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1

はじめに

Nagios Log Server をお選びいただきましてありがとうございます。Nagios Log Server は、あらゆるテキストロ
グを収集・可視化・解析できるエンタープライズクラスのログ監視・管理アプリケーションです。

1.1

Nagios Log Server とは

Nagios Log Server は Nagios Enterprises 社（米国・2007 年設立。以降 Nagios 社と記載）製のログサーバーで
す。オープンソース Elasticsearch, Logstash, Kibana をベースに開発されました。あらゆるネットワーク、あらゆ
るログ送信元からのログをすばやく表示します。受信したログの収集・保存・解析方法を柔軟にカスタマイズ
できるように設計されており、ネットワークインフラの細部にいたるまで分析できます。Nagios Log Server を使
えば、一箇所からあらゆるタイプのログ（ネットワーク機器や Linux サーバーからのシスログ、メールサーバー
ログ、Web サーバーログ、Windows イベントログ、アプリケーションログなど）の検索や解析を行えます。

1.2

この資料について

この資料は、Nagios Log Server の管理者ガイドです。Nagios Log Server システムの管理、運用方法につい
て説明します。管理者が日本語ユーザーインターフェースで Nagios Log Server を使用することを想定してい
ます。
このガイドは別文書へのリンクを含んでいます。リンク名が英語のものは Nagios 社が作成したオリジナルの
技術文書（英語）です。
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インストレーション

2

この章では、Nagios Log Server のシステム要件とインストール手順について説明します。

システム要件

2.1

Nagios Log Server をインストールするサーバーが以下の要件を満たしていることを確認してください。
ハードウェア要件はさまざまな要件に依存します。以下は一般的な利用環境における参考データです。
最小要件

推奨要件

CPU

1 コア

4 コア 以上

メモリ

2 GB RAM 以上

8 GB RAM 以上

ハードディスク

40 GB の空き容量

1 TB 以上の空き容量（SSD 推奨）

OS

RHEL 7.x / 8.x (64bit), CentOS 7.x / 8.x (64bit)

2.2

インストーラの入手

Nagios Log Server のインストーラには Linux ソース版と仮想マシンイメージ(.ova, .vhd)版があります。
ニーズに合うインストーラを選択してください。どちらを選べばよいかわからない場合は、すぐに使用できる
仮想マシンイメージを使用することを推奨します。
bit

形式

対象

Linux ソースインストーラ

64-bit

.tar.gz

RHEL Linux または CentOS

.ova

VMware、VirtualBox、その他

仮想マシンイメージ

64-bit
.vhd

Hyper-V

インストーラは弊社ソフトウェアダウンロードページからダウンロードできます。ページの記載に従ってダウン
ロードしてください：
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/

2.3

インストール

ここでは、Nagios Log Server のインストール手順を説明します。
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次の内容を含みます：
・

手動インストール

・

仮想マシンイメージの使用開始

・

最新日本語化ファイルの適用

・

初期セットアップ

・

ライセンスアクティベーション

2.3.1 手動インストール
ここでは、クリーンシステムに Nagios Log Server をソースから手動インストールする手順を説明します。
事前構成済みの仮想マシンイメージを使用するのではなく、Linux マシンに Nagios Log Server を手動でイン
ストールしたい場合に参照してください。外部へのネットワーク設定が完了していることを前提としての説明と
なります。
弊社では RHEL 7.x/8.x (64bit) (*) または CentOS 7.x/8.x (64bit) をサポートします。
(*) RHEL の場合、Optional チャンネルを有効にしてください。詳しくは「Enabling RHEL Optional Software
Channel」を参照してください。
注記：
【重要】Nagios Log Server は新しくインストールされた“クリーン”なシステム（他に何もインストール
されていない minimal インストール環境）へインストールしてください。それ以外の環境はサポート対
象外となる場合があります。
他のアプリケーションがインストールされている既存システム上に Nagios Log Server をインストール
しようとすると、Nagios Log Server のインストレーションプロセスが失敗したり、重要なシステムコン
ポーネントおよび設定（例：データベースサーバ）が更新されて他のアプリケーションに悪影響を与
えたり、既存のアプリケーションが自動的にアップグレードまたは削除されたりする可能性がありま
す。他のアプリケーションが存在するシステムに Nagios Log Server をインストールすることは可能
ですが、相互作用や Nagios Log Server に必要な複数のコンポーネントの複雑性から推奨しませ
ん。この警告を無視することを選択した場合、つまり他のアプリケーションがインストールされている
既存システム上に Nagios Log Server をインストールした場合は、自己責任において使用してくださ
い。
他の Nagios 製品（XI, Network Analyzer, Fusion）を同一サーバーにインストールしないでください。
なお、インストレーションおよびバージョンアップにはインターネットアクセスが必要です。
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メモ：
ここで紹介する手順は、Nagios Log Server をインストールするサーバーにターミナルセッションを確
立して行います。インストールを行うには root ユーザーでサーバーにログインする必要がありま
す。

2.3.1.1

インストール

インストール手順は以下の通りです：
Step 1.

（インストーラをまだ入手していない場合は）弊社ソフトウェアダウンロードページからダウンロードし
ます。ページの記載に従ってダウンロードしてください。
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
（[ソースインストーラ]を選んでください。）

Step 2.

ターミナルを開き、root ユーザーで Nagios Log Server をインストールするサーバーにログインしま
す。

Step 3.

ダウンロードしたインストーラを/tmp ディレクトリにコピーした後、以下のコマンドを実行します。

# cd /tmp
# tar xzf nagioslogserver-<version>.tar.gz
# cd nagioslogserver
# ./fullinstall
注記：
<version> はインストールする Nagios Log Server バージョン番号です。実際のファイル
名で置換してください。例： nagioslogserver-2.1.5.tar.gz
（最新版をメーカーサイトからダウンロードしてインストールしたい場合は）
以下のコマンドを実行します。弊社リリース版よりも新しいバージョンがダウンロード可能な場合が
ありますが、不具合その他でサポートが提供されない場合がありますので、ご留意ください。

# cd /tmp
# wget http://assets.nagios.com/downloads/nagios-logserver/nagioslogserver-latest.tar.gz
# tar xzf nagioslogserver-latest.tar.gz
# cd nagioslogserver
# ./fullinstall
Step 4.

インストールが完了するのを待ちます。
インストールが完了すると以下のようなメッセージが表示されます：
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Nagios Log Server Installation Success!
You can finish the final setup steps for Nagios Log Server by
visiting:
http://<server_ip_address>/nagioslogserver/
これでインストールが完了しました。「最新日本語化ファイルの適用」に進んでください。

2.3.2 仮想マシンイメージの使用開始
ここでは、Nagios Log Server 仮想マシンイメージの使用開始手順を説明します。事前構成済みの仮想マシン
イメージを使用したい場合に参照してください。
VMware Workstation Player を使用する場合は「VMware Workstation Player での仮想マシンイメージ使用」、
VirtualBox を使用する場合は「VirtualBox での仮想マシンイメージの使用」、
Hyper-V を使用する場合は「Hyper-V での仮想マシンイメージの使用」を参照してください。

VMware Workstation Player での仮想マシンイメージ使用

2.3.2.1

ここでは、VMware Workstation Player で Nagios Log Server 仮想マシンイメージの使用を開始する手順を説
明します。

Step 1.

（Nagios Log Server 仮想マシンイメージをまだ入手していない場合は）
弊社ソフトウェアダウンロードページからダウンロードします。
ページの記載に従ってダウンロードしてください。
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
（[仮想マシンイメージ]を選んでください。）

Step 2.

（VMware Workstation Player 環境がない場合は）VMware Workstation Player をダウンロードして
インストールします（インストール完了後に OS の再起動が要求されます）。
VMware Workstation Player ダウンロード：
https://www.vmware.com/jp/products/workstation-player/workstation-playerevaluation.html

Step 3.

VMware Workstation Player を開きます。

Step 4.

[仮想マシンを開く]を選択します。
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Step 5.

OVA ファイルを選択して[開く]を選択します。

Step 6.

必要に応じて仮想マシンの名前を変更し、[インポート]を選択します。

Step 7.

OVA ファイルのインポートが完了するまでしばらく待ちます。

Step 8.

[仮想マシンの再生]をクリックします。Nagios Log Server のログインプロンプトが表示されます。
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Step 9.

起動が完了するのを待ちます。
メモ：
コンソールの青い帯の部分（Access Nagios Log at http://xxx.xxx.xxx.xxx）に
Nagios Log Server Web GUI にアクセスするための URL が表示されます。あとで、固定 IP
アドレスを設定します。

「Nagios Log Server へのログイン」へ進みます。

2.3.2.2

VirtualBox での仮想マシンイメージの使用

ここでは、VirtualBox で Nagios Log Server 仮想マシンイメージの使用を開始する手順を説明します。

Step 1.

（Nagios Log Server 仮想マシンイメージをまだ入手していない場合は）
弊社ソフトウェアダウンロードページからダウンロードします。
ページの記載に従ってダウンロードしてください。
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
（[仮想マシンイメージ]を選んでください。）

Step 2.

（VirtualBox 環境がない場合は）Oracle VM VirtualBox をダウンロードしてインストールします。
Oracle VM VirtualBox ダウンロード： http://www.oracle.com/technetwork/serverstorage/virtualbox/downloads/index.html
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Step 3.

VirtualBox を開きます。

Step 4.

[ファイル] -> [仮想アプライアンスのインポート...]を選択します。

Step 5.

[インポートしたい仮想アプライアンス]に OVA ファイルを選択します。

[仮想アプライアンスの設定]画面で[名前]①を変更し、[すべてのネットワークアダプターで MAC ア
ドレスを生成]②を選択します。

Step 6.

必要に応じて CPU、RAM を変更します。

Step 7.

[インポート]をクリックします。

Step 8.

OVA ファイルのインポートが完了するまでしばらく待ちます。
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Step 9.

インポートが完了すると、仮想マシン一覧に追加されます。

Step 10. 仮想マシンのネットワーク設定を変更します。
画面左側で Nagios Log Server 仮想マシンイメージを選択し、画面右側で[設定]を選択します。

Step 11. 画面右側で[ネットワーク]をクリックし、ネットワークアダプターの割り当て方法を選択します。
下図は、[ブリッジアダプター]を選択した例です。この場合、（VirtualBox が起動している）Windows
マシンが物理的に接続されているネットワークセグメントに接続されます。

Step 12. [OK]をクリックして変更を保存します。
Step 13. [起動]ボタンをクリックして Nagios Log Server 仮想マシンを起動します。

Step 14. 起動が完了するのを待ちます。
メモ：
コンソールの青い帯の部分（Access Nagios Log at http://xxx.xxx.xxx.xxx）に
Nagios Log Server Web GUI にアクセスするための URL が表示されます。あとで、固定 IP
アドレスを設定します。
「Nagios Log Server へのログイン」へ進みます。
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2.3.2.3

Hyper-V での仮想マシンイメージの使用

ここでは、Hyper-V で Nagios Log Server 仮想マシンイメージの使用を開始する手順を説明します。
Step 1.

（Nagios Log Server 仮想マシンイメージをまだ入手していない場合は）
弊社ソフトウェアダウンロードページからダウンロードします。
ページの記載に従ってダウンロードしてください。
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
（[Hyper-V]を選んでください。）

Step 2.

ダウンロードした VHD ファイルを保存先に展開します。

Step 3.

Hyper-V 環境がない場合は、Windows の機能から Hyper-V を有効化します。
注記：
この作業では、Windows の再起動が要求されます。

Step 4.

[Hyper-V マネージャー] を起動します。

Step 5.

左側のツリーから [Hyper-V マネージャー] -> [<サーバー名>] を右クリックし、[新規] -> [仮想マ
シン] を選択します。

Step 6.

[開始する前に] 画面が表示されます。
[次へ] を選択します。
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Step 7.

[名前と場所の指定] 画面で、[名前] を入力し、[次へ] を選択します。

Step 8.

[世代の指定] 画面で、必要に応じて世代を変更し、[次へ] を選択します。
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Step 9.

[メモリの割り当て] 画面で、[起動メモリ] に 2048 以上の値を入力し、[次へ] を選択します。
注記：
Nagios Log Server の最小メモリ要件は、2GB（=2048MB）です。

Step 10. [ネットワークの構成] 画面で接続する仮想スイッチを選択し、[次へ] を選択します。
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Step 11. [仮想ハードディスクの接続] 画面で、[既存の仮想ハードディスクを使用する] ラジオボタンを選択
し、[場所] にダウンロードして展開した VHD ファイルへのパスを指定して、[次へ] を選択します。

Step 12. [仮想マシンの新規作成ウィザードの完了] 画面で [説明] の内容を確認し、[次へ] を選択します。
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Step 13. 処理が完了したら、仮想マシンを開始します。
[Hyper-V マネージャー] 画面で仮想マシンを選択し、右側で、[起動] を選択します。

Step 14. 仮想マシンが起動したら、これに接続して仮想マシンのコンソールを起動します。
[Hyper-V マネージャー] 画面の右側で、[接続...] を選択します。
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Step 15. 仮想マシンのコンソールが新しいウインドウで開きます。
下のような画面が表示されます。
メモ：
コンソールの青い帯の部分（Access Nagios Log at http://xxx.xxx.xxx.xxx）に
Nagios Log Server Web GUI にアクセスするための URL が表示されます。あとで、固定 IP
アドレスを設定します。

「Nagios Log Server へのログイン」へ進みます。

2.3.2.4
Step 1.

Nagios Log Server へのログイン
Nagios Log Server にログインしてみます 。青い帯の右側にデフォルトのログイン認証情報
（root/nagiosls）が表示されています。

Step 2.

画面をクリックして、login プロンプトに "root"と入力し[Enter]キーを押します。
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メモ：
・

VMware Workstation Player の場合：
マウスを解放するには、[Ctrl]+[Alt]を同時に押してください。そうすれば、マウスを利
用できるようになります。VMware Workstation Player での操作に戻るには、画面をクリ
ックしてください。

・

VirtualBox の場合：
マウスを解放するには、右側の[Ctrl]キーを押してください。そうすれば、マウスを利
用できるようになります。VirtualBox での操作に戻るには、画面をクリックしてください。

Step 3.

Password:プロンプトに"nagiosls"と入力して[Enter]キーを押します。

メモ：
入力したパスワードは表示されません。
Step 4.

次のような画面が表示されます。

これで Nagios Log Server に root でログインすることができました。続いて Nagios Log Server の初期設定
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（日本語キーボード配列、固定 IP アドレス、ホスト名、chrony サーバー、root パスワード変更）を行いま
す。

2.3.2.5

日本語キーボード配列の設定

Nagios Log Server 仮想マシンは開発元（米国 Nagios 社）より提供されます。この仮想マシンイメージには、英
語キーボード配列が適用されています。ここでは、デフォルトの英語キーボード配列を日本語キーボード配列
に変更します。この作業は必須ではありませんが、普段日本語キーボードをお使いの場合は操作性の観点
から日本語キーボード配列に変更することを推奨します。
Step 1.

次のコマンドを実行します。

# localectl set-keymap jp106
Step 2.

確認のため次のコマンドを実行します。

# localectl status
以下のような結果が表示されます。VC Keymap が jp106 になっていることを確認します。

System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: jp106
X11 Layout: jp,us
X11 Variant: ,
これで、Nagios Log Server 仮想マシンイメージが日本語キーボード配列になりました。

2.3.2.6

固定 IP アドレスの設定

次に、固定 IP アドレスとホスト名を設定します。
Step 1.

nmtui を使用して設定を変更します。次のコマンドを実行します。

# nmtui
Step 2.

下のプロンプト画面が表示されます。
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Step 3.

[Edit a connection]が選択された状態で、[Enter]キーを押します。

Step 4.

デバイスのリストが表示されます。

この例の場合は、ens33 がデフォルトインターフェースです。
VirtualBox を使用している場合は、下のような画面が表示されます：

この場合のアクティブな接続は[Wired connection 1]です。
[ens33]の設定は削除してもかまいません。

Step 5.

[ens33] （ VirtualBox を 使 用 し て い る 場 合 は 、 [Wired connection 1] ） を 選 択 し た 状 態 で
[<Edit...>]を選択して[Enter]キーを押します。
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Step 6.

[Edit Connection]画面が表示されます。
[Tab]キーを押して[IPv4 CONFIGURATION]の隣にある[<Automatic>]を選択して[Enter]キーを
押します。

Step 7.

リストから[Manual]を選択して[Enter]キーを押します。

Step 8.

[Tab]キーを押して[IPv4 CONFIGURATION]の列にある[<Show>]を選択して[Enter]キーを押しま
す。より多くのフィールドが表示されます。

Step 9.

[Tab]キーを押して[Addresses]の隣にある[<Add>]を選択して[Enter]キーを押します。

Step 10. 有効なアドレスを CIDR 記法で入力します。例： 10.25.40.70/16
Step 11. 上記の手順を Gateway IP および DNS Servers フィールドでも繰り返して設定します。
Step 12. 固定の IPv6 アドレスを定義したい場合は、[IPv6 CONFIGURATION]セクションで同じ作業を繰り返
します。以下は設定例です。[ ]を[X]に変更するには、スペースキーを押下します。：
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Step 13. [Tab]キーを押して[OK]を選択し、[Enter]キーを押します。
デバイス選択画面に戻ります。
Step 14. [Tab]キーを押して[Back]を選択し、[Enter]キーを押します。
オプション選択画面に戻ります。
Step 15. [↓]キーを押して[Quit]を選択し、[Enter]キーを押します。
Step 16. 次のコマンドを実行してネットワークインターフェースを再起動します。
ネットワークインターフェース名（ここでは ens33 の部分）を変更した場合は、変更した名前を使用
してください。(ifconfig や ip address コマンドで確認できます。)

# ifdown ens33; ifup ens33
または

# nmcli connection down ens33; nmcli connection up ens33
再起動のために、ネットワークインターフェースの無効化と有効化コマンドを 1 つのコマンド行で連
続して実行しています。環境によりホストへの接続が切断される場合があり、その後の再接続が困
難になる状況を減らすためです。
Step 17. 次のコマンドを実行して変更が反映されていることを確認します。

# ip address
# ping -c 4 www.nagios.com
Step 18. 以下のような結果が表示されます。
インターフェースが UP state で inet（および inet6）アドレスが正しいことを確認します。
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2.3.2.7

ホスト名の変更

次に、ホスト名を変更します。
Step 1.

nmtui を使用して設定を変更します。次のコマンドを実行します。

# nmtui
Step 2.

下のプロンプト画面が表示されます。

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
21

Step 3.

