

メモ： 認知とダウンタイムスケジュールを選択した場合、障害が認知済みになります。 

 

Step 3. 時間（mn）にダウンタイム期間（分）を入力します。 
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Step 4. コメントを入力します。 

Step 5. ダウンタイムを設定したいサービス障害にチェックをつけます。 

Step 6. （認知とダウンタイムスケジュールを選択した場合は）必要に応じて Sticky、通知、永続

のチェックをつけます。 

メモ：  

• Sticky: 有効な場合、サービスが復旧するまで通知が無効になります。 

• 通知: 有効な場合、関係者に対応済みの通知が送信されます。 

• 永続: 有効な場合、対応済み状態が消えた後もコメントが残ります。 

Step 7. コマンドを実行をクリックします。 

 

しばらくすると、ダウンタイムの一覧が画面下部に表示されます。スケジュールしたダウ

ンタイムは ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジュール ページからも確

認できます。 

8.8 既存のダウンタイムスケジュールを削除する 

8.8.1 特定のダウンタイムスケジュールを削除する 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > ダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. サービスのダウンタイムスケジュールを削除したい場合は、「サービス」タブを選択して、

サービスタブページを開きます。 

Step 3. 削除したいダウンタイムスケジュールのアクション欄の をクリックします。 

 

8.8.2 定期的なダウンタイムスケジュールを削除する 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 定期的なダウンタイムスケジュールを選択します。 

Step 2. サービスのダウンタイムスケジュールを削除したい場合は「サービス」タブ、 

ホストグループのダウンスケジュールを削除したい場合は「ホストグループ」タブ、 

サービスグループのダウンスケジュールを削除したい場合は「サービスグループ」タブ 

を選択します。 

Step 3. 削除したい定期的なダウンタイムスケジュールのアクション欄の をクリックします。 
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8.8.3 複数のダウンタイムスケジュールを一括で削除する 

Step 1. ホーム > インシデント管理 > 一括認知を選択します。 

Step 2. 画面下部の「一括ダウンタイム削除」セクションで、ダウンタイムスケジュールを削除した

いサービスのチェックボックスを選択します。 

 

Step 3. ダウンタイムを削除をクリックします。 
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9 レポート 

Nagios XI にはレポート機能があります。レポート内容を PDF や CSV ファイルでダウンロードしたり、

関係者へメール添付したり、（Enterprise エディションであれば）スケジュールを指定して定期的に

メール添付したりすることができます。 

9.1 レポートを閲覧する 

Step 1. 画面上部の「レポート」メニューを選択します。 

Step 2. 利用可能なレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

Step 3. 必要に応じて期間を指定します。 

 
 

それぞれの「期間」で指定される期間範囲は以下のとおりです： 

 

期間 説明 

今日 本日の 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

過去 24 時間 現在時刻から 24 時間前 から 現在時刻まで 

昨日 昨日の 00:00:00 から 本日の 00:00:00 まで 

今週 日曜 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

今月 同月 １日 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

今四半期 本日が含まれる四半期開始月 １日 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

今年 同年 １月１日 00:00:00 から 本日の現在時刻まで 

前週 １週前の日曜 00:00:00 から 直近の日曜 00:00:00 まで 

前月 １ヶ月前の月の１日 00:00:00 から 現在の月の１日 00:00:00 まで 
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前四半期 
前の四半期開始月 １日 00:00:00 から 本日が含まれる四半期開始月  

１日 00:00:00 まで 

前年 1 年前の１月１日 00:00:00 から 本年の１月１日 00:00:00 まで 

カスタム 
From フィールドと To フィールドが表示されます。 

From フィールドに開始日時、To フィールドに終了日時を指定できます。 

 

Step 4. 必要に応じて制限を指定します。 

「ホスト」ドロップダウンリストから任意のホストを選択すると、サービス選択用のドロップ

ダウンリストが表示されます。「すべてのサービス」、選択したホストに関連付けられてい

るサービスが表示されます。 

Step 5. 実行をクリックします。 

9.1.1 ホストまたはサービスの可用性レポートを閲覧する 

レポート > アベイラビリティレポートを選択します。 

9.1.2 要約レポートを閲覧する 

レポート > エグゼクティブサマリ を選択します。 

9.1.3 SLAレポートを閲覧する 

レポート > SLA レポート を選択します。 

 

使用方法については「SLA レポートの生成手順」をお読みください。 

9.1.4 ステータス履歴レポートを閲覧する 

レポート > ステータス履歴 を選択します。 

 

メモ： 期間、制限に加えて、「状態」（ソフト / ハード）、「ホスト/サービス」を指定できます。 

 

 
 

結果は一覧表示されます。ページオプションについてはこちらを参照してください。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_generating-sla-reports.pdf
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9.1.5 アラート発生の多いホスト、サービスをレポートする 

レポート > トップアラートプロデューサー を選択します。 

 

メモ： 期間、制限に加えて、「状態」（ソフト / ハード） を指定できます。 

 

 

9.1.6 アラート発生状況を時間別/曜日別/日にち別/月別グラフで閲覧する 

レポート > アラートヒストグラム を選択します。 

 

メモ： 期間、制限に加えて、「グループ化」（時刻、曜日、日にち、月別）、「状態」（ソフト / ハード） 

を指定できます。 

 

 

9.1.7 通知の履歴レポートを閲覧する 

レポート > 通知 を選択します。 

 

メモ： 期間、制限に加えて、検索機能を使用できます。 

 

 
 

