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 このガイドの表記規則 

このガイドを使用する前に、ドキュメントに使用されている用語および表記規則について理解する

ことは重要です。 

以下のアイコンや文書の形式は、ドキュメントで特別な情報を示しています。 

[太文字] 

SSB のメニューや Windows ダイアログのボタンなどを表しています。 

 注釈： 

ベストプラティクスおよび推奨事項などの情報を提供します。 

 

 
注意： 

ドキュメントの指示に従わない場合、データの損失、あるいはデバイスが誤作動する可能性を

示唆します。 

 

 警告： 

物損や人命にかかわる重要事項です。 

1 イントロダクション 

このガイドでは、syslog-ng Store Box(SSB)を Microsoft Azure 仮想環境にセットアップする方法に

ついて説明します。 

 「2 前提条件」では、Microsoft Azure に SSB をデプロイする前に必要な前提条件について

説明します。 

 「3 制限」では、Microsoft Azure 仮想環境に SSB をインストールする場合の制限事項につい

て説明します。 

 「4 Microsoft Azure への SSB のデプロイ」では、Microsoft Azure 仮想環境に SSB をインス

トールする方法について説明します。 

2 前提条件 

以下の前提条件は、Microsoft Azure に SSB をデプロイする前に適用する必要があります。 
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 有効な syslog-ng Store Box ライセンスであること。 

syslog-ng Store Box は BYOL(Bring Your Own License)モデルを使用します。2 つの SSB を

デプロイするには 2 つのスタンドアローンの SSB ライセンスの購入が必要です。 

 Microsoft Azure アカウントが必要です。 

 Microsoft Azure 仮想環境へのセキュアなアクセスが必要です。例えば、VPN を使用するな

ど。 

 SSB のインストールプロセスについての知識が必要です。 

 Microsoft Azure について熟知している必要があります。 

3 制限 

以下の制限は Microsoft Azure にデプロイする場合に適用されます。 

 SSB の HA オペレーションモードは利用できません。仮想環境で HA オペレーションモードが

必要な場合は、仮想環境で提供されている HA 機能を使用してください。 

 SSB のハードウェア関連のアラートおよびステータスは不正確な情報を表示します。例えば、

degraded RAID ステータスを表示します。 

 仮想環境で SSB を動作させる場合、ネットワークインターフェースは 1 枚で十分です。 

 Microsoft Azure へのインストール中、パブリック IP アドレスを使用してインターネットに直接

接続することはサポートされていません。代わりに、VPN あるいはジャンプホストを経由して

アクセスする必要があります。 

 デフォルトで仮想ディスクのサイズは 10GiB です。後でディスクサイズを拡張するには、SSB

インストールガイドの「8 仮想マシンでの SSB の仮想ディスクサイズの拡張」を参照してくだ

さい。 

 SSB は OS ディスクの使用のみサポートしています。データディスク、あるいはテンポラリー

ディスクはサポートしていないため、これらのディスクを使用しないでください。 

4 Microsoft Azure への SSB のデプロイ 

仮想マシンの構築、VHD のアップロード、あるいは一般的な Microsoft Azure に関する詳細につい

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
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ては、「Create a Linux VM from custom disk with the Azure CLI 2.0」(英文)を参照してください。 

ここでは、VHD のアップロード、および SSB のインストールについてのみ説明します。 

 注意： 

セキュリティ違反の危険。 

Microsoft Azure へのインストール中、パブリック IP アドレスを使用してインターネットに直接接

続することはサポートされていません。代わりに、VPN あるいはジャンプホストを経由してアク

セスする必要があります。 

4.1 Microsoft Azure への VHD のアップロード 

ここでは、.vhd ファイルをダウンロードして、Microsoft Azure にアップロードする方法について説

明します。 

VHD を使用して新しい Azure VM を作成するには、VHD をストレージアカウントにアップロードし、

VHD から管理するディスクを作成する必要があります。 

手順： 

1. 最新の syslog-ng Store Box VHD ディスクイメージを入手します。弊社カスタマーポータルま

でお問い合わせください。zip 形式で圧縮されていますので、解凍します。VHD ディスクイメ

ージは ssb-<full_version_number>.vhd というファイル名です。 

2. 「GitHub - azure-cli」から azure-cli をダウンロードして、インストールします。 

VHD を Microsoft Azure にアップロードするのに必要なすべての条件を作成するために、az

コマンドと、そのパラメーターを使用してください。 

3. リソースグループの作成： 

az group create \ 
--name <resource_group_name> \ 
--location <resource_group_region> 

ここで、 

 --name：リソース名です。例、MyResourceGroup。 

 --location：リソースグループの地域です。例、westus。 

コマンドとパラメーターの詳細については「az group create」を参照してください。 

4. ストレージアカウントの作成： 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/upload-vhd
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://github.com/Azure/azure-cli
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/group?view=azure-cli-latest#az_group_create
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az storage account create \ 
--name <storage_account_name> \ 
--resource-group <resource_group_name> \ 
--location <storage_account_location> \ 
--kind Storage \ 
--sku Standard_LRS 