[Tab]キーを押して[Set system hostname]を選択し、[Enter]キーを押します。

Step 4.

新しいホスト名を入力し、[Tab]キーを押して[<OK>]を選択します。

Step 5.

[Enter]キーを押します。

Step 6.

[↓]キーを押して[Quit]を選択し、[Enter]キーを押します。

Step 7.

OS を再起動します。次のコマンドを実行します。

# reboot
Step 8.

OS が起動するのを待ちます。
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2.3.2.8

chrony サーバー設定の変更

デフォルトの Nagios Log Server 仮想マシンイメージには chrony サーバーとして centos.pool.ntp.org
が指定されています。必要に応じて、参照先のサーバーを変更してください。

Step 1.

/etc/chrony.conf ファイルを編集します。次のコマンドを実行します。

# vi /etc/chrony.conf
Step 2.

以下のデフォルト設定を変更します。[I]キーを押して挿入モードに切り替えます。
デフォルト設定：
server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst
デフォルト設定(CentOS 8 の場合)：
pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
変更例：
#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst
server ntp1.jst.mfeed.ad.jp iburst
server ntp2.jst.mfeed.ad.jp iburst
server ntp3.jst.mfeed.ad.jp iburst

Step 3.

編集が完了したら、ファイルを保存して閉じます。
[Esc]キーを押した後、次のコマンドを実行します。

:wq
Step 4.

サービスを再起動します。次のコマンドを実行します。

# systemctl restart chronyd
Step 5.

動作状況を確認します。次のコマンドを実行します。

# chronyc sources
Step 6.

次のコマンドを実行して現在の時刻を確認します。

# TZ="Asia/Tokyo" date
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メモ：
タイムゾーン設定は後の作業で変更します。

2.3.2.9

root ユーザーのパスワード変更

Nagios Log Server の root ユーザーのデフォルトパスワードは nagiosls です。セキュリティの観点から、
Nagios Log Server の使用を開始する前に root ユーザーのパスワードを変更することを推奨します。
Step 1.

ログインしていない場合は、root でログインします。初期パスワードは、nagiosls（すべて小文字）
です。

Step 2.

次のコマンドを実行します。

# passwd
Step 3.

新しいパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。

Step 4.

もう一度新しいパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
# passwd
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
#
これで、root のパスワードが変更されました。パスワードは安全な場所に保管してください。

以上で仮想マシンイメージのセットアップが完了しました。「最新日本語化ファイルの適用」に進んでください。

2.3.3 最新日本語化ファイルの適用
最新の日本語化ファイルを適用します。
弊社ソフトウェアダウンロードページで、ページの記載に従って最新の日本語化ファイルをダウンロードしてく
ださい。
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
ダウンロードしたファイルを展開して以下のディレクトリに保存した後、httpd サービスを再起動します。
日本語化ファイルの保管場所：

/var/www/html/nagioslogserver/application/language/ja_JP/LC_MESSAGES
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httpd の再起動：

# systemctl restart httpd.service
メモ：
ソフトウェアダウンロードページに対応するバージョンの日本語化ファイルが存在しない場合は、
この作業は不要です。
以上で Nagios Log Server 仮想マシンの初期設定は完了です。次に Nagios Log Server Web インターフェース
にアクセスし、Nagios Log Server の初期設定を行います。「初期セットアップ」に進んでください。

2.3.4 初期セットアップ
ここでは、Nagios Log Server の初期セットアップ手順を説明します。
メモ：
手動インストールまたは仮想マシンイメージの起動が完了していることを想定しています。
まだ完了していない場合は、次に進む前に Nagios Log Server のインストールを完了させてください。
管理者は Nagios Log Server Web インターフェースへの初回ログイン時に、いくつかの初期設定を行う必要が
あります。ここでは Nagios Log Server の使用を開始する前に最低限必要な作業を説明します。作業の途中
で日本語インターフェースに切り替えます。
次の内容を含みます：
・

最終インストレーションセットアップ

・

グローバル設定

・

メール設定

・

プロキシサーバー設定

・

古いログデータの削除（仮想マシンイメージ使用時のみ）

・

メンテナンス設定

2.3.4.1

最終インストレーションセットアップ

Nagios Log Server Web インターフェースに初めてアクセスすると、[Final Installation Steps]（インストレーショ
ン最終ステップ）ページが表示されます。
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注記：
ここでは、新規に Nagios Log Server をセットアップする手順を説明します。
既存のクラスターへの Nagios Log Server（インスタンス）の追加については、「クラスターインスタンス
の追加」を参照してください。
Step 1.

Web ブラウザーを開き、Nagios Log Server の URL にアクセスします。
URL: http://<Nagios Log Server のホスト名または IP アドレス>
メモ：
DHCP を使用している場合は、Nagios Log Server の IP アドレスを端末画面で確認するか、
端末で ip addr コマンドを実行して IP アドレスを確認してください。

Step 2.

下のような画面が表示されます。

Step 3.

Nagios Log Server のインストールが初めての場合は、[Install]を選択します。
メモ：
既存の Nagios Log Server クラスターにこのサーバー（インスタンス）を追加したい場合は
[Connect]を選択します。
既存のクラスターへの Nagios Log Server（インスタンス）の追加については、
「クラスターインスタンスの追加」を参照してください。

Step 4.

[Final Installation Steps]（最終インストレーションステップ）画面で、以下の情報を入力します。

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
26

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
27

License Setup

Free 30 day trial ①

このオプションを選択すると、3０日間無料
で利用可能な評価版として機能します。

（ライセンスセット
アップ）

ライセンスキーをお持ちでない場合に選択
してください。
I already have a key ②

有効なライセンスキーをお持ちの場合に選
択してください。

License Key ③
Admin

Username ④

Account Setup
（管理アカウント

有効なライセンスキーを入力してください。
管理アカウントのユーザー名を指定しま
す。デフォルト： nagiosadmin

Full Name ⑤

セットアップ）

管理アカウントのフルネームを入力しま
す。デフォルト： Nagios Administrator

Password ⑥

管理アカウントのパスワードを入力します。

Confirm Password ⑦

もういちど、管理アカウントのパスワードを
入力します（確認用）。

Email ⑧

管理アカウントのメールアドレスを入力しま
す。

Language ⑨

管理アカウントの表示言語を指定します。
デフォルト： Default

Timezone ⑩

タイムゾーンを選択します。

Step 5.

設定が完了したら、[Finish Installation]（インストレーションの完了）⑪をクリックします。

Step 6.

設定の適用が完了するまでしばらく待ちます。
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Step 7.

インストールが完了すると、ログイン画面が表示されます。

Step 8.

ユーザー名とパスワードを入力して、[Log In]をクリックします。

Step 9.

Nagios Log Server にログインすると、[Home]画面が表示されます。

メモ：
[Final Installation Steps]（最終インストレーションステップ）画面で[Free 30 Day Trial]
（3０日間無料評価）を選択した場合は、評価モードが適用されています。
[×]ボタンをクリックすると、評価版に関するメッセージが消えます（このメッセージはログ
インしなおすと再度表示されます）。

現在は英語インターフェースが表示されています。後で表示言語を日本語に変更します。
次に、[Admin]（管理）メニューからシステムの管理設定を行います。
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2.3.4.2

グローバル設定

システム全体の設定を行います。
Step 1.

画面上部にある[Admin]（管理）メニューをクリックします。

画面幅が狭い場合は[Navigation]
メニューに折りたたまれています。

Step 2.

画面左側のメニューから
[Global Settings]（グローバル設定）を
選択します。

Step 3.

[Default Lanugage] （ デ フ ォ ル ト 言 語 ） を
[Japanese]（日本語）に変更し、画面下部に
ある[Save Setting]ボタンをクリックします。

Step 4.

もう一度画面左側のメニューから[Global Settings]（グローバル設定）を選択します。
日本語画面に切り替わります。

Step 5.

その他のグローバル設定を行います。
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既定の言語 ①
クラスターホスト名 ②

Web ユーザーインターフェースの言語を設定します。
デフォルト： English
このホスト（またはクラスター）の名前。
ログソースのセットアップ手順で使用されます。
Nagios Log Server インターフェースへアクセスするための URL
アラートメール本文に含まれる URL の一部としても使用され

インターフェース URL ③

ます。「2.3.2.6 固定 IP アドレスの設定」で設定した IP アドレス
または、DHCP で付与された IP アドレスを設定してください。
（図中の IP アドレスは例です。）

ユーザークエリを記録する ④
バックアップ保持期間 ⑤
更新チェックを無効化 ⑥

ユーザークエリの記録有無
デフォルト： いいえ（記録なし）
システムデータのバックアップ保持期間（日数）
デフォルト： 5
更新チェックの無効化
デフォルト： いいえ（更新チェックあり）
IP アドレスからホスト名を解決する機能（IP アドレスの逆引き）

リバース DNS の無効化 ⑦

を無効化
デフォルト： いいえ（リバース DNS を使用する）

クラスタータイムゾーン ⑧

クラスターシステムで使用するタイムゾーン
ログサーバーからデータをエクスポートする場合、タイムスタ

エクスポートされた CSV ファイ

ンプには、UTC またはクラスターのタイムゾーンを使用できま

ルのタイムゾーン ⑨

す
デフォルト： UTC

Step 6.

2.3.4.3

画面下部にある[設定の保存]ボタンをクリックします。

メール設定

次に Nagios Log Server が使用するメール送信設定を行います。
Step 1.

画面左側のメニューから[メール設定]を選択します。

Step 2.

メールの差出人、メールの返信先、メール送信方法を指定します。
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メールの差出人

①

メールの返信先
メール送信方法 ⑤

メール差出人の名前

②

メール差出人のメールアドレス

③

メール返信先の名前

④

メール返信先のメールアドレス
[PHP メール]または[SMTP サーバー]のいずれかを選択
デフォルト： PHP メール

メールをテキストのみで送信

テキストメールのみを送信したい場合に選択

(HTML なし) ⑥

デフォルト： オフ（HTML メールを送信）

設定のテスト ⑦

このボタンをクリックするとテストメールが送信されます。

[メールの送信方法]で[SMTP サーバー]を選択した場合は、以下の項目も設定します。
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SMTP サーバーアドレス ⑧
SMTP セキュリティ ⑨
SMTP ポート ⑩
SMTP ユーザー名 ⑪
SMTP パスワード ⑫

SMTP サーバーのアドレス
None/SSL/”TLS or STARTTLS” のいずれかから選択
デフォルト： None （セキュリティプロトコルなし）
使用するポート番号
デフォルト： 25
認証を使用する場合に指定します。
デフォルト： 空欄
認証を使用する場合に指定します。
デフォルト： 空欄

Step 3.

設定が完了したら、画面下部にある[設定の保存]ボタンをクリックして設定を保存します。

Step 4.

[設定のテスト]⑦ボタンをクリックしてテストメールを正しく受信できることを確認します。

メモ：
メール設定について詳しくは「メール設定」を参照してください。

2.3.4.4

プロキシサーバー設定

Nagios Log Server は、更新チェック、メンテナンスチェック、ライセンスアクティベーションの際に Nagios 社の
サーバーと通信を行います。外部との通信にプロキシサーバーを経由する環境の場合は、使用するプロキ
シサーバーを設定します。プロキシサーバーを使用しない環境の場合は、この手順はスキップしてください。

Step 1.

画面左側のメニューから[プロキシ設定]を選択します。

Step 2.

（プロキシを有効にする場合は）[プロキシの有効化]チェックボックス①にチェックをつけて、プロキ
シサーバーの情報を入力します。
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プロキシサーバーを使用する場合は、チェックボックスにチ
プロキシの有効化 ①

ェックをつけます。
デフォルト： オフ（使用なし）

プロキシアドレス ②

プロキシサーバーのアドレスを入力します。

プロキシポート ③

プロキシサーバーで使用するポートを入力します。

プロキシ認証 ④

プロキシサーバーでの認証情報を入力します。

HTTP トンネリングを使用する
⑤
Step 3.

2.3.4.5

HTTP トンネリングを使用する場合は、チェックボックスにチ
ェックをつけます。
デフォルト： オン（HTTP トンネリング使用）

画面下部にある[設定の保存]をクリックします。

古いログデータの削除（仮想マシンイメージ使用時のみ）

Nagios Log Server 仮想マシンには、開発元（Nagios 社）で稼働していたときに収集された古いログデータが
保存されています。必要に応じて、このログデータを削除してください。Linux ソースインストールを行った場合
や古いログデータの削除が不要（過去のログデータが存在しても構わない）場合は、この作業をスキップして
ください。

Step 1.

画面左のメニューで[インデックスステータス]を
クリックします。
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Step 2.

インストール日より前のインデックスを削除します。
[インデックス]テーブルのチェックボックスにチェックをつけて、画面下部にある[選択したインデック
スの操作]ドロップダウンリストから[削除]を選択します。

Step 3.

2.3.4.6

確認ダイアログで [OK] を選択します。

メンテナンス設定

パフォーマンスの観点から、古いログはインデックスを閉じるか削除して、閲覧・検索対象から除外していた
だくことを推奨します。一定日数を経過した古いログ（インデックス）を自動で閉じるまたは削除する処理は、
[スナップショット & メンテナンス] 画面で設定できます。
Step 1.

画面左側のメニューから[スナップショット & メンテナンス]を
選択します。

Step 2.

[メンテナンスおよびリポジトリ設定]タブ画面で、インデックスを閉じる日数およびインデックスを削
除する日数を指定します。
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1

2
3

4

インデックスを最適化するまでの日数を指定します。
古いインデックスを最適化する ①

新しいデータが取り込まれない日数を指定してくださ
い。0 を設定すると最適化が無効になります。
デフォルト： 2
ログを頻繁に閲覧、検索する日数を指定します。
指定した日数を経過すると、インデックスが自動で閉じ
られます。
閉じたインデックスに含まれるログはダッシュボードに
表示されなくなりますが、ディスクからは削除されませ

インデックスを閉じる ②

ん。必要になったときに[開く]ことで、閲覧、検索対象に
戻すことができます。
0 を設定すると、インデックスは自動で閉じられず、す
べてのログが閲覧、検索対象となります。環境によって
はメモリを大量に消費するため、Nagios Log Server の
挙動が不安定になる場合があります。
デフォルト： 30
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ログの保持日数を指定します。
指定した日数が経過するとインデックスファイルが物理
的に削除されます（ディスクから削除されます）。

インデックスを削除する ③

0 を設定すると、インデックスは削除されません。
デフォルト： 0
メンテナンスとスナップショットを

メンテナンスジョブの有効/無効を切り替えます。

有効にする ④

デフォルト： はい（メンテナンスジョブ有効）

メモ：
[スナップショット&メンテナンス]の詳細については、「スナップショットとメンテナンスの管理」を参照
してください。
これで Nagios Log Server の初期セットアップは終了です。はじめて Nagios Log Server を使用する場合は、
「技術概要と用語」を参照してください。

2.3.5 ライセンスアクティベーション
最終インストレーションセットアップで有効なライセンスキーを入力した場合は、ライセンスアクティベーション
を行う必要があります。
インターネットに接続できる環境の場合は「オンライン環境（インターネット接続可）の場合」、
インターネットに接続できない環境の場合は「オフライン環境（インターネット接続不可）の場合」を参照してく
ださい。
メモ：
作業を進める前に、ライセンスファイル（N20XX-XXXXX.txt）をお手元にご準備ください。
（ライセンスをご購入いただいたお客様へはライセンスファイルがメールで送付されます。）

2.3.5.1

オンライン環境（インターネット接続可）の場合

インターネットに接続できる環境でのライセンスアクティベーション手順は以下のとおりです。

Step 1.

画面上部にある [ライセンスアクティベーション] リンクをクリックします。
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または、[管理] -> [ライセンス情報] -> [メンテナンス&アクティベーション] の [今すぐアクティブに
する] リンクをクリックします。

Step 2.

[プロダクトアクティベーション]画面の [クライアント ID/トークン] フィールドに、ライセンスファイル
に記載されている [Customer Number] の数字入力します。

Step 3.

2.3.5.2

[アクティブ] ボタンをクリックします。

オフライン環境（インターネット接続不可）の場合

インターネットに接続できない環境の場合、インターネットに接続できる PC でアクティベーションキーを取得
する必要があります。

Step 1.

インターネットに接続できる PC で Nagios 社の Product Activation ページを開きます。
ブラウザーを起動し、以下の URL にアクセスします。
Product Activation ページ： https://www.nagios.com/activate/
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Step 2.

[Customer ID]（①）にライセンスファイルの [Customer Number]、
[License Key]（②）にライセンスファイルの [Log Server License Key] の情報を入力し、
[Server IP Address]（③）に Nagios Log Server をインストールしたマシンの IP アドレスを入力しま
す。

Step 3.

[Activate] ボタンをクリックし、アクティベーションキーを取得します。

Step 4.

Nagios Log Server の Web ユーザーインターフェースに戻ります。

Step 5.

画面上部にある [ライセンスアクティベーション] リンクをクリックします。

または、[管理] -> [ライセンス情報] -> [メンテナンス&アクティベーション] の [今すぐアクティブに
する] リンクをクリックします。
Step 6.