結果は一覧表示されます。ページオプションについてはこちらを参照してください。 

9.1.8 イベントログレポートを閲覧する 

レポート > イベントログ を選択します。 

 

メモ： 期間選択と検索機能を使用できます。 

 

 
 

結果は一覧表示されます。ページオプションについてはこちらを参照してください。 



 

 
Nagios XI ユーザーガイド 

Rev. 3.2 

136 

ジュピターテクノロジー株式会社 

9.1.9 キャパシティプランニングレポートを閲覧する 

レポート > キャパシティプランニング を選択します。 

 

期間、制限、推定方法（）を選択して「実行」をクリックします。 

 

「期間」オプションでは、１週間、２週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年のいずれかを指定できます。 

 

「推定方式」オプションでは、Holt-Winters, Liner Fit, Quadratic Fit, Cubic Fit のいずれかを指定で

きます。 

 

 
 

使用方法については「How To Use Capacity Planning（英語）」をお読みください。 

 

メモ： このレポートは Enterprise エディションでのみ使用できます。 

9.1.10 帯域使用レポートを閲覧する 

レポート > 帯域使用 を選択します。 

 

「レポート表示」ドロップダウンリストから閲覧したいレポートを選択して、Run をクリックします。 

 

 
 

「すべての利用可能なレポートを見る」をクリックすると、閲覧可能な帯域使用レポートが一覧表示

されます。 

 

「レポートの表示」リンクをクリックすると、選択した帯域使用レポートが表示されます。 

 

 

9.1.11 ネットワークレポートを閲覧する 

レポート > ネットワークレポート を選択します。 

 

メモ： このレポートを使用するには、Nagios Network Analyzer の統合利用が必要です。 

http://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/How_To_Use_Capacity_Planning.pdf
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9.1.12 ネットワーククエリを閲覧する 

レポート > ネットワーククエリ を選択します。 

 

メモ： このレポートを使用するには、Nagios Network Analyzer の統合利用が必要です。 

9.1.13 レガシーレポート（Nagios Coreベース）を閲覧する 

Nagios XI インターフェース上で Nagios Core のレポートも閲覧できます。 

 

メモ： インターフェースは英語です。 

 

Step 1. 画面上のメニューからレポートを選択します。 

Step 1. 左のメニューからレガシーレポートを選択します。 

Step 2. 利用可能なレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

 
指示に従ってレポートを表示します。 

9.2 マイレポート（お気に入りレポート）を閲覧する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. マイレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

 

メモ： 必要に応じて期間や制限を指定します。 

Step 3. 更新をクリックします。 
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9.3 レポートをお気に入りに保存する（マイレポート） 

使用頻度の高いレポートは、お気に入りとして保存できます。保存時に指定した条件がそのまま

保存されます。 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 利用可能なレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

 

メモ： 必要に応じて期間や制限を指定します。 

Step 3. 更新をクリックします。 

Step 4. 画面右上にある  アイコンをクリックします。 

 

Step 5. レポートタイトルフィールドにレポートの名前を入力します。 

Step 6. レポートの保存をクリックします。 

9.4 レポートをPDF、CSV、JPGファイルでダウンロードする 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 利用可能なレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

 

メモ： 必要に応じて期間や制限を指定します。 

Step 3. 更新をクリックします。 

Step 4. 画面右上にあるダウンロードボタンから希望のファイル形式をクリックします。 

 
 

メモ： 表示されるオプションは、レポートの種類によって異なります。 

9.5 レポートをメール送信する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 
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Step 2. 利用可能なレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

 

メモ： 必要に応じて期間や制限を指定します。 

Step 3. 更新をクリックします。 

Step 4. 画面右上にある  アイコンをクリックします。 

 

Step 5. メールレポートページでレポート名、添付ファイル、受信者、件名、メッセージを指定しま

す。 

 

メモ： スケジュール頻度で「1 回のみ」を選択する場合は、 Standard エディションでも使

用できますが、｢毎日｣、「毎週」、「毎月」は Enterprise エディションでのみ使用できます。 

 

Step 6. 送信を選択します。 

 

指定した受信者にレポートメールが送信されます。 
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9.6 定期的なレポート送信機能を使用する 

9.6.1 レポートを定期的にメール送信する 

この機能は、Enterprise エディションでのみ利用できます。 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 利用可能なレポートメニューから閲覧したいレポートを選択します。 

 

メモ： 必要に応じて期間や制限を指定します。 

Step 3. 更新をクリックします。 

Step 4. 画面右上にある  アイコンをクリックします。 

 

Step 5. スケジュールレポートページでレポート名、スケジュール、添付ファイル、受信者、件名、

メッセージを指定します。 
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メモ： スケジュール頻度で「毎日」「毎週」「毎月」のいずれかを指定できます。 

 

 

「毎日」を選択した場合は、実行時間を指定します。 
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「毎週」を選択した場合は、実行時間と曜日を指定します。 

 

 
 

「毎月」を選択した場合は、実行時間と日にちを指定します。 

 

Step 6. 保存を選択します。 

9.6.2 定期的なレポート送信設定を編集する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 左のメニューからスケジュールレポートを選択します。 

Step 3. 編集したいスケジュールレポートの名前リンクをクリックするか、アクション欄の アイコ

ンをクリックします。 

 

Step 4. スケジュールレポートの編集ページで、設定を変更します。 

Step 5. 「保存」をクリックします。 

9.6.3 定期的なレポート送信設定を削除する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 左のメニューからスケジュールレポートを選択します。 

Step 3. 削除したいスケジュールレポートのアクション欄の アイコンをクリックします。 
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Step 4. 「保存」をクリックします。 