ここで、 

 --name：ストレージアカウント名です。例、myStorageAccount。 

 --resource-group ： ス ト レー ジアカ ウン ト作成時のリ ソ ー ス名です 。例 、

MyResourceGroup。 

 --location：ストレージアカウントの地域です。ただし、リソースグループによって許可

されている地域のみになります。例、westus。 

 --kind：ストレージアカウントのタイプです。デフォルトの値 Storage を入力して、ストレ

ージを作成します。 

 --sku：ストレージアカウントの SKU です。Standard_LRS は標準の HDD タイプストレー

ジです。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az storage account create」を参照してください。 

5. ストレージアカウントキーの入力： 

後で、アップロードプロセス中に必要になるので、キーの 1 つを保存します。 

az storage account keys list \ 
--resource-group <resource_group_name> \ 
--account-name <storage_account_name> 

ここで、 

 --resource-group：ストレージアカウントを作成したリソースグループ名です。例、 

myResourceGroup。 

 --account-name：ストレージアカウント名です。例、MyStorageAccount。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az storage account keys list」を参照してくださ

い。 

6. ストレージアカウント内のストレージコンテナの作成： 

az storage container create \ 
--name <container_name> \ 
--account-name <storage_account_name> 

https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/account?view=azure-cli-latest#az_storage_account_create
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/account/keys?view=azure-cli-latest#az_storage_account_keys_list
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ここで、 

 --name：ストレージコンテナ名です。例、MyStorageContainer。 

 --account-name：ストレージアカウント名です。例、MyStorageAccount。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az storage account keys list」を参照してくださ

い。 

7. ストレージコンテナへの VHD ファイルのアップロード： 

az storage blob upload \ 
--name <name_of_uploaded_vhd> \ 
--account-name <storage_account_name> \ 
--account-key <storage_account_key> \ 
--container-name <container_name> \ 
--type page \ 
--file <path_to_local_vhd_file> 

ここで、 

 --name：BLOB 名です。つまり、アップロードする VHD に名前を付けます。例、MyBlob。 

 --account-name：ストレージアカウント名です。例、MyStorageAccount。 

 --account-key：前手順で保存したストレージアカウントキーです。 

 --containername：ストレージコンテナ名です。例、MyStorageContainer。 

 --type：.vhd ファイル用にデフォルトで page にします。 

 --file：BLOB コンテンツとしてアップロードするファイルのパスです。例、path/to/ssb-

<full_version_number>.vhd。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az storage blob upload」を参照してください。 

4.2 Microsoft Azure の仮想マシンの作成 

1. サブネットの仮想ネットワーク作成： 

az network vnet create 
--name <virtual_network_name> \ 
--resource-group <resource_group_name> 

ここで、 

 --name：仮想ネットワークの名前です。例、MyVnet。 

https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/account/keys?view=azure-cli-latest#az_storage_account_keys_list
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/storage/blob?view=azure-cli-latest#az_storage_blob_upload


 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS Azure デプロイガイド 

Rev. 1.0 

  6 / 10 

 --resource-group：ストレージアカウントを作成したリソースグループ名です。例、

myResourceGroup。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az network vnet create」を参照してください。 

2. オプション手順：ネットワークセキュリティグループの作成： 

セットワークセキュリティグループにファイアウォールルールを定義できます。 

az network nsg create \ 
--name <security_group_name> \ 
--resource-group <resource_group_name> \ 
--location <location> 

ここで、 

 --name：ネットワークセキュリティグループ名です。例、MyNsg。 

 --resource-group：VHD をアップロードしたリソースグループ名です。例、

MyResourceGroup。 

 --location：スト―レージアカウントの地域です。ただし、リソースグループによって許

可されている地域のみになります。例、westus。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az network nsg create」を参照してください。 

3. ネットワークインターフェースの作成： 

 注意： 

セキュリティリスクの危険。 

Microsoft Azure へのインストール中、パブリック IP アドレスを使用してインターネットに

直接接続することはサポートされていません。代わりに、VPN あるいはジャンプホストを

経由してアクセスする必要があります。 

 

az network nic create \ 
--name <network_interface_name> \ 
--resource-group <resource_group_name> \ 
--location <location> \ 
--vnet-name <virtual_network_name> \ 
--network-security-group <security_group_name> \ 
--subnet <subnet_name> 

ここで、 

 --name：ネットワークインターフェース名です。例、MyNic。 

https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/network/vnet?view=azure-cli-latest#az_network_vnet_create
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/network/nsg?view=azure-cli-latest#az_network_nsg_create
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 --resource-group：VHD をアップロードしたリソースグループ名です。例、 