[プロダクトアクティベーション]画面で、[ライセンスを手動で有効にします] リンクをクリックします。

Step 7.

[アクティベーション キー] フィールドが表示されます。
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Step 8.

Step 3 で取得したアクティベーションキーを [アクティベーションキー] に入力します。

Step 9.

[アクティブ] ボタンをクリックします。

2.4

クラスターインスタンスの追加

ここでは、既存の Nagios Log Server クラスター環境に、Nagios Log Server インスタンス（Nagios Log Server）
を追加する手順を説明します。
事前に次の情報をご準備ください：
・

クラスター内の既存インスタンスの IP アドレスまたはホスト名

・

クラスターID
（Nagios Log Server Web インターフェースの[管理] ->[クラスターステータス] ->[クラスターID]）

2.4.1 Nagios Log Server インスタンスの作成
既存の Nagios Log Server クラスターに追加する新しい Nagios Log Server インスタンス（Nagios Log Server）
を作成します。
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Nagios Log Server インスタンスの作成手順については、以下を参照してください：
・

Linux インストーラを使用して手動インストールする場合： 「手動インストール」、

・

仮想マシンイメージを使用する場合： 「仮想マシンイメージの使用開始」

注記：
[Final Installation Steps]（最終インストレーションステップ）以降は進めないでください。
作業内容が異なります。

2.4.2 クラスターへのインスタンス追加
作成した新しい Nagios Log Server インスタンスを既存の Nagios Log Server クラスターに追加します。
Step 1.

Web ブラウザーを開き、新しい Nagios Log Server の URL にアクセスします。
URL: http://<Nagios Log Server のホスト名または IP アドレス>

Step 2.

下のような画面が表示されます。

Step 3.

[Connect]（接続）を選択します。

Step 4.

事前に準備した情報を入力します。
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Nagios Log Server インスタンスの IP アドレスまたはホスト名
（DNS FQDN）を入力します。
IP Address / Hostname ①
ホスト名を入力する場合は、このインスタンスが DNS レコー
ドを解決できることを確認してください。
Cluster ID ②

事前に準備したクラスターID を入力します。

Step 5.

[Connect to Cluster]（クラスターに接続）ボタンをクリックします。

Step 6.

サーバーに設定が適用されるまでしばらく待ちます。

Step 7.

処理が完了すると、ログイン画面が表示されます。

Step 8.

ユーザー名とパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックします。

Step 9.

ログインが完了すると、[ホーム]画面が表示されます。
クラスターを構成するインスタンスの数が増えたことを確認します。
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インスタンスの数は、[管理] ->[システム] -> [クラスターステータス]画面からも確認できます。

このクラスターのステータスは Green です。クラスターが非常に小さい場合は、すべてのシャード
の複製が完了するまでに長い時間はかかりません。大規模なクラスターの場合は、すべてのシャ
ードの割当てに時間がかかります（処理が完了するまでステータスは Yellow のままです）が、こ
れは正常です（[未割当シャード]フィールドの数が徐々に減少していることを確認できる場合は、正
常です）。シャードの割当てが完了すると、クラスターのステータスは Green に戻ります。
クラスターインスタンスは、[管理] -> [インスタンス ステータス]からも確認できます。
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この画面には、クラスターを構成するインスタンスのリストが表示されます。
正しくインスタンスが追加されたことを確認します。
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技術概要と用語

3

この章では Nagios Log Server の概要と主な用語の定義について説明します。

技術概要

3.1

Nagios Log Server は１箇所でさまざまなログデータ（ネットワーク機器や Linux サーバーからのシスログ、メー
ルサーバーログ、Web サーバーログ、Windows イベントログ、アプリケーションログなど）を受信し、メッセージ
内容にインデックスをつけて保存します。これにより、ほぼリアルタイムでのクエリ、分析機能を提供します。
ログデータのインデックス付けが行われると（通常ログ到着から 5 秒以内でインデックスが作成されます）、ダ
ッシュボード上のグラフィカルなクエリやフィルタリングツールを使用して簡単に分析を行ったり、あらゆるログ
イベントアイテムを Google、Bing、StackOverflow ですばやく検索したりすることができます。
また、ダッシュボードで使用するクエリをベースとしてアラートを作成することができます。アラート条件に一致
すると、メール送信、SNMP トラップ送信、カスタムスクリプトの実行、Nagios XI/Nagios Core への NRDP 送信
を行うことができます。
Nagios Log Server へ送信するデータは自動的に共有ネットワークドライブにアーカイブすることもできます。
アーカイブデータは将来のリストアやある時点の再分析などの目的で使用することができます。
プレーンテキストであれば、組織全体のあらゆるマシン、あらゆるネットワーク機器からのログイベントを記録
できます。Nagios Log Server ユーザーはユーザーインターフェースから１箇所に集められたすべてのデータ
にアクセスすることができます。すべてのデータを 1 つの場所に保存することで、複数機器からのログデータ
を比較または相関させることができます。

活用例：
受信したログイベントを分析し、クリティカルエラーなどの重要な項目を Nagios XI または Nagios Core へ
アラート送信する。

その他の利用例：
・

開発者がデバックログを解析（重要でない情報はフィルタアウトし、興味のある重要項目のみ表示）
する。
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・

Web サーバーログをエラー分析のみではなく、最もリクエストが多いページ、訪問者の地理的な場所、
よく使用されているブラウザーなどをグラフィカルに分析する。

・

小さいスクリプトを作成してパフォーマンスデータを含む Nagios チェック結果をアーカイブし、カスタム
ダッシュボードをセットアップしてデータを可視化表示（テーブル形式、棒グラフ、円グラフなど）する。

・

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

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

・

Nagios Log Server は組織内のマシンが生成したデータを１箇所に保存しインデックスを付けるため、
ログデータを相関分析することができます。

・

インターフェースはユーザーがカスタマイズすることができ、テーブル形式、棒グラフ、円グラフ、折
れ線グラフなどでデータを可視化することができます。

・

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

用語

3.2

ここでは Nagios Log Server で使用される用語とその意味を説明します。


インスタンス：
Nagios Log Server の単一インストレーション。すべてのインスタンスは Nagios Log Server クラスターのメ
ンバーです。



クラスター：
Nagios Log Server インスタンスの集まり。クラスターの各メンバーは、インデックスにデータの一部を格
納するとともに、インデックス付け、検索、アラート、メンテナンス操作の作業負荷を分担します。



Elasticsearch：
Nagios Log Server で使用されるストレージ/インデックス付けエンジン。
￮

Lucene：
Elastic search は Apache Lucene 基盤の全文検索エンジン。
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偶然にも Lucene は Ethan Galstad が NetSaint を開発した 1999 年に初めて導入されました。Lucene
は NetSaint が Nagios に改名された直後に Apache プロジェクトに参加しました。


Logstash：
インデックス付けのために Elasticsearch へ送信する前に、ログメッセージを受信して事前処理するため
に使用されるパッケージ。Logstash には機能を追加することができるたくさんのインプットとフィルターが
あります。
￮

インプット：
インプットを追加することで、TCP/UDP ポート、SNMP トラップ、unix ソケットなどさまざまな場所から
データを収集することができます。

￮

フィルター：
フィルターはインデックス付けのために Elasticsearch へ送信される前にメッセージに適用されます。
簡単な検索、地理位置情報の追加、IP の DNS 名解決、インデックス付け不要なメッセージのドロッ
プなどのためにメッセージをフィールドに分割することができます。



Kibana：
Nagios Log Server ダッシュボードの基盤として使用されている可視化パッケージです。Kibana の Nagios
Log Server バージョンは、ユーザー固有のダッシュボード、アラート機能、ダッシュボード保存機能、クエ
リの作成と保存機能、異なるダッシュボードへの適用機能が追加されています。
￮

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

￮

Filtering（フィルター）：
ある要素を「含む」または「含まない」結果を表示します。フィルターは Elasticsearch でキャッシュさ
れるので、応答時間を高速化することができます。

￮

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

￮

パネル：
パネルは「行」に追加します。サイズは指定したスパンと「行」の高さで決定します。パネルはドラッ
グアンドドロップで別の「行」に移動させることができます。グラフ、表、テキスト/HTML ブロックを組
み合わせて作成できます。



インデックス：
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ストレージの主要ユニット。Elasticsearch インデックス。データベースに相当。Nagios Log Server は日次
で新しいインデックスを作成します（インデクスの切り替えは UTC 00:00）。設定、ユーザー情報、内部監
査ログの保存のためにもいくつかのインデックスが使用されます。
￮

シャード：
各インデックスは複数のシャードに分割され、クラスター間におけるデータや負荷を分散させること
ができます。デフォルトの場合、Nagios Log Server の各インデックスには 5 つのシャードがあります。
各シャードは単一の Lucene インスタンスです。Nagios Log Server は、クラスター内のどのシャード
に各ログメッセージが含まれているかを正確に把握しています。このため、他のシャードと対話する
必要なく、ログメッセージを直接取得することができます。



スナップショットリポジトリ：
すべてのインスタンスがアクセスできる共有ネットワークファイルシステムでなければなりません。
リポジトリには、すべてのアーカイブされたスナップショットが削除されるまで保持されます。



スナップショット：
特定のインデックスのバックアップ。スナップショットはデータの復旧が必要になったときに復元のために
使用できます。



クラスターホスト名：
主にヘルプセクションで使用されます。クラスターホスト名はダイレクトにマシンへアクセスする IP/ホスト
名の代わりに使用できます。これによりラウンドロビン DNS やロードバランサーを使用して１つのホスト
名にログを送信でき、クラスターの任意のメンバーに分散できます。
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使用方法

4

この章では、Nagios Log Server の使用方法について説明します。
次の内容を含みます：
・

ログの分析

・

アラート

・

レポート

4.1

ログの分析

ここでは、Nagios Log Server のダッシュボードでクエリ（検索）やフィルター機能を使用し、必要なデータを抽
出する方法を説明します。
次の内容を含みます：
・

ログデータの閲覧

・

ダッシュボードのカスタマイズ

・

クエリの管理

4.1.1 ログデータの閲覧
Nagios Log Server で受信・収集したログデータは、ダッシュボードから閲覧、検索することができます。
画面上部のナビゲーションバーにある[ダッシュボード]メニューをクリックすると、ダッシュボードが表示されま
す。

ユーザーは、クエリとフィルターをもとにカスタムビューを作成することができます。
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メモ：
未保存の変更は、現在のダッシュボードページから別のページに移動すると失われます。
変更を保存したい場合は、ダッシュボードを保存してください。

4.1.1.1

Time Period（期間）

画面上部のドロップダウンリストでダッシュボードに適用したい
「期間」を選択することができます。

デフォルトは過去１日（a day ago to a few seconds ago）です。
リストの隣にあるリフレッシュアイコンをクリックすると、画面上
のデータが更新されます。

ドロップダウンリストで事前定義済みの時間範囲を選択するか、
[カスタム]を選択して特定の期間を設定することで期間を指定す
ることができます。
このドロップダウンリストの表示項目は、[ダッシュボード設定]
（画面右上にある[ダッシュボードの構成]ボタンをクリック）>[Timepicker]タブで変更することができます。
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4.1.1.2

行とパネルの概要

行とパネルは、ダッシュボードを作成するための構成要素です。行の中には複数のパネルを含めることがで
きます。
[ダッシュボード]メニューをクリックすると、デフォルトのダッシュボードが
表示されます。このデフォルトのダッシュボードには、[クエリ]と[フィルタリ
ング]の下に、[EVENTS OVER TIME] と [ALL EVENTS]が表示されま
す。これらはパネルです。

行のオプションは、各行の左側にあります（通常は非表示）。行の幅は
12 で、パネルのサイズには 1 から 12 までを指定することができます（例
えば、3 つのパネルのサイズをそれぞれ、3, 5, 4 と設定する（合計 12）こ
とができます）。デフォルトでは、[EVENTS OVER TIME] と [ALL
EVENTS]パネルは両方とも幅が 12 に設定されています。
行は折り畳んで一時的にビューから非表示にすることができます。
行を折り畳むには、一番上の ▶ アイコンをクリックします。

折り畳まれた行を展開するには、一番上の ◀ アイコンをクリックします。

行とパネルのカスタマイズについては後述します。

4.1.1.3

クエリ（検索）

Nagios Log Server のクエリ機能を使用すれば、大量のログデータの中から探しているデータを検索して表示
することができます。
下は、デフォルトダッシュボードのビューです。
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このダッシュボードにはクエリ条件として「*」（アスタリスク）がデフォルト設定されているため、Nagios Log
Server が過去２４時間に受信したすべてのログデータが表示されます。
グラフビュー（[EVENTS OVER TIME]パネル）から、過去 24 時間のログデータトラフィックおよび傾向を確認
することができます。
クエリの実行は、検索したい単語を入力して[Enter]キーを押すか、虫眼鏡アイコンをクリックするだけです。
下図は php という単語でクエリを行った結果例です。
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クエリは大文字小文字を区別しません。つまり、php でのクエリ結果は、PHP でのクエリ結果と同じになりま
す。クエリを実行すると、Nagios Log Server はユーザーが探している文字列を Elasticsearch データベースの
すべてのフィールドでチェックします。
クエリ条件は複数指定することができます。クエリフィールドの右側にある[＋]をクリックするとクエリフィール
ドが追加されます。各クエリにはそれぞれ異なる色を設定することができます。これにより、[EVENTS OVER
TIME]グラフやその他のパネルでそれぞれのクエリを識別しやすくなります。
下図は、php、down、apache の３つのクエリの実行例です。
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[EVENTS OVER TIME]グラフ上で範囲をマウスドラッグで選択すると、選択した期間がズームイン表示されま
す。

上の例では、特定の単語でクエリを実行する方法を紹介しました。この場合、クエリは指定期間における
Elasticsearch データベース内のすべてのフィールドを検索します。
クエリは特定のフィールドに対して実行することもできます。使用できるフィールドは、[ALL EVENTS]テーブ
ルの左側に表示されています。

フィールドを指定してクエリを行う場合の構文は以下の通りです：

<field_name>:<query>
例 1： 特定のタイプをクエリする例

type:apache_access
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下図はクエリ結果例です：

例 2： クエリを複数設定し、後で片方を非アクティブにする例

type:syslog
type:eventlog
下図は複数のクエリ結果の表示例です。syslog と eventlog が表示されています。
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下図は type:eventlog を非アクティブにしている操作例です。詳細はクエリオプションを参照してください。

下図は type:eventlog を非アクティブにした結果の表示例です。syslog の情報だけが表示されています。

4.1.1.4

フィルター

フィルターはクエリとよく似ていますが、クエリ結果のデータ量を減らすために使用します。
フィルターセクションはデフォルトで非表示になっています。[フィルタリング]アイコンをクリックするとフィルタリ
ングオプションが表示されます。
新しいフィルターは、[+]アイコンをクリックすると追加されますが、パネル上の操作からも簡単に追加すること
ができます。
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特定のイベントのデータのみを表示させたい場合は、[ALL EVENTS]テーブルで該当のログ行をクリックして
すべてのフィールドを表示させ、特定のフィールド（例えば、severity_label が Notice のログのみに興味
がある場合は severity_label が Notice であるフィールド）の虫眼鏡アイコンをクリックします。

これにより値が Notice の must フィルターが追加されました。

同様に type が syslog の虫眼鏡アイコンをクリックすると、新しいフィルターが作成されます。
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箱の右上にある[Edit]アイコンをクリックすると、編集モードに切り替わります。
後で追加したフィルター（type フィールドが syslog の must フィルター）の[Edit]ボタンをクリックして編集モ
ードにし、[field]ドロップダウンリストから mustNot を選択して[適用]クリックしてください。画面がリフレッシュ
され[EVENTS OVER TIME]と[ALL EVENTS]パネルの表示内容が更新されます。

[ALL EVENTS]テーブルの虫眼鏡を使用すれば簡単にフィルターを追加することができます。

4.1.1.5

クエリオプション

クエリにはいくつかのオプションがあります。クエリの横に
ある色つきの●アイコンをクリックすると、オプションが表
示されます。

使用できるクエリタイプは lucence、regex、topN の３つで
す。それぞれのクエリタイプに関する詳しい情報は[xxx ク
エリ]リンクをクリックすると表示されます。
・

lucene：
lucene クエリ構文を使用してレコードを検索します。クエリ構文例については「lucene クエリ構文例」を
参照してください。

・

regex：
lucene 正規表現を使用してレコードを検索します。例えば、"abcde"を含むレコードを検索したい場合、
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ab.* と指定すれば"abcde"の結果が戻りますが、 abc と指定した場合は"abcde"は戻りません。
・

topN：
Elasticsearch の terms ファセットを使って、あるフィールドで頻度の高い topN の term（単語）を検索し
ます。lucene クエリ構文を使用します。
￮

パラメーター：
⁃

Field（フィールド）：
対象のフィールドを指定します。ユニークな term（単語）が多いフィールドの場合、計算のた
め多くのメモリを使用します。terms ファセットは関連するフィールド値をメモリにロードさせま
す。このため、シャードごとに十分なメモリが必要です。フィールドに明示的に not_analyzed
を設定するか、一意のトークンの数が多くないことを確かめることを推奨します。

⁃

Count（件数）：
生成するクエリ数。クエリ結果はオリジナルの色のバリエーションでハイライトされます。

⁃

Union（結合）：
生成したクエリがオリジナルともつ関係。例えば、Field が'extension'、オリジナルクエリ
が"user:B.Awesome"、結合が AND である場合、Kibana は次のクエリを生成します：
extension:"html" AND (user:B.Awesome)