9.6.4 定期的に送信するレポート内容を画面上で確認する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 左のメニューからスケジュールレポートを選択します。 

Step 3. 確認したいスケジュールレポートのアクション欄の アイコンをクリックします。 

 

9.6.5 定期的に送信するレポートを今すぐ送信する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 左のメニューからスケジュールレポートを選択します。 

Step 3. 今すぐメール送信したいスケジュールレポートのアクション欄の アイコンをクリックしま

す。 

 

9.6.6 定期的に送信するレポートのメールテンプレートを編集する 

Step 1. 画面上部のメニューからレポートを選択します。 

Step 2. 左のメニューからスケジュールレポートを選択します。 
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Step 3. 「レポートメールテンプレート」タブをクリックします。 

 
 

メモ： 以下のマクロを使用できます。マクロは実行時に実際の値に置換されます。 

• [username] ユーザー名 

• [name]   ユーザーの名前 

• [reporturl]  レポートの URL 

• [nagiosxiurl]  Nagios XI への URL 

• [custommessage] カスタムメッセージ 

Step 4. 「設定を保存」をクリックします。 
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10 監視設定 

Nagios XI には監視登録をサポートする設定ウィザードがあります。設定ウィザードを使用すれば、

新しく監視するホストおよびサービスを簡単にセットアップできます。 

 

メモ：設定ウィザードを使用するには、「設定」メニューが表示されている必要があります。設定メニ

ューが表示されていない場合、監視設定を行う権限（「ホストとサービスを（再）設定できる」権限）

がありません。監視設定を行う必要があるのに「設定」メニューが表示されていない場合は、管理

者に問い合わせてください。 

 

Nagios XI には多数の設定ウィザードが標準で組み込まれています。 

 

 
 

組込済みのウィザードは以下のとおりです（XI 5.4）： 

 

ウィザード 内容 

自動検出 
自動検出ジョブで検出したサーバ、デバイス、サービスを監視し

ます 

BPI ウィザード Nagios BPI グループのサービスチェックを作成します 

ホストのクローンとインポート 

既存のホストのクローンを素早く簡単に作成します。登録済みの

監視設定と同等の監視設定を複数ホストに対して一括登録した

い場合に便利です。 

DHCP DHCP サーバを監視します。 

DNS Query DNS lookup/query を介してホストまたはドメイン名を監視します。 

ドメインの有効期限 ドメインの有効期限を監視します 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_how-to-use-the-bulk-host-cloning-and-import-wizard.pdf
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メール配信 

メールサーバの受信とシミュレートされたユーザーのメールメッセ

ージを検査します。SMTP サーバにメールを送信し、IMAP フォル

ダのメールを受信してチェックします。 

Esensors Websensor Esensors Websensor で温度、湿度、照度を監視します 

Exchange Server 

Microsoft® Exchange サーバを監視します。 

サービスステータス、プロトコル可用性、パフォーマンスメトリクス

を監視します。（この監視には Windows エージェントインストール

が必要です。） 

フォルダウォッチ 

数、サイズ、経過をクエリできる Perl 駆動の正規表現でディレク

トリやファイルを監視します（対象サーバ：Linux/Unix サーバ。 監

視には SSH を使用します。） 

FTP Server FTP サーバにログインしファイル転送機能を監視します 

一般的なネットワーク機器 
一般的な IP ネットワーク機器を監視します（ICMP ping を使用して

デバイスを監視します）。 

LDAP サーバ LDAP サーバを監視します。 

Linux サーバ 
リモートの Linux サーバを監視します。（この監視には Linux エー

ジェントインストールが必要です。） 

Linux SNMP SNMPを使用してLinuxサーバやワークステーションを監視します 

Mac OS X Mac OS X マシンを監視します 

メールサーバ 

メールサーバを監視します 

SMTP, IMAP, POP の可用性, RBL ブラックリストチェックを行いま

す。 

MongoDB データベース MongoDB データベースの監視 

MongoDB サーバ MongoDBL サーバを監視します 

マウントポイント 

NFS、CIFS、DAVFS マウントポイントを監視します 

（サポート対象：nfs, nfs4, davfs, cifs, fuse, simfs, glusterfs, ocfs2, 

lustre） 

MSSQL データベース MSSQL データベースを監視します 

MSSQL クエリ MSSQL データベースクエリを監視します 

https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring-A-Websensor-EM08-with-Nagios-XI.pdf
http://www.nsclient.org/download/
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring_hosts_using_nrpe.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/agents/linux-nrpe-agent.tar.gz
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/agents/linux-nrpe-agent.tar.gz
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring_Linux_Using_SNMP.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring_OSX_with_Nagios_XI.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring-MongoDB-Database-With-Nagios-XI.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring-MongoDB-Server-With-Nagios-XI.pdf
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MSSQL サーバ MSSQL サーバを監視します 

MySQL Query MySQL データベースクエリを監視します 

MySQL サーバ MySQL サーバを監視します 

Nagios Log Server 
Nagios Log Server で収集されたログをクエリを実行して監視しま

す 

Nagiostats ウィザード XI サーバの内部パフォーマンスを監視します 

Nagios XI サーバ リモート Nagios XI サーバを監視します 

NCPA NCPA エージェントの監視 

Nagios Network Analyzer 
Nagios Network Analyzer サーバ上のソース、ビュー、ソースグル

ープを監視します 

NRPE NRPE を使用してリモートの Linux/Unix サーバを監視します. 