MyResourceGroup。 

 --location：スト―レージアカウントの地域です。ただし、リソースグループによって許

可されている地域のみになります。例、westus。 

 --vnet-name：仮想ネットワーク名です。例、MyVnet。 

 --network-security-group：ネットワークセキュリティグループ名です(作成した場

合)。例、MyNsg。 

 --subnet：サブネット名です。定義しない場合、デフォルトは Subnet です。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az network nic create」を参照してください。 

4. 管理ディスクの作成： 

これは、仮想マシンの OS ディスクです。 

az disk create \ 
--name <disk_name> \ 
--resource-group <resource_group_name> \ 
--source <uri_of_vhd> \ 
--sku Standard_LRS \ 
--size-gb <disk_size_in_GiB> 

ここで、 

 --name：管理ディスク名です。例、MyDisk。 

 --resource-group：VHD をアップロードしたリソースグループ名です。例、

MyResourceGroup。 

 --source：ストレージにアップロードされた VHD へのパスです。以下のようになりま

す。 

 パスは次の形式になります。https://<storage_account_name>.blob.core.win

dows.net/<storage_container_name>/<name_of_uploaded_vhd>。 

 例、https://MyStorageAccount.blob.core.windows.net/MyStorageContainer/MyBl

ob。 

 --sku：ストレージアカウント SKU です。 標準の HDD タイプのストレージは

Standard_LRS を、SSD タイプのストレージでは Premium_LRS を選択します。小規模な

仮想マシンの場合(例えば、Basic A)の場合は、Standard_LRS のみ選択できます。 

https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/network/nic?view=azure-cli-latest#az_network_nic_create
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 --size-gb：オプション。GiB のディスクサイズです。デフォルト値は 10 で、VHD の初期

値です。デフォルトのディスクサイズで SSB を評価できますが、実環境ではディスクサ

イズを増やすことを推奨します。最大値は 4095 です。 

後でディスクサイズを拡張する場合は、SSB インストールガイドの「8 仮想マシンでの

SSB の仮想ディスクサイズの拡張」を参照してください。 

 注釈： 

VHD のデフォルトサイズ 10 より小さい値を入力することはできません。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az disk create」を参照してください。 

5. 仮想マシンの作成： 

前提条件となるすべてのリソースの準備後、仮想マシンを作成します。 

az vm create \ 
--name <vm_name> \ 
--resource-group <resource_group_name> \ 
--nics <network_interface_name> \ 
--attach-os-disk <disk_name> \ 
--size <size_of_virtual_machine> \ 
--os-type Linux 

ここで、 

 --name：仮想マシンの名前です。例、MyVm。 

 --resource-group：VHD をアップロードしたリソースグループ名です。例、

MyResourceGroup。 

 --nics：ネットワークインターフェース名です。例、MyNic。 

 --attach-os-disk：管理ディスク名です。例、MyDisk。 

 --size：仮想マシンのサイズ名です。例、Standard_A4_v2。 

仮想マシンのサイズを計算するには、以下を考慮してください。 

 利用可能な仮想マシンのサイズは地域、および Azure サブスクリプションにもとづ

いて異なります。仮想マシンのサイジングの詳細については、「General purpose」

(英文)を参照するか、「Other sizes」までスクロールして利用可能なオプティマイズ

マシンを確認してください。 

 最小サイズ：仮想マシンに少なくとも 2GB のメモリを実装します。例、

Standard_A1_v2。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/disk?view=azure-cli-latest#az_disk_create
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sizes-general
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 推奨サイズ：仮想マシンに少なくとも 8GB メモリを実装します。例、

Standard_A4_v2。 

 --os-type：オペレーティングシステムのタイプは、Linux を入力します。  

仮想マシン作成後、自動的に起動してブートし、プライベートネットワーク経由で利用可能に

なります。 

コマンドとパラメーターの詳細については、「az vm create」を参照してください。 

6. ウィルカムウィザードを開始します。SSB をコンフィグレーションする初期手順の詳細につい

ては、SSB 管理者ガイドの「ウィエルカムウィザードと最初のログイン」を参照してください。 

 注意： 

セキュリティリスクの危険。 

Microsoft Azure へのインストール中、パブリック IP アドレスを使用してインターネットに

直接接続することはサポートされていません。代わりに、VPN あるいはジャンプホストを

経由してアクセスする必要があります。 

 

 注釈： 

Azure に SSB をインストールした場合、システムモニターの swap カラムは利用できませ

ん、なぜなら、swap メモリは使用されないからです。 

 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/vm?view=azure-cli-latest#az_vm_create
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_6lts_admin_guide.pdf
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日本語マニュアル発行日 2019 年 7 月 5 日 

本マニュアル原文は『syslog-ng Store Box 6.0 Deploying on Azure 

June 2019』です 

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ 
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