最もよく使用するオプションは凡例値と色です。
・

凡例値：
定義すると、パネル作成時にクエリを特定しやすくなります。

・

色：
グラフやチャートにこのクエリに選択した色で表示されます。

[非アクティブ]ボタンをクリックすると、他の行およびパネルにこのクエリの結果が表示されなくなります。
[非アクティブ]は、クエリの使用を一時的に停止したいときに便利です。クエリを削除して再作成する必要は
ありません。
[ピン]ボタンをクリックすると、クエリが縮小表示されます。このオプションはクエリの数が多い場合に便利で
す。ピン留めされたクエリは[ピン留め]ボタンの横に表示されます。ピン留めされたクエリの[ピン]ボタンをクリ
ックすると、縮小表示が解除されます。

lucene クエリ構文例
ここでは、いくつかの lucene クエリ構文例を紹介します。
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（例１） status フィールドの値に active を含むレコードを検索する：
status:active
（例２） title フィールドの値に quick または brown を含むレコードを検索する：
title:(quick brown)
（例３） author フィールドの値が ”john smith” と完全一致するレコードを検索する：
author:"John Smith"
（例４） ?（単一文字一致）, *（0 文字以上に一致）の使用例
qu?ck bro*
（例５） count フィールドの値に 1 から 5 を含むレコードを検索する
count:[1 TO 5]
（例６） tag フィールドの値に alpha から omega までで alpha から omega を除外したレコードを検索する
tag:{alpha TO omega}
（例７） count フィールドの値が 10 以上のレコードを検索する
count:[10 TO *]

4.1.2 ダッシュボードのカスタマイズ
上述の通り、行とパネルはダッシュボードの構成要素です。ここでは、クエリを使用してログデータを可視化
する方法を説明します。
新しい行を追加するには、ダッシュボードの右下にある[+ 行の追加]ボタンをクリックします。

[ダッシュボード設定]の[行]タブ画面が表示されます。画面右側で行のタイトルと高さを指定して[< 行の作
成]ボタンをクリックします。
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新しく作成した行は、[行]リストの一番下に表示されます。行の表示順序は矢印アイコンで変更することがで
きます。

[保存]ボタンをクリックすると、ダッシュボードが更新され、追加した行が表示されます。この行は空欄です。
行にパネルを追加するために、[空の行にパネルを追加する]ボタンをクリックします。

[行の設定]の[パネルの追加]タブ画面が表示されます。ドロップダウンリストからパネルタイプを選択します。
ここでは例として hits パネルタイプを選択します。
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選択したパネルタイプで利用可能なオプションが表示されます。
例：
・

タイトル： 円グラフ

・

スパン：

・

スタイル： pie（円グラフ）

4

[保存]をクリックします。
ダッシュボードが更新され、新しパネルが
行に追加されました。
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上の例では、クエリの[凡例値]に設定した値が円グラフにどのように表示されるかを確認することができます。
これは非表示にすることもできます。円グラフ内の凡例値表示を非表示にしたい場合は、パネルのギアアイ
コンをクリックして[設定]画面を開き、[ラベル]チェックボックスのチェックを外します。

この行には、まだパネルを追加できるスペースがあります。
行オプションの[+]ボタンをクリックしてパネルを追加します。
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下は terms パネルの例です。このパネルはログデータのフィールドに関する情報を提供します。
例：
・

フィールド： host

・

スタイル：

table

・

不明：

オフ

・

その他：

オフ

[保存]をクリックします。
ダッシュボードが更新され、terms パネルが表示されます。
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最後にもう一度 hits タイプのパネルを追加します。今回は、bar（棒グラフ）スタイルを選択します。
[クエリ]ドロップダウンリストで selected を選択します。画面の右側にクエリのリストが表示されます。ここでは
例として、PHP と APACHE をクリックして選択します（PHP、APACHE はクエリの[凡例値]に設定された値で
す）。選択済みのクエリには境界線が表示されます。

[保存]をクリックすると、パネルが行に追加されます。
このように、ログデータを可視化するためのさまざまなパネルタイプが用意されています。
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4.1.2.1

パネルコントロール

パネルの右上には 4 つのアイコンがあります：

4.1.2.2

調査：

curl コマンドを使用してパネルデータを取得する方法を表示します。

構成：

パネルオプション画面を開きます。

移動：

マウスでこのパネルを同じまたは他の行の別の場所へ移動させます。

削除：

このパネルを削除します。

行の構成

行の設定を変更するには、行オプションの[Configure row]（行の構成）ア
イコンをクリックします。

[行の設定] 画面が表示されます。

4.1.2.3

ダッシュボードコントロール

ダッシュボードの上部には共通のコントロールセットがあります：

全画面表示に切り替え /

全画面表示の終了

全画面モードにすると上部のメニューバーと下部のステータスバーが非表示になります。
既定のダッシュボードに移動
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デフォルトとして保存されているダッシュボードを読み込みます。
ダッシュボードは、[Save] -> [Advanced] -> [Set as Default Dashboard]をクリックすると、
デフォルトダッシュボードとして保存されます。
クエリの管理
このアイコンをクリックすると、クエリ画面が表示されます。詳しくは「クエリの管理」を参照してく
ださい。
アラートの作成
現在のクエリを使用してアラートを作成することができます。アラートについては、「アラート」を
参照してください。
ロード
過去に保存した任意のダッシュボードを読み込むことができます。
このアイコンをクリックすると、保存済みのすべてのダッシュボードがドロップダウンリストに表示
されます。表示したいダッシュボードをクリックします。
グローバルダッシュボードにはダッシュボードタイトルの左側に
ダッシュボードタイトルの右側にある

アイコンが表示されます。

をクリックすると、ダッシュボードを削除することができま

す。
リストの下部にある[Advanced]リンクをクリックすると、ファイルからダッシュボードをインポートす
ることができます。
保存
クエリ、フィルター、グラフ、テーブル、色などの変更を保存します。
ダッシュボードの変更がまだ保存されていない場合は赤色で表示されます。
カスタマイズしたダッシュボードを別名で保存したい場合は、ドロップダウン矢印（▼）をクリックし
て、ダッシュボードの名前を入力し以下のいずれかのボタンをクリックします：
保存したユーザーのみがアクセスできる「プライベート」ダッシュボードとして保存しま
す。
すべてのユーザーがアクセスできる「グローバル」ダッシュボードとして保存します。グ
ローバルダッシュボードは管理者のみが保存できます。
[その他]リンク
[既定のダッシュボードとして設定]
現在のダッシュボードをデフォルトダッシュボードとして保存します。
デフォルトダッシュボードは、画面上部の[ダッシュボード]メニューをクリックすると読み込ま
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れます。
[ダッシュボードをエクスポート...]
このダッシュボードをファイルにエクスポートします。
共有
他のユーザーがこのダッシュボードへアクセスするための URL を提供します。
この URL にアクセスするには Nagios Log Server ユーザーアカウントが必要です。
ダッシュボードを設定
[ダッシュボード設定]画面が表示されます。

4.1.3 クエリの管理

[クエリの管理]アイコンをクリックすると、以下のような画面が表示されます：

フィルターもクエリの一部として含まれているため、ここのクエリへの参照にはフィルターも含まれています。
現在のダッシュボードのクエリを保存したい場合は、この画面で名前を入力して[作成]ボタンをクリックします。
[グローバル]チェックボックスにチェックをつけると、他のユーザーもアクセス可能なグローバルクエリとして保
存されます（グローバルクエリは管理者のみが作成できます）。
[インポート]ボタンからは、保存済みのクエリをファイルからインポートすることができます。
クエリ一覧では、クエリ名の左側にある

アイコンをクリックすると、そのクエリがダッシュボードに読み込ま

れます。現在のダッシュボードで定義済みの既存のクエリが上書きされることにご注意ください。
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[アクション]列には３つのアイコンがあります：
エクスポート：

クエリをファイルへエクスポートします。

上書き：

この保存済みのクエリを現在のダッシュボードの内容で上書きします。

削除：

保存済みのクエリを削除します。

アラート

4.2

ここでは、Nagios Log Server のアラート機能について説明します。Nagios Log Server はアラート発生時に、メ
ール送信やスクリプト実行、Nagios 監視サーバーへの送信（NRDP を使用）、SNMP トラップ送信を行うことが
できます。

4.2.1 アラートタイプ
Nagios Log Server では次の３つのタイプのアラートを定義することができます。
・

クエリ
￮

定義済みのクエリ結果に基づきます（定義済みクエリへは、ダッシュボードメニューからアクセス
できます）。このため、アラートを作成する前に、アラート判定に使用するクエリを定義する必要が
あります。

￮

一定の間隔（通常 5 分）でデータをクエリし、異常の有無をチェックします。つまり、重大な問題が
記録されてから、次のチェックが実行されるまでアラートが遅延する可能性があります。

￮
・

クエリについては「ログの分析」を参照してください。

リアルタイムアラート
￮

一定間隔でのクエリによる遅延を回避する通知方法です。Logstash 構成自体に定義され、各イ
ベントが「異常な」条件に合致するかどうかをチェックします。

￮

Logstash フィルターが多すぎるとパフォーマンスが低下するため、この機能は慎重に使用してく
ださい。特に重要なイベントについてのみ使用するようにしてください。

・

ホストフレッシュネス
￮

Nagios Log Server インスタンスが構成済みホストからログデータを受信しなくなった場合にアラー
トします。
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4.2.2 アラート設定
アラートは[アラート]画面で設定できます。画面上部の[アラート]メニューをクリックします。

[アラート]画面はアラートを管理、作成するための中心的な場所です。[ダッシュボード]画面で作成したアラー
トもこの画面に表示されます。

4.2.3 通知方法
Nagios Log Server では複数の方法でアラートを通知することができます：
・

Nagios / NRDP：
Nagios XI または Nagios Core サーバーへ NRDP を使用してアラートを送信します。

・

スクリプトの実行：
カスタムスクリプトを実行します。

・

SNMP トラップ送信：
Nagios MIB を使用して他のアプリケーションへ SNMP トラップを送信します。

・

ユーザーにメール送信：
Nagios Log Server ユーザーにメールを送信します。

通知方法によってはアラートを作成する前に設定（例： NRDP サーバー）が必要です。これらの設定について
先に説明します。
次の内容を含みます：
・

NRDP

・

スクリプト実行

・

SNMP トラップレシーバー

・

メール送信
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4.2.3.1

NRDP

NRDP を使用して Nagios XI または Nagios Core サーバーにアラートを送信します。
Nagios XI には NRDP が事前にインストールされています。必要な設定は使用したいトークンを構成すること
だけです。Nagios Core を使用する場合は、最初に NRDP をインストールして構成する必要があります。詳し
くは「NRDP Overview」（英語）を参照してください。この資料では、Nagios XI と Nagios Core の両方の構成に
ついて記載されています。
注記：
定義した[NRDP トークン]をメモしておいてください。後の作業で必要です。
手順は以下の通りです：
Step 1.

画面左側の[Nagios / NRDP]メニューを選択し、[+NRDP サーバーの追加]をクリックします。

Step 2.

必要な情報を入力します。

名前 ①
NRDP アドレス ②
NRDP トークン ③

追加する NRDP サーバーの名前
NRDP が構成されている Nagios サーバーのアドレス。
http://部分は必須です。
Nagios XI または Nagios Core サーバーで定義されたトークン
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Step 3.

[追加]をクリックします。

これで NRDP サーバーが通知方法として追加されました。NRDP を使用するアラートの定義方法については
「アラートの作成」を参照してください。

4.2.3.2

スクリプト実行

Nagios Log Server は通知方法としてスクリプトを実行することができます。
クラスター内のすべてのインスタンス上にスクリプトが存在することを確認してください。スクリプトはクラスタ
ーのマスターノード上で実行されますが、これはいつでもクラスター内の任意のインスタンスに変更すること
ができます。このため、スクリプトはすべてのインスタンス上に配置してください。
すべてのインスタンス上にスクリプトを配置し終わったら、「アラートの作成」に進んでください。

4.2.3.3

SNMP トラップレシーバー

SNMP トラップレシーバーにアラートを送信するには、事前にトラップレシーバーを作成する必要があります。
Step 1.

画面左側の[SNMP トラップレシーバー]メニューを選択し、[+SNMP トラップレシーバーの追加]を
クリックします。

Step 2.

必要な情報を入力します。
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名前 ①

追加する SNMP トラップレシーバーの名前
トラップを受信するアドレスとポート番号。

レシーバーのアドレス ② ③

受信トラップをリスンする Nagios SNMP Trap Interface
(NSTI) サーバーまたは Nagios XI サーバーを指定できま
す。
使用している SNMP のバージョン。

SNMP バージョン ④

バージョンを変更すると、セキュリティオプションが表示され
ます。
[SNMP バージョン]で 2c を選択した場合に表示されます。
SNMP トラップレシーバーがトラップを受け入れるコミュニテ

コミュニティ名

ィ名を指定します。一般的には public ですが、お使いの
SNMP トラップレシーバーの設定に合わせて設定してくださ
い。

ユーザー名/engineID/
認証レベル/認証パスワード/

[SNMP バージョン]で 3 を選択した場合に表示されます。

プライバシーパスワード
Step 3.

[追加]をクリックします。

これで SNMP トラップレシーバーが通知方法として追加されました。SNMP トラップを使用するアラートの定義
法については「アラートの作成」を参照してください。
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メール送信

4.2.3.4

メールアラートを送信するには、事前にメールアドレスが正しく定義された Nagios Log Server ユーザーアカウ
ントを作成する必要があります。ユーザーの作成については「ユーザー管理」を参照してください。
また、Nagios Log Server 上でメール設定を行っておく必要があります。メールの設定については、「メール設
定」を参照してください。
ユーザーの作成、メールの設定が完了したら、「アラートの作成」に進んでください。

4.2.4 アラートの作成
ここでは、アラートの作成手順を説明します。
Step 1.

画面左側の[アラート]メニューを選択し、[+新しいアラート]ボタンをクリックします。

Step 2.

[アラートの作成]画面が表示されます。選択する[タイプ]および[通知方法]により、画面に表示され
るオプションが変化します。
タイプ別のアラート作成方法については、「アラートタイプ」を参照してください。

4.2.4.1

アラートタイプ

アラートには次の３つのタイプがあります：
・

クエリ

・

リアルタイム

・

ホストフレッシュネス
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クエリ
[タイプ]で クエリ を選択すると、下のような画面が表示されます。

以下を設定します：
このアラートの名前

アラート名 ①

メモ： 識別しやすい名前を設定してください。

タイプ ②

このアラートのタイプ（ここでは「クエリ」）
このアラートで使用したいクエリを選択します。

クエリ ③

上の例では「Failed SSH Logins」クエリが設定されています。
詳しくは「アラートクエリ」を参照してください。

チェック間隔

④

ルックバック期間 ⑤

このアラートをチェックする頻度を指定します。
クエリをチェックする際に遡る期間を指定します。
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アラートの重要度を定義します。
（定義したルックバック期間で）クエリが実行されると、クエリ
によって返されたイベント数が閾値と比較されます。
左側のフィールドが警告用の閾値、右側のフィールドがクリ
ティカル用の閾値です。
例： 警告 = 0、クリティカル = 2 と設定した場合...

閾値 ⑥

マッチしたイベントが 0 より多い場合、アラートは警告レベル
になります。マッチしたイベントが 2 より多い場合、アラート
はクリティカルレベルになります。閾値を超えなかった場合、
アラートは OK または Normal レベルになります。
閾値について詳しくは、「Nagios の閾値」を参照してくださ
い。
アラートの通知方法を選択します。

通知方法 ⑦

選択した通知方法による違いについては後述します。

警告またはクリティカル閾値

アラートの発生回数が警告またはクリティカル閾値に一致し

に一致した場合にのみアラー

た場合にのみアラートを発報します。アラートが大量に発生

ト発報する ⑧

することを防ぎます。

リアルタイム
[タイプ]で リアルタイム を選択すると、下のような画面が表示されます。
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1
2
3

4
5
6

以下を設定します：
アラート名 ①
タイプ ②

このアラートの名前
メモ： 識別しやすい名前を設定してください。
このアラートのタイプ（ここでは「リアルタイム」）
このアラートをトリガーするフィールドを定義します。アラート
が過度に実行されないように、できるだけ具体的に指定して
ください。

条件 ③

上の例では、and 演算子が選択されているため、２つの条件
の両方ともに合致しなければなりません。演算子を選択する
と、別のフィールドが自動的に表示されます。演算子につい
ては後述します。
メールが大量に送信されないようにするためにレートを指定
することができます。１インスタンスにつき、最大で n 秒ごと

レート制限 ④

に １回アラートを送信します。たとえば、レート制限が５の３
ノードクラスターの場合、５秒ごとに最大３回アラートが実行
されます。
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アラートを今すぐアクティブにしたい場合は、オンにしてくださ
い。これにより、Logstash サービスが再起動します（ただし、
再起動には数分かかる場合がありますので注意してくださ
い）。

設定の保存と適用 ⑤

複数のアラートを作成する場合は、オフにしてください。そし
てすべてのアラートの作成が完了したら、[構成] -> [構成の
適用]から構成を適用することを推奨します。
アラートの通知方法を選択します。

通知方法 ⑥

選択した通知方法による違いについては後述します。

条件 - 演算子について
各フィールドには、判定のための比較演算子を指定します。上の例では、１つ目のフィールドはプログラ
ム名と一致させるために文字列比較 == を使用し、２つ目のフィールドは、Failed password というフ
レーズを検索するために正規表現 =~ を使用します（フレーズはスラッシュで囲まれています）。
文字列は次の演算子で比較することができます：
演算子

説明

==

一致

!=

不一致

=~

正規表現の一致（必ず正規表現をスラッシュで囲んでください //）

!~

正規表現の不一致（必ず正規表現をスラッシュで囲んでください //）

数値は次の演算子で比較することができます：
演算子

説明

==

一致

!=

不一致

>

より大きい

>=

以上

<

より小さい

<=

以下

次の演算子を使用することができます：
演算子

説明

and

論理積（X and Y の場合、X かつ Y）

or

論理和（X or Y の場合、X または Y）
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ホストフレッシュネス
ホストフレッシュネスタイプのアラートは、特定のホストが Nagios Log Server にログを送信しなくなったことを
検出したい場合に使用します。
メモ：
ホストフレッシュネスチェックは、1 時間に 1 回実行されます。