Oracle Query 
Oracle クエリを監視します。（Oracle プラグインのインストールが

必要です） 

Oracle Serverspace 
Oracle サーバを監視します。（Oracle プラグインのインストールが

必要です） 

Oracle 表領域 
Oracle の表領域を監視します。（Oracle プラグインのインストール

が必要です） 

パッシブチェック 
パッシブサービスチェックとセキュリティ警告などのイベントを監視

します 

Postgres データベース 

Postgres データベースを監視します。 

接続ステータス、データベースサイズ、テーブルサイズ、リレーシ

ョンサイズを監視します。 

Postgres クエリ Postgres データベースクエリを監視します 

Postgres サーバ Postgres サーバを監視します 

プリンター HP JetDirect® 互換のネットワークプリンターを監視します 

RADIUS サーバ RADIUS サーバを監視します 

SLA 
サービス品質保証（SLA）が満たされていることを確認するため

に、SLA を監視します 

SNMP 
SNMPを使用して、デバイス、サービス、アプリケーションを監視し

ます 

https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring-Devices-Using-The-NCPA-Agent-And-Nagios-XI.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosna_docs/integrating_na_with_nagios_core_and_nagios_xi.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring_hosts_using_nrpe.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Installing-Oracle-Plugins-in-Nagios-XI.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Installing-Oracle-Plugins-in-Nagios-XI.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Installing-Oracle-Plugins-in-Nagios-XI.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Configuring-Passive-Services-With-Nagios-XI.pdf
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SNMP トラップ SNMP トラップを監視します 

SNMP ウォーク 監視するために SNMP 有効デバイスをスキャンします 

Solaris 
Solaris サーバを監視します。（この監視には Solaris エージェント

のインストールが必要です） 

SSH プロキシ 
SSH を使用してリモートの Linux、UNIX、または Mac OS/X マシン

を監視します 

ネットワークスイッチ/ルータ 

ネットワークスイッチまたはルータを監視します。 

スイッチまたはルータのポートステータスおよび帯域使用量を監

視できます。サービス追加についてはこちらをお読みください。 

TCP/UDP ポート 
標準のネットワークポートおよびカスタムの TCP/UDP ポートを監

視します。 

TFTP TFTP サーバの接続または特定のファイルを監視します 

VMware VMware ホストまたはゲスト VM を監視します 

ウォッチガード WatchGuard デバイスを監視します 

Web サイト Web サイトの監視 

Web サイト改ざん 改ざん検出のため Web サイトを監視します 

Web サイト URL 特定の Web URL を監視します 

Web トランザクション synthentic Web トランザクションを監視します 

Windows デスクトップ 

Microsoft® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 のデスクトッ

プを監視します。（この監視には Windows エージェントのインスト

ールが必要です） 

Windows イベントログ 

Windows のイベントログを監視します。 

（Windows イベントログの監視には Nagios Log Server のご利用を

推奨いたします。） 

Windows サーバ 

Microsoft® Windows 2000, 2003, 2008, 2012 サーバを監視しま

す。（この監視には Windows エージェントのインストールが必要で

す） 

Windows SNMP 
SNMP を使用して、Microsoft® Windows ワークステーションまた

はサーバを監視します。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_integrating_snmp_traps_with_nagios_xi.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Installing_The_XI_Solaris_Agent.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Installing_The_XI_Solaris_Agent.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring_Hosts_Using_SSH.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_adding_services_to_preexisting_switch_or_router.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring_vmware_with_nagios_xi.pdf
https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Watchguard_Wizard_Usage.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring-websites.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring-website-defacement.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring-websites.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_monitoring-websites.pdf
http://nsclient.org/download/
http://www.jtc-i.co.jp/product/nagioslogserver/nagioslogserver.html
http://nsclient.org/download/
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Windows WMI 
WMI を使用して、Microsoft® Windows ワークステーションまたは

サーバを監視します 

 

さらに、Nagios Exchange Web サイトから追加のウィザードを入手し、Nagios XI に追加することもで

きます。 

 

注記： 新しいウィザードをインストールするには管理者権限が必要です。追加ウィザードのインス

トールに関する情報については、「Nagios XI 設定ウィザードのインストール」を参照してください。 

10.1 設定ウィザードを使用して新しい監視を登録する 

ここでは、設定ウィザードの一般的な使用方法を説明します。 

 

Step 1. 設定 > 設定ウィザード を選択します。 

 
 

 

メモ： プライマリメニューが折りたたまれている場合は「設定」 > 「今すぐ監視を開始」を

クリックしてください。 

 

 

https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Monitoring-Windows-Using-WMI-and-Nagios-XI.pdf
http://exchange.nagios.org/directory/Addons/Configuration/Configuration-Wizards
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_installing-nagios-xi-configuration-wizards.pdf
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Step 2. ウィザードを選択画面で使用したい設定ウィザードをクリックします。 

 

メモ：  

• 「表示」セクションの「検索」ボックスで設定ウィザード名の一部を入力すると、

該当する設定ウィザードのみが画面に表示されます。 

 

• アイコンをクリックすることで、関連する設定ウィザードのみを表示させることも

できます。 

 

Step 3. ウィザードの指示に従って情報を入力します。 

 

メモ： ウィザードで問われる項目は使用する設定ウィザードによって異なります。例えば

Web サイトウィザードは監視対象サイトの URL をたずねます。 
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Step 4. 次へをクリックします。 

Step 5. 監視するサービスを指定します。 

 

メモ： ウィザードで指定できる項目は使用する設定ウィザードによって異なります。以下

は Web サイトウィザードの例です。 

 
メモ： 既に監視登録済みのホストに対してサービスを追加したい場合は、登録済みの

ホスト名と同じ名前を「ホスト名」に指定してください。IP アドレスが既存であっても、ホス

ト名が異なる場合、別ホストとして登録されます。 

 

監視したい項目のチェックボックスにチェックをつけます。 
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監視が不要な項目のチェックボックスのチェックを外します。 

 

メモ： 使用する設定ウィザードにより、表示項目が異なります。 

 

 

Step 6. 次へまたはテンプレートで終了をクリックします。 

 
 

メモ： テンプレートで終了を選択した場合は、「テンプレートを指定して終了」画面で使用

したいテンプレートを選択して、完了をクリックします。 
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（以降は、「次へ」を選択した場合の手順です。） 

 

Step 7. ホストおよびサービスの監視間隔を指定します。 

メモ： デフォルトの監視間隔は５分です。障害が検知された場合は、１分おきに５回確

認します。 

 

 

Step 8. 次へをクリックします。 

Step 9. 障害発生時の通知方法および通知先を指定します。 

 

障害が検出された場合の通知方法について以下から選択します。 

• 「通知を送信しない」： 通知は送信されません 

• 「通知をすぐに送信する」： 

アラート通知が指定した通知先にすぐに送信されます（デフォルト）。 

• 「通知を送信する前に X 分待機する」：  

アラート通知が指定した通知先に X 分経過後に送信されます。 

 

障害が解決しない場合の通知間隔を指定します（デフォルトは 60 分間隔）。 

 

アラート通知の送信先を指定します。この設定ウィザードを実行したユーザーはデフォ

ルトでアラート通知の送信先に指定されます。特定の連絡先や連絡先グループを指定

したい場合は、チェックボックスにチェックをつけます。 
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連絡先に指定されたユーザーや連絡先グループに所属するユーザーは、この設定ウィ

ザードで登録されたホスト、サービスを閲覧できるようになります。 
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Step 10. 次へをクリックします。 

Step 11. 所属させるホストグループ、サービスグループ、親ホストを指定します。 

 
 

Step 12. 次へをクリックします。 
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Step 13. 適用ボタンをクリックします。 

 
 

Step 14. 設定が正常に適用されたことを確認します。 

 
 

メモ：  

• 適用に失敗した場合はエラーメッセージを確認し、修正したうえで再度設定を

やり直してください。「ステータス詳細を表示する」リンクをクリックすると、サー

ビスステータスページに先ほど登録した監視項目が表示されます。 

• 設定ウィザードの設定 で「設定を適用しない」が選択されていた場合は、

監視エンジンは再起動されません（監視設定自体はデータベースに登録され

ましたが、実際の監視は開始しません）。 
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10.2 設定テンプレートを使用する 

10.2.1 設定テンプレートを作成する 

設定テンプレートを作成することで、監視設定、通知設定、グループ設定、親ホスト設定をテンプレ

ート化することができます。ステップ３以降の設定内容が共通する場合に便利です。 

 

Step 1. 「設定ウィザードを使用して新しい監視を登録する」の「Step 12」までの作業を行いま

す。 

Step 2. 最終ステップでテンプレートとして保存をクリックします。 

 

Step 3. テンプレートとして保存画面で識別のためのタイトルと説明を入力します。 

 

Step 4. 保存をクリックします。 

10.2.2 設定テンプレートを編集する 

既存の設定テンプレートを編集する手順は以下のとおりです： 

 

Step 1. 設定 > 設定ツール > テンプレートを管理を選択します。 

Step 2. 編集したいテンプレートの編集 アイコンをクリックします。 

Step 3. テンプレートを編集します。 

 

メモ： タブごとに設定項目が分かれて表示されます。 
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Step 4. 変更を保存をクリックします。 

10.2.3 設定テンプレートを削除する 

既存の設定テンプレートを削除する手順は以下のとおりです： 

 

Step 1. 設定 > 設定ツール > テンプレートを管理を選択します。 

Step 2. 削除したいテンプレートの削除 アイコンをクリックします。 

 

または、チェックボックスにチェックをつけて画面下部のリストから「削除」を選択します。 

Step 3. 確認画面で OK をクリックします。 

10.3 自動検出機能を使用する 

自動検出機能を使用すると、Nagios XI が指定したネットワーク上に存在するデバイスを自動的に

検出します。 

10.3.1.1 新しい自動検出ジョブを登録する 

Step 1. 設定 > 自動検出を選択します。 

Step 2. 新しい自動検出ジョブをクリックします。 
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Step 3. スキャン対象のネットワークアドレス/ネットマスクを指定します。 

 

必要に応じて「除外する IP アドレス」を指定します。 

 
 

メモ：  

• Standard エディションの場合は、スケジュール頻度で「１回のみ」を指定できま

す。Enterprise エディションの場合は、「毎日」、「毎週」、「毎月」を選択できま

す。 

• 「詳細オプションを表示」リンクをクリックすると、OS 検出の有無、スキャン遅延、

システム DNS の使用有無を指定できます。 
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Step 4. 「実行」をクリックします。 

 

メモ： 指定するネットワーク範囲が広い場合、完了までに時間がかかります。 

Step 5. 「ジョブリストを更新」をクリックします。 

Step 6. 検出デバイスを確認します。アクション欄の「ジョブ結果を表示」 アイコンをクリックし

ます。 

 

Step 7. スキャン結果を確認します。 

 
「検出したホストの総数」欄の「すべて表示」リンクをクリックすると、「検出されたアイテム」

セクションに登録済みのホストを含むすべてのホストが一覧表示されます。 

 