[タイプ]で ホストフレッシュネス を選択すると、下のような画面が表示されます。

1
2

3
4
5

以下を設定します：
アラート名 ①
タイプ ②

このアラートの名前
メモ： 識別しやすい名前を設定してください。
このアラートのタイプ（ここでは「ホストフレッシュネス」）
チェックするホストを定義します（CIDR 表記）。複数のサブネ
ットはカンマ区切りで指定してください。現在は、IPv4 のみが

ホスト ③

サポートされます。個々のホストを指定したい場合は、/32
サブネットマスクを使用してください
（例： 192.168.130.22/32）。
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アラートをトリガーする条件。
一般的に、ホストフレッシュネスチェックはホストが Nagios
閾値 ④

Log Server にログを送信しなくなったことを検出するために
使用されます。このためには、警告とクリティカルの両方に
1: を設定します。ホストフレッシュネスチェックは 1 時間に 1
回実行されます。
アラートの通知方法を選択します。

通知方法 ⑤

4.2.4.2

選択した通知方法による違いについては後述します。

通知方法

Nagios（NRDP を使用して送信）
[通知方法]で[Nagios（NRDP を使用して送信）]を選択した場合は、下の追加オプションが表示されます：

NRDP サーバー ①
ホスト名 ②
サービス名 ③

Nagios Log Server に定義済みの NRDP サーバーが表示されます。
アラートを送信したいサーバーを選択します。
このアラートがターゲットとする Nagios XI または Nagios Core におけ
るホスト
このアラートがターゲットとする Nagios XI または Nagios Core におけ
るサービス

[アラートの作成]ボタンをクリックすると、新しいアラートが表示されます。

Nagios XI または Nagios Core サービスのセットアップ方法については「Nagios パッシブサービス
（NRDP）」を参照してください。
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アラートのターゲットとして設定された Nagios XI または Nagios Core のホストおよびサービスオブジェク
トは、[Nagios / NRDP]画面に表示されます。

スクリプト実行
[通知方法]で[スクリプト実行]を選択した場合は、下の追加オプションが表示されます：

スクリプト ①

ローカル Nagios Log Server 上に存在するスクリプトファイルを絶対パ
スで指定します。
このスクリプトが受け入れる引数を指定します。

引数 ②

引数にはプレースホルダ（コンテキスト変数（%xxxx%））も使用できま
す。変数はアラートの実行時に実際のステータスに置換されます。

[アラートの作成]ボタンをクリックすると、新しいアラートが表示されます。
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SNMP トラップ送信
[通知方法]で[SNMP トラップ送信]を選択した場合は、下の追加オプションが表示されます：

トラップレシーバー ①

Nagios Log Server に登録済みの SNMP トラップサーバーが表示され
ます。アラートを送信したいサーバーを選択します。

[アラートの作成]ボタンをクリックすると、新しいアラートが表示されます。

以下は Nagios Log Server によって送信されるトラップの受信例です：

1490057206
nls-c6x-x64.box293.local
UDP: [10.25.5.84]:45184->[10.25.5.17]:162
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance 1:1:15:53.53
SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 SNMPv2-SMI::enterprises.20006.1.7
SNMPv2-SMI::enterprises.20006.1.3.1.2 "NagiosLogServer"
SNMPv2-SMI::enterprises.20006.1.3.1.6 "Failed SSH Logins"
SNMPv2-SMI::enterprises.20006.1.3.1.7 1
SNMPv2-SMI::enterprises.20006.1.3.1.17 "WARNING: 1 matching entries found
|logs=1;0;2"

ユーザーにメール送信
[通知方法]で[ユーザーにメール送信]を選択した場合は、下の追加オプションが表示されます：
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ユーザーを選択 ①

このアラートをメール送信したいすべてのユーザーを選択します。
メール送信に使用するテンプレートを選択します。メールテンプレート

メールテンプレート ②

のカスタマイズについて詳しくは「メールテンプレート」を参照してくださ
い。

[アラートの作成]ボタンをクリックすると、新しいアラートが表示されます。

4.2.5 アラートのアクション
[アラート]画面では、定義済みのすべてのアラートが表示されます。この画面の[アクション]列には 5 つのア
クションがあります：
ダッシュボードにアラートを表示
このアラートで使用されているクエリをダッシュボードで開きます。このアラートに定義されてい
るルックバック期間が適用されます。
アラートを今すぐ実行
このアラートクエリを即時に実行します。
アラートの無効化/有効化
このアラートを無効または有効にします。
アラートの編集
定義済みの既存アラートを変更します。
削除
アラートを削除します。
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4.2.6 アラートクエリ
新しいアラートを追加すると、クエリドロップダウンリストに表示されます。アラートを作成すると、選択したクエ
リのコピーが作成されます。
アラート作成後にオリジナルのクエリをダッシュボードページで変更した場合、この変更はアラート定義に反
映されません。アラートクエリを更新したい場合は、既存のアラートを選択して[アラートの編集]アイコンを選
択してアラートの編集画面を開き、[上級（クエリ管理）]リンクをクリックします。

画面にこのアラートで使用されているクエリ文が表示されます。
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新しいクエリを使用するようにアラートを更新する場合は、ドロップダウンリストからクエリを選択して[ロード]
ボタンをクリックします。これによりクエリテキストが置換されます。

または、テキストエリアフィールドでクエリを編集することもできます。

4.2.7 メールテンプレート
メールテンプレートはカスタマイズすることができます。
メールテンプレートは[メールテンプレート]画面で管理することができます。
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4.2.7.1

メールテンプレートマクロ

メールテンプレートを作成する際は、動的なデータをメールに含めるためにマクロを使用することができます。
例えば、%state%はアラートのステータス（OK / WARNING / CRITICAL / UNKNOWN)に置換されます。[マクロ
の表示]ボタンをクリックすると、テンプレートで使用できるマクロのリストが表示されます。
新しいメールテンプレートを作成するには、[+テンプレートの追加]ボタンをクリックします。
[テンプレート名]、[件名]、[メッセージ本文]を入力します。
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[追加]ボタンをクリックすると、新しいメールテンプレートが作成されます。

既存のテンプレートを編集または削除したい場合は、[アクション]列の[編集]または[削除]アイコンをクリック
します。

4.2.7.2

既定のメールテンプレート

既定のメールテンプレートは「システムデフォルト」です。デフォルトのメールテンプレートは[変更]リンクをクリ
ックしてテンプレートを選択することで変更することができます。この設定は「システムデフォルト」を使用して
いるすべてのアラートに適用されます。

「システムデフォルト」テンプレートそのものを変更したい場合は、[システムデフォルト]リンクをクリックして設
定を変更します。

4.2.8 Nagios の閾値
Nagios の閾値は最初理解しづらいかもしれませんが、一旦理解すれば強力です。
Nagios の閾値は開始（start）と終了(end)の範囲を数値で指定します（[@]start:end）。
メモ：
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・

開始（start）は終了(end)以下の数値でなければなりません（start ≦ end）

・

開始（start）が 0 の場合、":"は必要ありません。

・

範囲開始の形式が"start:"で終了（end）が指定されていない場合、終了（end）は無限大であると仮
定されます。

・

負の無限大を指定するには、"~"を使用します。

・

メトリックが開始 (start) と終了 (end) の範囲にある場合にアラートが発生します。開始の値は含ま
れませんが、終了の値は含まれます。

・

範囲の指定が"@"で始まる場合、この範囲内であればアラートが発生します（終了の値は含まれます）。

範囲指定例：
範囲定義

x が...の場合にアラートを生成

10

< 0 または > 10

（{0 .. 10} の範囲外であれば正常）

10:

< 10

（{10 .. ∞} の範囲外であれば正常)

~:10

> 10

（{-∞ .. 10} の範囲外であれば正常)

10:20

< 10 または > 20

({10 .. 20} の範囲外であれば正常)

@10:20

≥ 10 および ≤ 20

({10 .. 20} の範囲内であれば正常)

Nagios の閾値の標準はたくさんの異なるユースケースで使用できるように設計されています。例えば負の数
も有効な値です。しかしながら、Nagios Log Server の場合、閾値でテストされる値はアラートクエリの実行時
に（定義したルックバック期間内で）クエリから戻されるイベントの数です。このため、アラートの値は常に 0 以
上となり負の数が戻ることはありません。

4.2.9 Nagios パッシブサービス（NRDP）
Nagios XI または Nagios Core によって受信される NRDP アラートはパッシブチェックと呼ばれます。Nagios XI
または Nagios Core でこれらのパッシブチェックに関するサービスを定義する必要があります。定義されてい
ない場合、受信されたアラートは無視されます。Nagios XI には受信したチェック結果をもとにサービスを作成
する機能が組み込まれています。詳しくは「Monitoring Unconfigured Objects With XI」（英語）を参照してくだ
さい。
Nagios Core では、設定ファイルにこれらのチェック結果のためのサービス定義を作成する必要があります。
詳しくは「NRDP - Passive Host And Service Definitions」（英語）を参照してください。
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レポート

4.3

ここでは、Nagios Log Server のレポートを手動または自動でエクスポートする方法について説明します。
レポートは、PDF, JPG, CSV のいずれかの形式で取得できます。また、メールで送信することもできます。

メモ：
・

レポートのスケジュール機能は、v2.1.0 で追加されました。

・

現時点（v2.1.7 リリース時点）では、1 種類のレポート「一意のホスト」のみ表示可能です。

レポート画面には、ホームページからアクセスすることができます。

4.3.1 手動エクスポート
レポートのコピーを手動で取得する場合は、[レポート] 画面右上にある [ダウンロード] ボタンをクリックし、
ドロップダウンメニューからダウンロードしたいファイルタイプを選択します。

4.3.2 メール送信
レポートをメール送信したい場合は、メールアイコンをクリックします。
[レポートのメール送信] 画面で添付ファイルの種類やメールの送信先を指定し、[送信] をクリックします。
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名前 ①

このレポートを識別するための名前
メールを送信する頻度

頻度 ②

デフォルト： １回（「１回」の場合、単一のメールが即時送信されます。）
メモ： 頻度を変更すると、スケジュール送信レポートになります。

添付ファイル ③
受信者 ④

添付ファイルとするファイルの形式。PDF, JPG, CSV のいずれか
（複数選択可） デフォルト： PDF
メールの送信先。複数の宛先にメールを送信したい場合は、カンマ区切
りで記入。 デフォルト： 自分のメールアドレス

件名 ⑤

メールの件名

メッセージ ⑥

メールの本文
このレポートを画面左側の [スケジュールレポート] リストに表示するか
どうか。デフォルト： オフ（= 表示する）

非表示 ⑦
メモ： オン（= 表示しない）に設定した場合であっても、レポート管理画面
には表示されます。

4.3.3 スケジュール送信
レポートを定期的にメール送信したい場合は、時計アイコンをクリックします。
[レポートのスケジュール] 画面で頻度やメールの送信先を指定し、[送信] をクリックします。
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[レポートのスケジュール] 画面は、[レポートのメール送信] 画面とよく似ています。この画面では、[頻度]と
して、毎日、毎週、毎月のいずれかを選択することができます。

4.3.4 スケジュールレポートの管理
作成したスケジュールレポートは、[スケジュールレポート]画面に表示されます。

メモ：
画面左の[スケジュールレポート] リストには、[非表示]オプションがオフのスケジュールレポートの
みが表示されます。
アクション欄には３つのボタンがあります：
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編集：

編集画面が開きます。

実行：

スケジュールレポートを実行します。

削除：

このスケジュールレポートを削除します。
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監視設定

5

この章では、Nagios Log Server でログ監視設定について説明します。
次の内容を含みます：
・

ログ受信ポート

・

インプットの構成

・

フィルターの構成

・

新しいログソース（ログ送信元）の監視

5.1

ログ受信ポート

Nagios Log Server はデフォルトで以下のポートでログを受信します：
プロトコル/ポート

用途

TCP/UDP 5544

Syslog 受信用（RFC3164 準拠）

TCP 3515

Windows イベントログ、Windows ファイル、アプリケーションログ受信用

TCP 2056/2057

ファイルインポート用

ログの受信に使用するポートは変更することができます。別のポートを使用する場合は、ファイアウォールで
ポートの使用を許可してください。

5.1.1 1024 未満のポートでのログ受信
1024 未満のポート番号は、Linux では特権ポートであり、root ユーザーしかこれらのポートをリスンできませ
ん。ログを 1024 番未満のポートで受信したい場合は、以下で紹介する 2 つの方法のいずれかを行ってくださ
い。
方法 1： Logstash を root で実行する
方法 2： setcap を使用する

5.1.1.1

Logstash を root で実行する

この方法では、logstash を root ユーザーで実行するように構成します。
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Step 1.

ターミナルを開き、root ユーザーで Nagios Log Server にログインします。

Step 2.

次のコマンドを実行して/etc/sysconfig/logstash ファイルを開きます。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合

# vi /etc/sysconfig/logstash
ここでは、vi エディタを使用します。編集モードに入るには[i]キーを押します。編集モードを終了す
るには[Esc]キーを押します。
Step 3.

LS_USER=nagios を見つけて以下に変更します。

LS_USER=root
Step 4.

[Esc]キーを押した後、次のコマンドを実行して vi での変更を保存して終了します。

:wq
Step 5.

次のコマンドを実行して logstash サービスを再起動します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合

# systemctl restart logstash.service
次に、「インプットの追加」に進みます。

5.1.1.2

setcap を使用する

この方法の場合は、Logstash を nagios ユーザーで実行します。
注記：
この方法は、あらゆる java プロセスが特権ポートでリスンできるようになるため、環境によっては
安全性が損なわれる可能性があります。

Step 1.

ターミナルを開き、root ユーザーで Nagios Log Server にログインします。

Step 2.

次のコマンドを実行して共有ライブラリのキャッシュを削除します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合

# rm /etc/ld.so.cache
Step 3.

次のコマンドを実行して/etc/sysconfig/logstash ファイルを開きます。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合

# vi /etc/sysconfig/logstash
ここでは、vi エディタを使用します。編集モードに入るには[i]キーを押します。編集モードを終了す
るには[Esc]キーを押します。
Step 4.

ファイルの最後に次の 3 行を追加します。
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echo $(dirname $(find /usr/lib -name libjli.so)) | awk '{print $1}' >
/etc/ld.so.conf.d/java.conf
eval "$(which ldconfig)"
setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which java))
Step 5.

[Esc]キーを押した後、次のコマンドを実行して vi での変更を保存して終了します。

:wq
Step 6.

次のコマンドを実行して Logstash サービスを再起動します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合

# systemctl restart logstash.service
次に、「インプットの追加」に進みます。

5.1.1.3

インプットの追加

上のいずれかを実施したら、構成にインプット定義を追加します。インプット定義の追加方法については、「イ
ンプットの構成」を参照してください。
注記：
1024 番より小さいポートは[管理概要]画面の[Logstash は現在次のポートでデータを収集していま
す:] のリストには表示されません。これはポートをリスンしているプロセスに権限がなく 1024 番より
小さいポートを見ることができないためです。

5.2

インプットの構成

Nagios Log Server はデフォルトで以下のポートでログを受信します：
プロトコル/ポート

用途

TCP/UDP 5544

Syslog 受信用（RFC3164 準拠）

TCP 3515

Windows イベントログ、Windows ファイル、アプリケーションログ受信用

TCP 2056/2057

ファイルインポート用

インプットを追加することで、その他の TCP/UDP ポート、SNMP トラップ、Unix ソケットなど、さまざまな場所
からデータを収集することができます。ここでは、インプットの追加方法を説明します。
ここでは、インプットについて説明します。

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
96

5.2.1 インプットの構成場所
Nagios Log Server は Logstash を使用してログを受信し処理するクラスター志向のアプリケーションです。
Nagios Log Server にはデフォルトの Logstash 構成がグローバル構成として定義されています。グローバル
構成はすべてのインスタンスに同一の Logstash 構成を簡単にセットアップすることができます。[グローバル
構成]画面は、[構成] -> [グローバル(すべてのインスタンス)] -> [グローバル構成]を選択すると表示されま
す。

5.2.2 インプット構成オプション
[グローバル構成]画面には、[インプット]と[フィルター]の２つの表があります（[アウトプット]という３つめの表
もありますが、デフォルトは非表示です）。インプット、フィルター、アウトプットは Logstash によって受信された
ログデータを処理して何かを行った後、通常 Elasticsearch データベースに保管します。ここでは、インプットに
ついて説明します。
[インプット]の表には事前定義済みのインプットがいくつか表示されています。これらを[ブロック]と呼びます。
ブロックにはいくつかのアイコンがあります：

インプットの隣に[アクティブ]ボックスが表示されている場合は、このブロックはアクティブです。
[アクティブ]ボックスをクリックして[非アクティブ]にして構成を適用すると、このインプットは実行さ
れません。[非アクティブ]は、今は使用しないがインプット定義としては保存しておきたい場合に便
利です。[非アクティブ]ボックスをもう一度クリックすると、[アクティブ]に戻ります。
（名前変更）
このブロックの名前を変更します。
（開く）/

（閉じる）

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
97

このブロックを展開しインプット構成を表示します。詳しくは、「インプット構造体」を参照してくださ
い。
ブロックを展開するとアイコンがハイフン（-）に変わります。ハイフン(-)アイコンをクリックするとブ
ロックが折り畳まれます。