「データのエクスポート」欄の「CSV」リンクをクリックすると、検出したホストの情報をCSV

ファイルでダウンロードできます。 

 

「基本的な監視設定」欄の「新しいホスト」リンクをクリックすると、「設定ウィザード : 

Auto-Discovery」ページに遷移します。 

 

「検出されたアイテム」セクションの「Show discovered services」リンクをクリックすると、

検出されたサービスを確認できます。 
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Step 8. 画面上部の「自動検出ジョブに戻る」リンクをクリックして前のページに戻ります。 

10.3.1.2 既存の自動検出ジョブを今すぐ実行する 

Step 1. 設定 > 自動検出を選択します。 

Step 2. 実行したいスキャン対象の再実行 アイコンをクリックします。 

Step 3. ジョブが完了するまでしばらく待ちます。 

10.3.1.3 既存の自動検出ジョブを編集する 

Step 1. 設定 > 自動検出を選択します。 

Step 2. 編集したいスキャン対象の編集 アイコンをクリックします。 

Step 3. ジョブを編集します。 

Step 4. 実行をクリックします。 

10.3.1.4 既存の自動検出ジョブを削除する 

Step 1. 設定 > 自動検出を選択します。 
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Step 2. 削除したいスキャン対象の削除 アイコンをクリックします。 

 

注記： 確認メッセージは表示されません。ご注意ください。 

10.4 定義済みの監視設定を変更する 

「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーは、ホストおよびサービスの基本的な

設定を編集することができます。（ホストの場合）ホストのアドレス、監視間隔、通知方法、グルー

プ、（ホストの場合）親ホストの情報を変更できます。 

 

メモ： その他の設定を変更する、複数のホスト、サービスの設定を一括で変更するなど場合は、

Core コンフィグマネージャを使用します。Core コンフィグマネージャについては Nagios XI 管理者

ガイドをお読みください。 

 

Step 1. 監視設定を変更したいホストまたはサービスのステータス詳細ページを開きます。 

 

メモ： ホーム > ホスト詳細 またはホーム > サービス詳細 を開き、設定を変更したい

ホストまたはサービスのリンクを選択すると、詳細ページが開きます。 

Step 2. 設定  タブを選択します。 

 

メモ： このタブが表示されていない場合、ホストまたはサービスの設定を変更する権限

がありません。管理者に連絡して下さい。 

 

Step 3. このホストを再設定する（このサービスを再設定する）をクリックします。 

 

Step 4. 設定を変更します。 

 

メモ： タブごとに分かれた画面が表示されます。変更したい項目のタブをクリックして、

修正します。 （ホストの場合）ホストアドレス、監視間隔、通知方法、所属グループ、（ホ

ストの場合）親ホストの設定を変更できます。その他の設定変更を行いたい場合は、

Core コンフィグマネージャを使用します。Core コンフィグマネージャの使用方法につい

ては、Nagios XI 管理者ガイドをお読みください。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
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Step 5. 更新をクリックします。 

Step 6. 設定の適用が成功したことを確認します。 

 

続けるをクリックするとステータス詳細画面に戻ります。 

 

10.5 定義済みの監視設定を削除する 

「ホストとサービスを（再）設定できる」権限を持つユーザーは、ホストおよびサービスを削除するこ

とができます。 

 

メモ： 複数のホストまたはサービスの監視設定を一括で削除したい場合は、Core コンフィグマネ

ージャを使用します。Core コンフィグマネージャの使用方法については、Nagios XI 管理者ガイド

をお読みください。 

 

注記： 削除したいホスト/サービスが別のホスト、サービス、オブジェクトから関連付けられている

場合、削除することはできません。このホスト/サービスを削除する前に関連付けられているすべ

てのオブジェクトを先に削除してください。 

 

Step 1. 削除したいホストまたはサービスのステータス詳細ページを開きます。 

 

メモ： ホーム > ホスト詳細またはホーム > サービス詳細ページを開き、削除したいホ

ストまたはサービスのリンクを選択すると、詳細ページが開きます。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
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Step 2. 設定タブを選択します。 

 

メモ： このタブが表示されていない場合、ホストまたはサービスの設定を変更する権限

がありません。管理者に連絡して下さい。 

 

Step 3. このホストを削除する（このサービスを削除する）をクリックします。 

 
 

重要な注記： 削除しようとしているホストに関連するホスト、サービスその他のオブジェ

クトが存在する場合、ホストを削除できません。このホストを削除する前に関連のあるす

べてのサービスを削除してください。 

Step 4. 削除をクリックします。 

 

Step 5. 続けるをクリックします。 
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11 ダッシュボード 

ユーザーは有効だと思う情報でダッシュボードをカスタマイズできます。ダッシュボードは重要で最

もよく使用する関連情報を表示するために使用します。 

 

ダッシュボードは Nagios XI ユーザーに固有のものです。ユーザーは独自のダッシュボードセットを

作成し、Nagios XI を自分のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 

11.1 ダッシュボードを作成する 

ダッシュボードを複数作成できます。 

Step 1. ダッシュボード > ダッシュボードツール > 新しいダッシュボードの追加 をクリックしま

す。 

 

Step 2. 新しいダッシュボードのタイトルと背景色を指定します。 

 

Step 3. 実行をクリックします。 

 

作成したダッシュボードがページ左側のマイダッシュボード下に表示されます。 
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11.2 ダッシュボードの名前、背景色を変更する 