（コピー）
このブロックをコピーします。
既存のインプット構成を元に新しいインプットを作成したい場合に便利です。
（削除）
使用しないブロックを削除します。
メモ：
変更は[保存]ボタンをクリックするまで保存されません。[保存]をクリックせずに、他の画面に移動す
ると変更が失われますのでご注意ください。

5.2.3 インプット構造体
インプットの構造体フォーマットは以下の通りです：

<plugin> {
<config_option> => <config_value>
<config_option> => <config_value>
}
<plugin>は、有効にしたいプラグインの名前です。各プラグインには要件に合わせて複数の
<config_option>を定義することができます。Logstash のプラグインにはたくさんの種類があります。
例：

syslog {

file {

type => 'syslog'

type => 'syslog'

port => 5544

path => ['/log/file/location/*.log']

}

start_position => 'beginning'
add_field => { 'program' => 'your_program' }
}

左側の例では、syslog プラグインを使用しています。これは Nagios Log Server にデフォルトで構成されてい
ます。
右側の例では、file プラグインを使用しています。これには別のオプションが定義されています。
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インプットではログデータが「どこ」からやってくるかを定義する必要があります。
左側の例の場合、ログデータは 5544 ポート（TCP または UDP）から入ってきます。
右側の例の場合、ログデータはファイルから入ってきます。
両方の例には、type オプションがあり、値には syslog が設定されています。これによりあらゆる受信ログ
が syslog としてラベル付けされ、ダッシュボードやクエリを介して簡単に管理できるようになります。
[フィルター]と[アウトプット]でも type フィールドの値をもとにログデータを処理することができます。
下は Windows イベントログを受信するための tcp プラグイン例です。これは Nagios Log Server にデフォルト
で定義されています。
例：

tcp {
type => 'eventlog'
port => 3515
codec => json {
charset => 'CP1252'
}
}
最初のオプションは type で値は’eventlog’です。これにより、あらゆる受信ログが eventlog としてラベ
ル付けされ、ダッシュボードやクエリを介して簡単に管理することができるようになります。
次のオプションは port で値は 3515 です。これにより、Logstash リスナーは 3515 ポート上の TCP ネットワ
ークトラフィックを受信します（tcp プラグインが使用されているため UDP トラフィックはリスンしません）。
更に次のオプションは codec で、これには json の値があります。json オプションには、定義できる追加の
構成オプションがあります。この例では、charset の構成オプションが'CP1252'として定義されていることが
わかります。
この例では、インプットに設定のサブセットがあり、非常に柔軟な構成が可能であることを示しました。

5.2.4 インプットの追加
ここではインプットの追加方法を説明します。
メモ：
ここでは、インプットは簡単に作成できることと、インプットを追加することで異なるログデータの受信
を開始できることを紹介するために Nagios Log Server のローカルファイルをインプットとして定義しま
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す。この例は実際の環境では役に立ちませんが、インプットを追加する際に必要な作業を示します。
Step 1.

[インプットの追加]ドロップダウンリストをクリックして[カスタム]を選択します。

Step 2.

新しいプロックがリストの一番下に追加されます。
[ブロック名]にインプットの名前を入力します。

Step 3.

テキストフィールドにインプット構成を定義します。
下は Nagios Log Server マシンのローカルファイルを指定する例です：

file {
type => "testing"
path => "/tmp/test.log"
}

Step 4.

[保存]ボタンをクリックします。

Step 5.

下のようなメッセージが表示されます。

メモ：
新しいインプットをアクティブ（有効）にするには、構成を適用する必要がありますが、その前に構成
を[確認]することを推奨します。
Step 6.

構成を適用するには、画面左側の[構成の適用]をクリックします。
[適用]ボタンをクリックし、確認画面で[はい、今すぐ適用します]ボタンをクリックします。
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Step 7.

構成が適用されるまでしばらく待ちます。
適用が完了すると、画面が更新され、完了したことを示すメッセージが表示されます。

Step 8.

作成したインプットを使用してインプットの動作を確認します。
Nagios Log Server インスタンスへターミナルセッションを確立し、次のコマンドを実行します。

echo "This is a test log entry" >> /tmp/test.log
Step 9.

Nagios Log Server でダッシュボード画面を開き、クエリ欄に type:testing と入力してクエリを実
行してください。

クエリ結果が１件戻ります。
ログエントリーをクリックすると、このエントリーに関する詳細が表示されます。
type が testing であることと、テキストが message フィールドに保管されていることがわかります。
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5.2.5 確認
[確認]ボタンは、保存済みの構成が有効であるか
を確認するために使用します。構成を変更して保存
した後で、更新を適用する前に使用してください。
構成の確認にはしばらく時間がかかります。

[構成は OK です!] メッセージが表示された場合は、構成に問題はありません。構成を適用してください。
[構成は OK です!] メッセージが表示されなかった場合は、構成を適用する前に問題を修正する必要があり
ます。

5.2.6 [保存]と[保存 & 適用]
構成画面には[保存]と[保存 & 適用]があります。
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[保存]は、変更を保存しますが適用しません。忘れずに[構成の適用]画面から[適用]してください。
[保存 & 適用]は、変更を保存した後即座に有効にします。単純なオプションの変更など確認が不要な場合
に役立ちます。

5.2.7 表示
[表示]ボタンから未加工の Logstash 構成を確認する
ことができます。
[表示]ボタンをクリックすると、各構成またはすべての
構成オプションが表示されます。閲覧したい構成を選
択すると、新しい画面に構成が表示されます。

5.2.8 ファイアウォール設定
データの受信にネットワークポートを使用するインプット定義を追加したら、OS のファイアウォールにもその
ネットワークポートをオープンするルールを追加する必要があります。たとえば、TCP 7778 ポートをオープン
する場合は以下のコマンドを実行してください：
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合:

# firewall-cmd --zone=public --add-port=7778/tcp
# firewall-cmd --zone=public --add-port=7778/tcp --permanent
グローバル構成でインプット定義を作成する場合は、Nagios Log Server クラスターのすべてのインスタンスで
同じファイアウォールルールを作成してください。

5.2.9 参考情報
Logstash についての追加情報は以下を参照してください：
・

Structure Of A Logstash Configuration File（Logstash 構成ファイルの構造）:
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/2.4/configuration-filestructure.html

・

Input Plugins Available For Logstash（Logstash で利用可能なインプットプラグイン）:
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/2.4/input-plugins.html
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フィルターの構成

5.3

フィルターはインデックス付けのために Elasticsearch へ送信される前にメッセージに適用されます。簡単な検
索、地理位置情報の追加、IP の DNS 名解決、インデックス付け不要なメッセージのドロップなどのためにメッ
セージをフィールドに分割することができます。

5.3.1 フィルターの構成場所
Nagios Log Server は Logstash を使用してログを受信し処理するクラスター指向のアプリケーションです。
Nagios Log Server にはデフォルトの Logstash 構成がグローバル構成として定義されています。グローバル
構成はすべてのインスタンスに同一の Logstash 構成を簡単にセットアップすることができます。[グローバル
構成]画面は、[構成] -> [グローバル(すべてのインスタンス)] -> [グローバル構成]を選択すると表示されま
す。

[グローバル構成]画面には、[インプット]と[フィルター]の２つの表があります（[アウトプット]という３つめの表
もありますが、デフォルトは非表示です）。インプット、フィルター、アウトプットは Logstash によって受信したロ
グデータを処理して何かを行った後、通常 Elasticsearch データベースに保管します。ここでは、フィルターに
ついて説明します。

5.3.2 フィルター構造体
フィルターの構造化フォーマットは以下の通りです：

<filter_type> {
<filter_action> => [ '<matching_field>', '<matching_pattern>' ]
}
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<filter_type>は、<filter_action>で使用されるフィルタープラグインです。Logstash のプラグインには
たくさんの種類があります。ここでは、ログを操作するのに便利ないくつかのプラグインを紹介します。
例として、grok<filter_type>の使用方法を説明します。grok は正規表現やマッチングを使用して特別なフ
ィルターを作成するための Logstash プラグインです。grok ドキュメンテーションには以下のように説明されて
います：

"Grok is currently the best way in logstash to parse crappy unstructured
log data into something structured and queryable".
(grokは構造化されていないログデータを構造化しクエリ可能なものにする最良の方法です。)
grok プラグインは Nagios Log Server でカスタムフィルターを作成するためによく使用されます。
<filter_action>は<filter_type>で実行されるアクションです。一般的な grok アクションは、match,
add_field, add_tag です。
<matching_field>は処理されるログフィールドです。Logstash は syslog のようなソースからログを受信する
と、受信したデータを特定のフィールド（例： ログエントリーに関するいくつかのテキストを含む message フィー
ルド）によって分類します。hostname, severity, message その他を選択することができます。
<matching_pattern>は<matching_field>で探すパターンです。このパターン（複数可）に一致したデー
タは新しいフィールドに変換されて Elasticsearch データベースに保管されます。
実例を挙げて説明します。下は Apache の error_log です（この例では、message フィールドを
<matching_field>とします）：

[Wed Mar 11 12:45:58 2020] [error] [client 192.168.5.19] File does not
exist: /usr/local/nagiosxi/html/someURL
Apache error_log のこのメッセージから、someURL ファイルは存在しないことが分かります。さらに、この通知
が記録された時刻、種類[error]、someURL ファイルへのアクセスを試みたクライアント、ログメッセージ、リク
エストエラーが生成されたパスに関する情報が含まれています。
重要なことは、この行のデータが構造化フォーマットに従っており、このインプットから受信されるエントリーは
常に同じ構造であるということです。この構造は、<matching_pattern> を使用してテキストの文字列をフ
ィールドに分割して特定します。下は、分割した構造化データです：

[Wed Mar 11 12:45:58 2020]
[error]
[client 192.168.5.19]
File does not exist: /usr/local/nagiosxi/html/someURL
このメッセージを制御しメッセージ全体またはその一部をフィルターするには、grok パターンを使用します。
下は program 名が apache_error であるログに適用されるフィルターです。これは Nagios Log Server の定
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義済みフィルターのうちの１つです。

if [program] == 'apache_error' {
grok {
match => [ 'message',
'\[(?<timestamp>%{DAY:day} %{MONTH:month} %{MONTHDAY} %{TIME} %{YEAR})\]
\[%{WORD:class}\]
\[%{WORD:originator} %{IP:clientip}\] %{GREEDYDATA:errmsg}' ]
}
mutate {
replace => [ 'type', 'apache_error' ]
}
}

ここでは、match 行（3 行にまたがっています）について説明します。1 行目については「フィルター条件」、
mutate 行については「Mutate」で説明します。

5.3.2.1

Match

次のように開始します：

match => [ 'message', '
'message'はフィールドに分割したいデータを含む<matching_field>です。忘れずにシングルクォーテー
ションで囲んでください。match 定義（フィルター構造体）の開始に角括弧（[）、<matching_pattern>の開
始にシングルクォーテーションを使用します。
<matching_pattern>の最初の部分は日付/時刻スタンプの処理です。
ログファイルの例：

[Wed Mar 11 12:45:58 2020]
パターン：

\[(?<timestamp>%{DAY:day} %{MONTH:month} %{MONTHDAY} %{TIME} %{YEAR})\]
パターンは大文字で表現されていることを確認できます。例えば%{MONTHDAY}はこの文字列の 22 に対応し
ます。
%{MONTH:month}で見てみると、:month に%{MONTH}の値が入り、それが Elasticsearch データベースに格
納されるフィールドに変換されます。":<field_name>"で指定した名前で Elasticsearch データベースに新し
いフィールドが作成されます。
このセクションのパターンマッチについても説明が必要です：
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(?<timestamp>
grok ドキュメンテーションの Custom Patterns で次のように説明されています：

Sometimes logstash doesn't have a pattern you need. For this, you can use
the Oniguruma syntax for named capture which will let you match a piece of
text and save it as a field.
(Logstashに必要なパターンが存在しない場合があります。このため、鬼車(Oniguruma)構文を名前付き
キャプチャに使用することで、テキストの一部と一致させてフィールドとして保存させることができます。)

(?<field_name>the pattern here)
?<field_name>は、パターン文字列全体を Elasticsearch データベースで保管される timestamp というフィ
ールドに保管します。パターン全体は括弧()で囲みます。
角括弧はとても重要です：

\[
\]
開き角括弧は grok パターンの開始を宣言するための記号であるため、プレーンテキストとしての角括弧を処
理するには角括弧の前にバックスラッシュ\を記入する必要があります（このログファイルの日付/時刻スタン
プは角括弧で囲まれています）。バックスラッシュがない場合、Logstash はフィルター構造体の一部であると
考えるため不正な構成となります。この場合のバックスラッシュはエスケープと呼ばれます。
この例の日付/時刻スタンプのパターンは、Elasticsearch データベースに以下のフィールドを作成します：

timestamp, day, month
次のパターンを以下に示します：

\[%{WORD:class}\]
これは次のテキストに適用されます：

[error]
WORD パターンは次のパターンが空白なしの単一の単語（A-Za-z0-9_）であることを示す式です。これは
Elasticsearch データベースに class というフィールドで保管されます。角括弧は文字列の一部であるためエ
スケープされています。
分かりやすくするために、同じ例の日付/時刻スタンプパターンの最後の部分と続けると以下となります：

%{YEAR})\] \[%{WORD:class}\]
受信するログには角括弧間に空白が存在するため、\] と \[ の間に空白が必要です。

2020] [error]
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定義しているパターン全体が正確であることは非常に重要です。正確でない場合、パターンはマッチせず、そ
のログデータは Elasticsearch データベースのフィールドに分割されません。
次のパターンは下です：

\[%{WORD:originator} %{IP:clientip}\]
これに対応するテキストは以下です：

[client 192.168.5.19]
最初の WORD は Elasticsearch データベースに originator という名前のフィールドに保管されます。
IP パターンは IPv4 または IPv6 アドレスを示す式です。これは Elasticsearch データベースに clientip とい
う名前のフィールドに保管されます。
パターンの最後の部分は以下です：

%{GREEDYDATA:errmsg}' ]
これに対応するテキストは以下です：

File does not exist: /usr/local/nagiosxi/html/someURL
GREEDYDATA パターンは残りのすべてのテキストを表す式です。これは、Elasticsearch データベースに
errmsg という名前のフィールドに保管されます。
シングルクォーテーションで<matching_pattern>を終了し、閉じ角括弧 ] でフィルター構造体を終了しま
す。
ここまでで match 行の例で、Logstash が受信したデータをどのように分割し Elasticsearch データベースのフ
ィールドに保管するかを説明しました。

5.3.2.2

Mutate

Mutate も非常に便利なプラグインです。任意のフィールドの値を、フィールド全体を置換または追加するかま
たはフィールドの一部を削除または追加する、新しい値で置換したり追加したりすることができます。
前述の例の mutate 行：

mutate {
replace => [ 'type', 'apache_error' ]
}
上の例では、syslog であったログタイプを apache_error で置換しています。これにより通常の Syslog と
apache の Syslog を分けることができます。
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5.3.2.3

フィルター条件

フィルターは簡単な if 文を使用することで特定のログに制限することができます：

if [program] == 'apache_error' {
grok {
}
mutate {
}
}
この例の場合、このフィルターは[program] が apache_error のログにのみ適用されます。
Logstash で受信されたログの program が apache_error であることをどうやって知るのでしょうか？apache
を稼働している Linux サーバー上でセットアップスクリプトを実行したときに、apache_error として名前が定
義されます。
Nagios Log Server で[構成] -> [ログソースの追加]を選択し、[Apache サーバー]を選択します。[スクリプトの
実行]の下に以下のコード行が表示されます：

sudo bash setup-linux.sh -s nagios_log_server -p 5544 –f
"/var/log/httpd/error_log" -t apache_error
apache_error がセットアップスクリプトの一部として定義されていることが分かります。送信サーバー上の
Syslog アプリケーションは、これらのログエントリーを apache_error からのものとして定義します。
これで、Apache error_log メッセージの例の説明は終了です。

5.3.3 パターン
パターンは複雑な正規表現に理解しやすい名前をつけたものです。
例：

MONTHDAY = (?:(?:0[1-9])|(?:[12][0-9])|(?:3[01])|[1-9])
GREEDYDATA = .*
WORD = \b\w+\b
正規表現は複雑で理解しづらいですが、MONTHDAY のような単語であれば簡単に理解できます。
利用可能なパターンのリストが必要な場合は、ソースコードを参照してください。grok パターンのソースコード
は以下にあります：
https://github.com/logstash-plugins/logstash-patternscore/blob/master/patterns/legacy/grok-patterns
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すべての利用可能なパターンは以下の場所にあります：
https://github.com/logstash-plugins/logstash-patternscore/tree/master/patterns/legacy

5.3.4 フィルター構成オプション
[構成] -> [グローバル（すべてのインスタンス）] -> [グローバル構成]を選択して[グローバル構成]画面を開
きます。[フィルター]テーブルには事前定義済みのフィルターが表示されています。これらを[ブロック]と呼び
ます。ブロックにはいくつかのアイコンがあります：

フィルターの隣に[アクティブ]ボックスが表示されている場合は、このブロックはアクティブです。
[アクティブ]ボックスをクリックし[非アクティブ]にして構成を適用すると、このフィルターは実行され
ません。[非アクティブ]は、今は使用しないがフィルター定義としては保存しておきたい場合に便利
です。[非アクティブ]ボックスをもう一度クリックすると、[アクティブ]に戻ります。
（名前変更）
このブロックの名前を変更します。
（開く）/

（閉じる）

このブロックを展開しフィルター構成を表示します。詳しくは、「フィルター構造体」を参照してくださ
い。
ブロックを展開するとアイコンがハイフン（-）に変わります。ハイフン(-)アイコンをクリックするとブ
ロックが折り畳まれます。
（コピー）
このブロックをコピーします。
既存のフィルター構成を元に新しいフィルターを作成したい場合に便利です。
（削除）
使用しないブロックを削除します。
メモ：
変更は[保存]ボタンをクリックするまで保存されません。[保存]をクリックせずに、他の画面に移動
すると変更が失われますのでご注意ください。

5.3.5 フィルターの追加
ここでは、フィルターがどのように機能するかを知るために、フィルターを追加していくつかログデータを送信
してみます。これは非常に複雑なトピックですが、単純な例で説明します。
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「インプットの構成」の説明で使用した File Test インプットを使用します。まだ File Test インプットを作成して
いない場合は、「インプットの追加」を参照して File Test インプットを作成してください。

Step 1.