Step 1. ダッシュボード > ダッシュボードツール > マイダッシュボード管理 をクリックします。 

Step 2. 編集したいダッシュボードの編集 アイコンをクリックします。 

 

Step 3. ダッシュボードの編集画面で名前または背景色を変更します。 

Step 4. 実行をクリックします。 

11.3 ダッシュボードを編集する 

ダッシュボードを作成したらダッシュレットを配置し、好みのダッシュボードを作成します。 

11.3.1 利用可能なダッシュレットページからダッシュレットを追加する 

Step 1. ダッシュボード > ダッシュレットの追加 > 利用可能なダッシュレットを選択します。 

 

Step 2. 追加したいダッシュレットの左側にあるダッシュボードに追加する  アイコンをクリック

します。 
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Step 3. 表示されたダイアログボックスで、ダッシュレットのタイトルと、このダッシュレットを追加

するダッシュボードを指定します。 

 

メモ： 設定項目は使用するダッシュレットにごとに異なります。 

 

Step 4. 追加をクリックします。 

Step 5. 追加するダシュボードに指定したダッシュボードを開きます。 

Step 6. ダッシュレットの位置を調整します。 

11.3.2 利用可能なダッシュレットページ以外からダッシュレットをダッシュボードに追加する 

全てのサマリ、グラフ、チャートにはダッシュボードに追加する  アイコンがあり、カスタムダッシ

ュボードへ追加できます。 

 

Step 1. ダッシュボードに追加したいデータ（サマリ、グラフ、マップなど）が存在するページを開き

ます。 

Step 2. ダッシュボードに追加したいダッシュレットのダッシュボードに追加する アイコンをクリ

ックします。 

 

Step 3. ダッシュボードへ追加画面でダッシュレットタイトルと追加するダッシュボード、その他を

指定します。 
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Step 4. 追加をクリックします。 

Step 5. 追加するダシュボードに指定したダッシュボードを開きます。 

Step 6. ダッシュレットの位置を調整します。 

11.3.3 ダッシュレットの位置を変更する 

Step 1. 位置を変更したいダッシュレット上にマウスをかざして青色の境界線とアイコンセットを

表示させます。 

 

Step 2. Pin アイコンが下向きであることを確認します。上向きの場合はクリックして下向きに

します。 

 

メモ： ダッシュレットを移動させるには、ピン留めが解除されている必要があります。 

Step 3. ダッシュレットをクリックして好きな場所にドラッグします。 

 

Step 4. ダッシュレットのサイズを調整します。 
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Step 5. ダッシュレットの位置が確定したら Pin アイコンをクリックしてピン留めします。 

メモ： ピン留めを行うとダッシュレットの位置とサイズが固定されます。 

11.3.4 ダッシュレットのサイズを変更する 

Step 1. サイズを変更したいダッシュレット上にマウスをかざして青色の境界線とアイコンセットを

表示させます。 

 

Step 2. Pin アイコンが下向きであることを確認します。上向きの場合はクリックして下向きに

します。 

 

メモ： ダッシュレットを移動させるには、ピン留めが解除されている必要があります。 

Step 3. ダッシュレット右下にある  タブをクリックしてドラッグします。 

 

Step 4. 希望のサイズに修正できたら、Pin アイコンをクリックしてピン留めします。 

メモ： ピン留めを行うとダッシュレットの位置とサイズが固定されます。 

11.3.5 ダッシュレットのタイトルの表示/非表示を切り替える 
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Step 5. タイトルの表示/非表示を切り替えたいダッシュレット上にマウスをかざして青色の境界

線とアイコンセットを表示させます。 

 

Step 6. ダッシュレットタイトルを非表示にしたい場合は Hide Title アイコンをクリックします。 

 
 

ダッシュレットタイトルを表示したい場合は Show Title アイコンをクリックします。 

 

11.3.6 ダッシュレットをダッシュボードから削除する 

Step 1. サイズを変更したいダッシュレット上にマウスをかざして青色の境界線とアイコンセットを

表示させます。 

 

Step 2. 削除 アイコンをクリックします。 

11.4 既存のダッシュボードをコピーして新しいダッシュボードを作成する 

既存のダッシュボードをもとに新しいダッシュボードを作成できます。ダッシュボードをゼロから作

成する手間が省けるので便利です。 

 

Step 1. ダッシュボード > ダッシュボードツール > マイダッシュボード管理 をクリックします。 
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Step 2. コピーしたいダッシュボードのクローン  アイコンをクリックします。 

 

Step 3. ダッシュボードのクローン画面で新しいタイトルを入力します。 

 

Step 4. クローンをクリックします。 

 

メモ： 作成したダッシュボードがマイダッシュボードメニューに追加されます。 

11.5 ダッシュボードを削除する 

Step 5. ダッシュボード > ダッシュボードツール > マイダッシュボード管理 をクリックします。 

Step 6. 削除したいダッシュボードの削除 アイコンをクリックします。 

 

Step 7. メッセージを確認し、削除をクリックします。 
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11.6 ホームページをHome Pageダッシュボードに変更する 

各ユーザーは固有のホームページ（Home Page）ダッシュボードを持っています。ログイン直後に

表示されるページをカスタマイズしたい場合は、ダッシュボード > Home Page ページダッシュボー

ドを編集してください。 

 

注記： 管理者が「ユーザーが自分のデフォルトホームページを変更することを許可する」を有効

にしている場合のみ変更できます。 

 

Step 1. 画面上部のメニューからホームをクリックします。 

Step 2. デフォルトホームページを変更 アイコンをクリックします。 

 

Step 3. ホームページオプションページで、ポームページ先に「ホームダッシュボード」を選択しま

す。 

 
 

メモ： カスタム URLを選択して外部のWebサイトをホームページとして設定することもで

きます。 

Step 4. 設定を更新をクリックします。 
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11.7 ダッシュボードをビューに追加する 

作成したダッシュボードはビューに追加することができます。 

 

Step 1. 画面上部のメニューからダッシュボードを選択します。 

Step 2. ビューに追加したいダッシュボードをクリックして表示します。 

Step 3. 画面右上の拡張メニューをクリックしてマイビューに追加 アイコンを選択します。 

 

Step 4. ビューのタイトルを入力します。 

 

Step 5. 実行をクリックします。 

Step 6. 画面上部のメニューから ビュー を選択します。 

Step 7. マイビューのリストに追加したビューが表示されていることを確認します。 
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12 ビュー 

ビューは Nagios XI ページや有益な外部の Web サイトに素早くアクセスできるように設計されてい

ます。ビューは、一般的にネットワークオペレーションセンター（NOC）やパブリックな場所のウォー

ルモニターに重要な情報を表示させたい管理者が使用します。 

 

ビューは Nagios XI ユーザーに固有のものです。ユーザーは独自のビューセットを作成できます。 

 

ビューページは、ユーザーが定義したビュー（ビュー > マイビュー）をローテート表示します。 

12.1 ビューを作成する 

Step 1. ビューに追加したい画面を開きます。 

Step 2. 画面右上の拡張メニューをクリックしてマイビューに追加 アイコンを選択します。 

 

Step 3. ビューのタイトルを入力します。 

 

Step 4. 実行をクリックします。 

Step 5. 画面上部のメニューから ビュー を選択します。 

Step 6. マイビューのリストに追加したビューが表示されていることを確認します。 
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12.2 ビューを編集する 

Step 1. ビュー > ビューツール > マイビュー管理を選択します。 

 

Step 2. 編集したいビューの編集 アイコンをクリックします。 

 

Step 3. ビュータイトルまたは URL を変更します。 

 

Step 4. 実行をクリックします。 

12.3 ビューのローテートを開始する 

ビュー > ビューツール > ローテーション開始を選択します。 
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12.4 ビューのローテートを停止する 

ビュー > ビューツール >ローテーション停止を選択します。 

 

 

12.5 ローテーション速度を調整する 

ビューのローテーション速度はメニュー左上のスライダーを移動させることで調整できます。スライ

ダーが左端（＋側）にあるとき、ローテーション時間は最速（10 秒）です。右端（－側）にあるとき、

ローテーション速度をが最も遅くなります（６０秒）。 

 

ローテーション速度を速めるには左側（＋）、落とすには右側（－）にスライダを移動させます。 

 

 

12.6 ビューを削除する 

Step 1. ビュー > ビューツール > マイビュー管理を選択します。 

 

Step 2. 削除したいビューの削除 アイコンをクリックします。 

 

Step 3. 確認画面で OK をクリックします。 
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13 ツール 

外部の Web ページを Nagios XI Web インターフェースに組み込むことができます。 

 

ツールにはユーザー固有のマイツールと管理者が登録する共通ツールの２つがあります。 

 

メモ：  

• 自分が登録したツール（マイツール）と共通ツールにのみアクセスできます。 

別ユーザーが登録したツールにはアクセスできません。 

• 「ユーザー」レベルのユーザーは共通ツールの作成、編集、削除はできません。 

13.1 マイツールを登録する 

Step 1. ツール > マイツール をクリックします。 

 

Step 2. ツールの追加をクリックします。 

 

Step 3. ツール名と URL を入力します。 

 

Step 4. 保存をクリックします。 

マイツールに追加したツールが表示されます。 
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13.2 マイツールを開く 

ツール > マイツール > 開きたいツールを選択します。 

13.3 マイツールを編集する 

Step 1. ツール > マイツール を選択します。 

Step 2. 編集したいツールの編集 アイコンをクリックします。 

Step 3. ツール名または URL を変更します。 

Step 4. 保存をクリックします。 

13.4 マイツールを削除する 

Step 1. ツール > マイツール を選択します。 

Step 2. 削除したいツールの削除 アイコンをクリックします。 

 

注記： 削除時に確認メッセージが表示されません。ご注意ください。 

13.5 共通ツールを開く 

ツール > 共通ツール > 開きたい共通ツールを選択します。 
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14 最後に 

Nagios XI の管理者権限レベルの使用方法（管理設定、運用方法）については、別ガイド「Nagios 

XI 管理者ガイド」をお読みください。 

 

その他、Nagios XI に関する情報は以下にあります。 

• ナレッジベース： 

Nagios Support Knowledgebase（英語）ページ。Nagios XI 関連ドキュメント、トラブルシューティ

ング情報が掲載されています。 

• Nagios XI トラブルシューティング： 

Common Problems Articles（英語）ページ。Nagios XI に関するトラブルとその解決策について

の情報が掲載されています。 

• サポートフォーラム： 

Nagios Support Forum（英語）ページが開きます。Nagios XI 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。 

• Nagios ライブラリ： 

Nagios Library（英語）ページが開きます。Nagios 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。一部の情報には Nagios 製品のライセ

ンスを保有している方のみがアクセスできます。 

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/Nagios_XI_admin_guide.pdf
https://support.nagios.com/kb/category.php?id=2
https://support.nagios.com/kb/category.php?id=44
http://support.nagios.com/forum
http://library.nagios.com/
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お問い合わせ 

弊社では、Nagios XI 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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