[+ フィルターの追加]ドロップダウンリストから[カスタム]を選択します。

Step 2.

新しいフィルターがリストの一番下に追加されます。一意の名前を入力します。

Step 3.

テキストフィールドにフィルター構成を定義します。下の例をコピーして、プレーンテキストとして貼り
付けてください。

if [type] == 'testing' {
grok {
match => [ 'message',
'%{WORD:first_word} %{WORD:second_word} %{GREEDYDATA:everything_else}
' ]
}
}

Step 4.

[保存]ボタンをクリックします。
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メモ：
新しいフィルターを有効にするには構成を適用する必要がありますが、その前に構成を
[確認]することを推奨します。
Step 5.

画面左側のメニューで[構成] -> [構成の適用]を選択し、[適用]ボタンをクリックします。

Step 6.

確認画面で[はい、今すぐ適用します]ボタンをクリックします。

Step 7.

構成が適用されるまでしばらく待ちます。
構成の適用が完了すると、「完了しました!」メッセージが表示されます。

Step 8.

フィルターの動作をテストします。
Nagios Log Server インスタンスへターミナルセッションを確立し次のコマンドを実行します。

# echo "This is a test log entry" >> /tmp/test.log
Step 9.

Nagios Log Server Web インターフェースで[ダッシュボード]を開き、下の図のように type:testing
クエリを実行します。

[ALL EVENTS]パネルに結果が１行表示されるはずです。
ログ行をクリックし、このエントリーに関する詳細を表示させます。
message フィールドの内容が３つのフィールド、first_word (this), second_word (is),
everything_else (a test log entry)に分割されたことを確認できます。
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ここまでで、ログデータを別々のフィールドに分割するフィルターを作成するのは比較的簡単である
ことが分かりました。前述の通り、定義したすべてのパターンが正確であるということが非常に重要
です。そうでない場合、パターンはマッチせずログデータは Elasticsearch データベースでフィールド
に分割されません。
Step 10. 次に、パターンが一致しなかった場合はどうなるかを試してみます。
ターミナルセッションで次のコマンドを実行して別のログエントリーを送信します。

# echo "This: is a test log entry" >> /tmp/test.log
今回はメッセージにコロン(:)が追加されています。
Step 11. Nagios Log Server のダッシュボード画面で、type:testing クエリを実行して新しく送信したログエ
ントリーを確認します。
Step 12. ログ行をクリックし、このエントリーに関する詳細を表示させます。
message フ ィ ー ル ド の 内 容 が 3 つ の フ ィ ー ル ド 、 first_word (is), second_word (a),
everything_else (test log entry)に分割されました。
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最初の単語"This:"の一部であるコロンが"is"という単語で grok パターンを開始させました。grok
パターンにはコロンは含まれておらず、これに一致するパターン構文も使われていません。
複雑な grok パターンの中にはマッチしない場合に_grokparsefailure 値を持つ tag フィールドを追加する
場合があります。grok パターンのトラブルシューティングを行う際は、単純化し、セクションを削除して機能す
るかを試してみてください。セクションを削除して機能する場合は、問題は削除したセクションにあります。

5.3.6 確認
[確認]ボタンは、保存済みの構成が有効であ
るかを確認するために使用します。構成を変
更して保存した後で、更新を適用する前に使
用してください。
構成の確認にはしばらく時間がかかります。
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[構成は OK です!] メッセージが表示された場合は、構成に問題はありません。構成を適用してください。
[構成は OK です!] メッセージが表示されなかった場合は、構成を適用する前に問題を修正する必要があり
ます。

5.3.7 [保存]と[保存 & 適用]
構成画面には[保存]と[保存 & 適用]があります。
[保存]は、変更を保存しますが適用しません。
忘れずに[構成の適用]画面から[適用]してください。
[保存 & 適用]は、変更を保存した後即座に有効にし
ます。単純なオプションの変更など確認が不要な場合
に役立ちます。

5.3.8 ビュー
[ビュー]ボタンから未加工の Logstash 構成を確認する
ことができます。
[ビュー]ボタンをクリックすると、各構成またはすべて
の構成オプションが表示されます。閲覧したい構成を
選択すると、新しい画面に構成が表示されます。

5.3.9 参考情報
Logstash についての追加情報は以下を参照してください：
Structure Of A Logstash Configuration File（Logstash 構成ファイルの構造）:
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/2.4/configuration-file-structure.html
grok パターンのソースコード：
https://github.com/logstash-plugins/logstash-patternscore/blob/master/patterns/legacy/grok-patterns
すべての利用可能なパターン：
https://github.com/logstash-plugins/logstash-patternscore/tree/master/patterns/legacy

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
115

新しいログソース（ログ送信元）の監視

5.4

ここでは、新しいログソース（ログ送信元）のセットアップ方法の概要について説明します。Nagios Log Server
にはログソースのセットアップを手助けするガイドが含まれています。
注記：
この章では、一部のログ送信元のセットアップ方法を紹介しますが、詳細な設定情報は Nagios Log
Server のサポートの範疇を超えます。ご利用の機器またはアプリケーションの該当マニュアルを参
照してください。

5.4.1 ログソースの追加
Nagios Log Server にログインすると、[ホーム]画面が表示されます。画面の右上に Nagios Log Server への
ログ送信を開始するためのボタンが表示されます。

複数のソースタイプから選択できますが、ここでは例として[+ Linux]ボタンをクリックして Linux ログソースを追
加します。
ナビゲーションバー上の[+ ログソースの追加]ボタンからもソースタイプを選択することができます。

メモ：
画面幅が狭い場合、[+ ログソースの追加]ボタンは表示されません。
Linux ソースのセットアップ画面が表示されます。この画面には、setup-linux.sh スクリプトのダウンロード
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および実行方法が表示されます。このスクリプトは Syslog を Nagios Log Server へ送信するように rsyslog を
自動的に構成します。コードブロックにはお使いの Nagios Log Server のアドレスとポートが埋め込まれてい
ます。
メモ：
curl コマンドのアドレスは Web ブラウザーで使用するアドレスになるように自動的に設定されます。
このアドレスは Nagios Log Server の Web インターフェースアクセスに使用される URL が使用されま
す。10.25.5.86 でも nls01.domain.local でもどちらでも構いません。DNS レコードが使用され
ている場合、Nagios Log Server へログを送信するように構成している Linux サーバーが DNS レコー
ドを解決できることが必要です。
コードを選択してクリップボードにコピーします。
Nagios Log Server へログを送信したい Linux マシンへ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立しま
す。
ターミナルセッションにクリップボードにコピーしたコードを貼り付けます。これによりスクリプトがダウンロード
されて実行されます。
下は setup-linux.sh スクリプトの実行結果例です：
# curl -sS -O http://10.25.5.86/nagioslogserver/scripts/setup-linux.sh
# sudo bash setup-linux.sh -s 10.25.5.86 -p 5544
Detected rsyslog 8.24.0
Detected rsyslog work directory /var/lib/rsyslog
Destination Log Server: 10.25.5.86:5544
Creating /etc/rsyslog.d/99-nagioslogserver.conf...
SELinux is disabled.
rsyslog configuration check passed.
Restarting rsyslog service with 'service'...
Redirecting to /bin/systemctl restart rsyslog.service
Okay.
rsyslog is running with the new configuration.
Visit your Nagios Log Server dashboard to verify that logs are being received.
上の例と同じような結果が表示されたら成功です。スクリプトを実行したマシンからログを受信できていること
を確認します。
[ログの受信確認]セクションで、スクリプトを実行したマシンの IP アドレスを入力して[確認]ボタンを押します。
ログ受信を確認できた場合は、受信したログ数が表示されます。
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ナビゲーションバーの[検索]ボックスにスクリプトを実行したマシンの IP アドレスを入力して[確認]ボタンを押
すと、ダッシュボードページが開き、入力した IP アドレスでのクエリ結果が表示されます。

メモ：
強制的にログを送信したい場合は、Linux マシンで次のコマンドを実行してください。

logger This is a test log entry
メモ：
setup-linux.sh スクリプトは、Nagios Log Server インスタンスの以下の場所にあります：

/var/www/html/nagioslogserver/www/scripts/setup-linux.sh

5.4.2 その他のログソースの追加
他にもログソースを追加したい場合は、ナビゲーションバー上の[+ ログソースの追加]ボタンをクリックして
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[ログソースの追加]画面を開き、追加したいログソースの種類とセットアップスタイルを選択します。
いくつかのセットアップには Linux ログソースのセットアップと同じようにスクリプトが含まれます。手動でのセ
ットアップ方法は別のタブ画面に表示されます。手動でのセットアップはスクリプトでのセットアップ結果とほぼ
同じですが、ユーザーが自分で構成を編集するためより自由にカスタマイズすることができます。
手動セクションでは置換が必要なリストフィールドが表示されます。$WorkDirectory は rsyslog のスプー
ルディレクトリの場所です。このパスが正しくない場合、rsyslog サービスを開始または再起動することができ
ません。

作業ディレクトリへのパスはコードブロックのコマンドを実行すると見つかります。
下は実行例です：
# ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog || mkdir -v
/var/spool/rsyslog
/var/lib/rsyslog
# ls -d /var/lib/rsyslog || ls -d /var/spool/rsyslog
/var/lib/rsyslog
# ls -d /etc/rsyslog.d || mkdir -v /etc/rsyslog.d
/etc/rsyslog.d
上の実行例では、最初と２番目のコマンド結果（/var/lib/rsyslog）が rsyslog の作業ディレクトリの場所で
す。
ここまでで、スクリプトと手動の両方の使用方法を説明しました。他のログソースも同様の手順で追加するこ
とができます。

5.4.3 Squid プロキシサーバーのログ監視
Squid プロキシサーバーログを Nagios Log Server で収集し監視したい場合は、下のドキュメントを参照してく
ださい。
Monitoring Squid Proxy Server With Nagios Log Server（英語）
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5.4.4 ESXi サーバーのログ監視
ESXi サーバーのログを Nagios Log Server で収集し監視したい場合は、下のドキュメントを参照してください。
Sending ESXi Logs To Nagios Log Server（英語）

5.4.5 Mac OS X のログ監視
Mac OS X のログを Nagios Log Server で収集し監視したい場合は、下のドキュメントを参照してください。
Sending Mac OS X Logs To Nagios Log Server（英語）

5.4.6 Nagios Core のログ監視
Nagios Core サーバーのログを Nagios Log Server で収集し監視したい場合は、下のドキュメントを参照してく
ださい。
Sending Nagios Core Logs To Nagios Log Server（英語）

5.4.7 Windows のログ監視
Windows マシンのログを Nagios Log Server で収集し監視したい場合は、下の資料を参照してください。この
資料では NXLog Community Edition (CE)を使用して Windows ログを Nagios Log Server へ送信する手順を説
明します。
Sending Windows Logs To Nagios Log Server（英語）
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システム構成

6

この章では、Nagios Log Server のシステム構成について説明します。
次の内容を含みます：
・

単一インスタンス構成

・

データ保管場所の変更

・

仮想マシンのディスクサイズ変更

・

パフォーマンスとストレージ

・

SSL/TLS の構成

・

インスタンスの削除

6.1

単一インスタンス構成

ここでは、Nagios Log Server の単一インスタンス構成について説明します。
Nagios Log Server はクラスターアプリケーションです。Nagios Log Server で使用されている Elasticsearch デ
ータベースはクラスター機能を提供します。Elasticsearch データベースはログデータをクラスター内のインス
タンスに分散し冗長性を提供します。クラスター内のインスタンスが故障してもそのインスタンス上のログデー
タは失われません。
冗長性は各インデックスに作成されるシャードとレプリカによって提供されます。詳しくは「インデックスの管理」
を参照してください。
単一インスタンスのクラスターを使用している場合、クラスター内にインスタンスが１つしかないためレプリカ
シャードは他のインスタンス上に置かれることはありません。このため単一インスタンスクラスターのステータ
スは常に Yellow になります。
ここでは、クラスターのレプリカシャードを無効にする手順を説明します。レプリカシャードを無効にすることで、
クラスターのステータスは Green になります。なお、将来別のインスタンスを追加したくなった時のために、レ
プリカシャードを再度有効化する手順についても説明します。

Nagios 社は少なくとも２インスタンスでクラスターを構成することを強く推奨します。
単一インスタンスクラスターは冗長性を提供しないため、ログデータが完全に失われてしまう可能
性があります。

6.1.1 クラスターの Yellow ステータス
単一インスタンスクラスターの場合、ステータスは常に Yellow です。クラスターステータスは[クラスターステ
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ータス]画面（[管理] -> [システム] -> [クラスターステータス]）に表示されます。

[インデックス]テーブルの[レプリカ]列には 1 が表示されています。上の例の場合、[クラスターヘルス]テー
ブルの[未割り当てシャード]は 42、[ステータス]は Yellow です。ステータスが Yellow のままであるのは、レ
プリケーションを待っている未割り当てシャードが存在するためです。

6.1.2 レプリカの無効化
ここでは、新しいインデックスが作成されるときにレプリカが作成されないようにする手順と既存のインデック
スのレプリカを無効にする手順を説明します。

この作業を実施したあとでクラスターに別のインスタンスを追加することになった場合は、「レプリカ
の有効化」で説明する作業を行ってください。

Nagios 社は少なくとも２インスタンスでクラスターを構成することを強く推奨します。
単一インスタンスクラスターは冗長性を提供しないため、ログデータが完全に失われてしまう可能
性があります。
Step 1.

Nagios Log Server へ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立します。

Step 2.

新しく作成されるインデックスのレプリカを無効にします。ここでは、 vi エ ディタを使用して
elasticsearch.yml ファイルを編集します。次のコマンドを実行します。

# vi
/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/config/elasticsearch.yml

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
122

Step 3.

# index.number_of_replicas: 1 と表示されている行を見つけます。

Step 4.

[i]キーを押して挿入モードに入り、行頭にある "# "（#とスペース文字）を削除し、値を 0 に変更
します。

index.number_of_replicas: 0
Step 5.

編集が完了したら、[Esc]キーを押したあと、次のコマンドを実行します。

:wq
Step 6.

Elasticsearch サービスを再起動します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合：

# systemctl restart elasticsearch.service
Step 7.

すべての既存のインデックス上のレプリカを無効にします。次のコマンドを実行します。

# curl -XPUT 'http://localhost:9200/_settings' -d
'{ "number_of_replicas" : "0" }'
次のような結果が表示されます：

{"acknowledged":true}
これで完了です。Nagios Log Server にログインし、[管理] -> [システム] -> [クラスターステータス]を選択して
クラスターステータスを確認してください。ステータスが Green に変わったことを確認できるはずです。

[インデックス]テーブルの[レプリカ]列には 0 が表示されています。上の例の場合、[クラスターヘルス]テー
ブルの[未割り当てシャード]は 0、[ステータス]は Green

です。

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
123

レプリカが作成されないように構成したため、ステータスが Green になりました。

この作業を実施したあとでクラスターに別のインスタンスを追加することになった場合は、「レプリカ
の有効化」で説明する作業を行ってください。

Nagios 社は少なくとも２インスタンスでクラスターを構成することを強く推奨します。
単一インスタンスクラスターは冗長性を提供しないため、ログデータが完全に失われてしまう可能性
があります。

6.1.3 レプリカの有効化
Nagios Log Server クラスターのレプリカを無効にした後で、このクラスターに別のインスタンスを追加すること
になった場合は、レプリカを再度有効にする必要があります。
ここではレプリカを有効にする手順を説明します。
Step 1.

Nagios Log Server へ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立します。

Step 2.

新しく作成されるインデックスのレプリカを 有効にします。ここでは、vi エ ディタを使用して
elasticsearch.yml ファイルを編集します。次のコマンドを実行します。

# vi
/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
Step 3.

index.number_of_replicas: 0 行を見つけます。

Step 4.

[i]キーを押して挿入モードに入り、下のように変更します。

index.number_of_replicas: 1
Step 5.

編集が完了したら、[Esc]キーを押したあと、次のコマンドを実行します。

:wq
Step 6.

Elasticsearch サービスを再起動します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合：

# systemctl restart elasticsearch.service
Step 7.

すべての既存のインデックス上のレプリカを有効にします。次のコマンドを実行します。

# curl -XPUT 'http://localhost:9200/_settings' -d
'{ "number_of_replicas" : "1" }'
次のような結果が表示されます：

{"acknowledged":true}
これで完了です。Nagios Log Server にログインし、[管理] -> [システム] -> [クラスターステータス]を選択して
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クラスターステータスを確認してください。[インデックス]テーブルの[レプリカ]列が 1 になっているはずです。
未割り当てシャードがクラスターの別のインスタンス（複数可）に複製されるまで待ちます。複製が完了するま
でにかかる時間はインデックスのサイズに依存します。完了すると、ステータスが Green に変わります。

6.2

データ保管場所の変更

Nagios Log Server で収集したデータは、/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/data に保管
されます。管理者はこのデータの保管場所を変更することができます。ここでは、データ保管場所を変更する
方法を説明します。

Nagios Lo g Server のデータはネットワ ークパス上 に 保 管 でき る場 合 もあ りますが、
ピーク時 のパフォーマンスを維 持 するために、ローカルディスク上 に保 管 することを
強 く推 奨 します。
Step 1.

Nagios Log Server へ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立します。

Step 2.

下のコマンドを実行し、elasticsearch サービスを停止します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合：

# systemctl stop elasticsearch.service
Step 3.

新しい保管場所の権限を構成します。
Nagios Log Server の構成を変更する前に、所有者と権限が正しく設定されていることを確認します。
ここでは例として、新しい保管場所を/new/path/data とします。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合：

# chown -R nagios:nagios /new/path/data
# chmod -R 0775 /new/path/data
Step 4.

Nagios Log Server が新しい保管場所を指すように構成を変更します。次のコマンドを実行して、vi
エディタで/etc/sysconfig/elasticsearch ファイルを開きます。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合：

# vi /etc/sysconfig/elasticsearch
Step 5.

DATA_DIR ディレクティブを見つけます。

DATA_DIR="$ES_HOME/data"
Step 6.

[i]キーを押して挿入モードに入り、使用したい新しいパスでこの値を変更します。

DATA_DIR="/new/path/data"
Step 7.

[Esc]キーを押した後、次のコマンドを実行して、ファイルを保存して閉じます。
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:wq
Step 8.

既存データを移動させます。
以前の保管場所にあるデータを新しい保管場所へ移動させる必要がある場合は、次のコマンドを
実行します。

# mv /usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/data/*
/new/path/data/
既存のデータの移動にかかる時間は、データ量と移動元および移動先の速度に依存します。
Step 9.

下のコマンドを実行し、elasticsearch サービスを開始します。
RHEL 7/8, CentOS 7/8 の場合：

# systemctl start elasticsearch.service
これで終了です。
Nagios Log Server にログインして問題がないことを確認してください。

仮想マシンのディスクサイズ変更

6.3

ここでは、Nagios Log Server 仮想マシンイメージのディスクサイズを変更する方法を説明します。
重要！
仮想マシンのサイズ変更作業によりシステムが破損する可能性があります。作業を開始する前に、
Nagios Log Server のバックアップを取得してください。
仮想マシンのスナップショットは、何か問題が生じたときに「元の状態に戻す」ことができますが、仮
想ハードディスクに余裕がある場合にのみ実行できます（ここで紹介する最初の手順）。追加のディ
スク領域を追加する前にスナップショットを作成することはできません。仮想化技術はこの機能を提
供していません。スナップショットを作成する前に、仮想マシンをシャットダウンして電源を切ることを
推奨します。

6.3.1 仮想ディスクのサイズ変更
最初に、Nagios Log Server 仮想マシンイメージに割当てているディスク容量を変更します。
注記
ここでは、VMware での作業手順を紹介します。VirtualBox など別の仮想サーバーを使用している
場合は、以下の手順が異なります。
Step 1.

Nagios Log Server が起動中の場合は、シャットダウンして電源を切ります。
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# shutdown –h now
Step 2.

仮想ディスクのサイズを変更します。
vSphere Web Client の場合：
（仮想マシン） -> [編集] -> [ハードディスク 1] に新しいサイズを入力して[保存]をクリック
VMWare Workstation Player の場合：
（仮想マシン） -> [仮想マシン設定の編集] -> [ハードディスク（SCSI）] -> [展開] -> [ディスク最大
サイズ]に新しいサイズを入力して[展開]をクリック

Step 3.

ディスクサイズの変更が完了したら仮想マシンを起動します。

Step 4.

Nagios Log Server へ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立します。

6.3.2 パーティションとファイルシステムのサイズ変更
２通りの方法があります：
・

スクリプトによる自動変更

・

手動変更

6.3.2.1

スクリプトによる自動変更

ここでは、仮想マシンのパーティションとファイルシステムのサイズを自動で変更する手順を説明します。
Step 1.

次のコマンドを実行します。
お使いの仮想マシンのパーティションとファイルシステムのサイズが自動的に変更されます。スクリ
プトが完了すると自動的に Nagios Log Server が再起動します。

# cd /tmp
# wget
https://assets.nagios.com/downloads/common/scripts/extend_vm_disk.sh
# sh extend_vm_disk.sh
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下のような結果が表示されます：
================================================================================
==== WARNING: DO NOT EXECUTE THIS IF YOU HAVE MODIFIED YOUR DISK PARTITIONS ====
================================================================================
- This script will extend your disk partition and filesystem.
- This script will only work on standard Nagios OVA distributions.
- Make a BACKUP of your VM before running this script.
- Your VM will reboot with the extended filesystem.
================================================================================
Do you want to continue running this script? [y/n]

Step 2.

[y]を入力します。

Step 3.

再起動が完了したら、ターミナルセッションに root ユーザーとしてログインします。
下のようなメッセージが表示されます：
Your root / partition and filesystem have been resized
Your disk size is now 214.7GB,
And your / filesystem is 194GB
The results of all commands are in /var/log/vm_resize.log
メッセージに表示されるサイズは、追加したディスクサイズによって異なります。

これで作業は完了です。Nagios Log Server にログインして問題がないことを確認してください。
メモ：
事前に仮想マシンのスナップショットを取得した場合、仮想マシンイメージをシャッドダウンし不要と
なったスナップショットを削除してください。

6.3.2.2

手動変更

ここでは、仮想マシンのパーティションとファイルシステムのサイズを手動で変更する手順を説明します。
次の作業を含みます：
・

パーティションのサイズ変更

・

物理ボリューム(PV)のサイズ変更

・

論理ボリューム(LV)のサイズ変更

・

ファイルシステムのサイズ変更

パーティションのサイズ変更
Step 1.

ディスクサイズが変更されたことを仮想マシン内の Linux パーティションテーブルに認識させます。
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次のコマンドを実行します。

# fdisk /dev/sda
Step 2.

現在のパーティションテーブルをプリントします。p を入力して[Enter]キーを押します。

Command (m for help): p
Step 3.

後で参照できるように画面のスクリーンショットをとるか内容をテキストにコピーします。

Step 4.

パーティションのサイズを変更するために、既存のパーティションを削除して新しいサイズで新しい
パーティションを作成します。新しいパーティションの開始が古いパーティションと同じセクター/シリ
ンダーであることを確認してください。この作業を行ってもデータはまだディスクに残ります。最初の
作業としてパーティションを削除します。

Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2
Step 5.

パーティションを再作成します。

Command (m for help): n
Partition type:
p

primary (1 primary, 0 extended, 3 free)

e

extended

Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
Step 6.

先頭セクターと最終セクターを尋ねるプロンプトが表示されます。両方ともデフォルトを受け入れま
す（そのまま[Enter]キーを押します）。

Step 7.

念のため、前の手順でプリントした情報と比較して正しいことを確認します。

Step 8.

パーティションタイプを LVM (8e) に設定します。

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
Step 9.

（任意）[p]（print）を実行して、新しいパーティションテーブルが正しいことを確認します。

Step 10. 変更をディスクに書き込みます。

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device
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or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
Step 11. 処理が完了したら、仮想マシンイメージを再起動します。

# reboot

物理ボリューム(PV)のサイズ変更
Nagios Log Server の仮想マシンイメージには CentOS システムがインストールされており、そのパーティショ
ンは Logical Volume Management (LVM)が使用されています。
新しいディスクサイズを使用できるようにするためには、LVM に新しいサイズを認識させる必要があります。
ここでは、物理ボリュームのサイズをパーティションの新しいサイズに調整します。
Step 12. Nagios Log Server へ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立します。
Step 13. 次のコマンドを実行します。

# pvresize /dev/sda2
次のような結果が表示されます。

Physical volume "/dev/sda2" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

論理ボリューム(LV)のサイズ変更
次に、LVM 物理ボリュームで使用できる新しい領域を使用できるように論理ボリュームのサイズを変更しま
す。
Step 14. 次のコマンドを実行します。

# lvresize /dev/mapper/centos-root /dev/sda2
次のような結果が表示されます。
Size of logical volume centos/root changed from 36.99 GiB (9470 extents) to
<77.00 GiB (24831 extents).
Logical volume centos/root successfully resized.

ファイルシステムのサイズ変更
最後に論理ボリューム上のファイルシステムのサイズを変更します。
Step 15. 次のコマンドを実行します。

# resize2fs /dev/mapper/centos-root
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次のような結果が表示されます。
resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem at /dev/mapper/centos-root is mounted on /; on-line resizing
required
old_desc_blocks = 8, new_desc_blocks = 10
The filesystem on /dev/mapper/centos-root is now 20184065 blocks long.
これで完了です。df -h コマンドを実行してディスクサイズが変更されたことを確認してください。
メモ：
事前に仮想マシンのスナップショットを取得した場合、仮想マシンイメージをシャッドダウンし不要と
なったスナップショットを削除してください。

6.4

パフォーマンスとストレージ

ここでは、ディスク容量、メモリ、プロセッサー速度などクラスターサイズおよび１日のログ量に基づく Nagios
Log Server の要件と性能ニーズについて説明します。
Nagios Log Server の仮想マシンのデフォルト構成は以下の通りです：
・

2 CPU

・

2 GB RAM

・

100 GB ディスク容量

これは１日のログ収集量が 500MB と想定した場合の最小要件です。この数字は簡単に拡張できるのでベー
スラインとして使用してください。多くの場合、Nagios Log Server インスタンスでメモリを増やすことが必要とな
ります（一般的な環境では 8 GB RAM）。

Nagios Log Server クラスター
Nagios Log Server は１つ以上の Nagios Log Server インスタンスから構成されるクラスターアプリケーションで
す。インスタンスとは Nagios Log Server のインストレーションのことであり、クラスターに参加し受信したログ
データの置き場所として機能します。ログデータは Nagios Log Server が使用する Elasticsearch データベー
スを使用してインスタンス間で分散されます。
ここでは、例として nagioslsdev という名前のクラスターを使用して Nagios Log Server がどのように動作す
るかを説明します。
インスタンス

合計ディスク
容量

メモリ

プロセッサー

プライマリシ

レプリカ

ャード

シャード

nagioslsdev01

1.5 TB

16 GB

2GHz / dual core

500 GB

500 GB

nagioslsdev02

1.5 TB

16 GB

2GHz / dual core

500 GB

500 GB
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・

・

nagioslsdev03

1.5 TB

16 GB

2GHz / dual core

500 GB

500 GB

nagioslsdev04

1.5 TB

16 GB

2GHz / dual core

500 GB

500 GB

合計ディスク容量：
￮

各 Nagios Log Server インスタンスの実際のディスク容量

￮

ソリッドステートドライブ (SSD)を推奨

メモリ：
￮

ログ処理能力およびダッシュボードの表示、クエリ、フィルター速度に影響します。

￮

要求されたダッシュボードを表示するためにデータベース全体を読み込む必要があるため、メモ
リ量が多ければ多いほど、より洗練されたフィルターおよびクエリを行うことができます。

・

プロセッサー：
￮

CPU コア数が多い方が、クロック速度が優れている CPU よりもより良いパフォーマンスを発揮し
ます。

・

プライマリシャードとレプリカシャード：
￮

クラスター内の各インデックスは、プライマリシャードとレプリカシャードを持ちます。新しいインデ
ックスは毎日（日本時間 午前 9:00 に）作成されます。

￮

クラスター内にインスタンスが 2 つ存在する場合、すべてのデータが複製されます。

￮

クラスター内にインスタンスが 3 つ以上存在する場合、すべてのインスタンスにデータが分散され、
より優れた冗長化が可能となり、クエリ性能も向上します。

ここではクラスターの例として以下を仮定します：
・

クラスターは１日に 500GB のデータを受信する

・

クラスター内には 4 つのインスタンスがあり、それぞれ 1.5TB のストレージ容量がある

・

各ストレージインデックスは 1 日に 500GB のプライマリシャードと 500GB のレプリカシャードを持つ

・

500GB/日（プライマリシャード） + 500GB/日（レプリカシャード） = 1 TB/日

・

30 日間の合計データは 30TB （1 日 1TB）

・

各システムにはオペレーティングシステムとその他ローカル実行するプロセス用に余分の容量が必要

この例では、全体のデータストレージを共有する４つのインスタンスがあり、ローカルのプライマリインデック
スシャード上でクエリを実行すると処理能力とメモリも共有されます。[管理] -> [システム] -> [クラスターステ
ータス]画面でシャードが正しく割り当てられているかどうかを確認することができます。
ダッシュボードで '*error' のようなクエリを実行すると、Nagios Log Server は各インスタンスからプライマ
リシャードを検索し、各インスタンスはリクエストをネイティブリソースで処理します。各クラスターが検索され
ると、ダッシュボードのグラフやテーブルにクエリ結果が描画されます。
クラスター内の１つのインスタンスが接続を失うか停止してしまう場合があります。Nagios Log Server はこの
サーバーからまだ稼働中のインスタンスにシャードを再割り当てすることによって、管理者は機能を失うこと
なくこれに対処することができます。
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レプリカシャードはいずれかのサーバーが停止するとプライマリシャードを置換するように設計されています。
例えば、nagioslsdev02 が停止したとします。現在停止しているインスタンスのレプリカシャードを含む他の
インスタンスは、それぞれのレプリカシャードを使用して、停止したサーバーから失われたデータを再割り当
てし、健全なサーバーに分散させます。レプリカシャードがクラスター内に存在しないプライマリシャードを再
作成したので nagioslsdev02 から失われたデータはありません。停止したサーバーが復旧するまでクラス
ターは通常通り動作します。
Nagios Log Server では、単一のインスタンスは他のインスタンスほど重要ではありません。この柔軟性を提
供するのはクラスター機能です。マスターインスタンスは常に存在しますが、マスターが停止すると他のイン
スタンスがすぐに引き継ぎます。

ログのアーカイブ – スナップショット
他の Elasticsearch, Logstash, Kibana (ELK)構成からアーカイブログ（スナップショット）に取り込む場合、これ
らのログのために余分の容量を割り当てる必要はありません。スナップショットログは別々のストレージをも
つファイルシステムに配置されるため現在のクラスタードライブ上にスペースをとりません。詳しくは「システム
のバックアップと復元」を参照してください。

ボトルネック
nagioslsdev クラスターを見ると、メモリ量がすべて同じであることが分かります。例えば、クラスター内の３
つのインスタンスのメモリが 16 GB で、4 つめのインスタンスのメモリのみ 4 GB であった場合、メモリの少な
いインスタンスがそのデータに対してクエリを完了するまでにかなり遅延する場合があります。データ量は４
つのインスタンスで同じですが、遅いインスタンスは他の３つのインスタンスに比べて４倍時間がかかります。
この場合、メモリの少ないインスタンスを除去すればクラスターのパフォーマンスは大幅に向上します。
Nagios Log Server クラスターを作成する場合に考慮してください。

6.5

インスタンスの削除

Nagios Log Server クラスターからインスタンスを削除したい場合は、下の資料を参照してください。
Removing An Instance From A Cluster （英語）
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システム管理

7

この章では、Nagios Log Server のシステム管理について説明します。
次の内容を含みます：
・

クラスターの管理

・

インスタンスの管理

・

インデックスの管理

・

ジョブサブシステム

・

ユーザー管理

・

メール設定

・

ライセンス

・

プロキシサーバー

・

重要なファイルとディレクトリ

7.1

クラスターの管理

ここでは、Nagios Log Server クラスターの管理方法と重要な情報を説明します。
Nagios Log Server は 1 つ以上の Nagios Log Server インスタンスから構成されるクラスターアプリケーション
です。インスタンスは Nagios Log Server のインストレーションのことであり、クラスターに参加してログデータ
を受信する場所として機能します。ログデータは Nagios Log Server が使用する特別なデータベースである
Elasticsearch データベースを使用してインスタンス全体に分散されます。
Nagios Log Server のクラスターステータスは、[クラスターステータス]画面（[管理] -> [システム] -> [クラスタ
ーステータス]）で確認することができます。
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クラスターID
[クラスターステータス]画面には、現在の統計情報とクラスターの状態が表示されます。
画面の右上には[クラスターID]が表示されます。新しいインスタンスをこのクラスターに追加するときに、この
ID を使用します。

クラスター統計
Nagios Log Server クラスターの統計情報が表示されます。この情報は、新しい Nagios Log Server クラスター
やインスタンス追加が必要なクラスターの管理、運用に役立ちます。
以下の情報が表示されます：
・

クラスターに送信されたドキュメント数

・

現在のプライマリークラスターのサイズ（MB）

・

クラスターの合計サイズ

・

クラスター内のデータインスタンス数

・

クラスターのシャード数

・

インデックス数

クラスターヘルス
クラスターの現在の健全性が表示されます。クラスターを構成するシャードの現在の割当てステータスに基
づいたステータスが表示されます。
・

Green ：

クラスターは正常であり、すべてのシャードは割当済み

・

Yellow ： クラスターに未割当シャードがあるか、システム変更後のシャード再配置が未完了

・

Red ：

クラスタータイムアウトまたは応答なし

この情報から、クラスターシャードのステータスやシャードが再配置、初期化、割当て済みであるかどうかを
確認することができます。
クラスター内のインスタンスがダウンすると、この表の[未割り当てシャード]に数が表示される場合があります。
このインスタンスがオンラインに戻ると、[未割り当てシャード]の数が減少し、最終的には 0 になって[ステータ
ス]が緑色になります。
クラスターステータスに問題がある場合は、以下のナレッジベース記事を参照してください：
・

Understanding and Troubleshooting Yellow Cluster Health（英語）

・

Understanding and Troubleshooting Red Cluster Health（英語）

インデックス
クラスター内の各インデックスのサイズおよび統計情報が表示されます。
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[アクション]欄には[開く]、[閉じる]、[削除]ボタンがあります。これらのアクションを複数のインデックスに対し
て実行したい場合は、一番左の列のチェックボックスにチェックをつけて[選択したインデックスの操作:]ドロッ
プダウンリストから希望のアクションを選択します。
インデックスについて詳しくは、「インデックスの管理」を参照してください。

curl コマンド
クラスターに関する情報はターミナルセッションで curl コマンドを使用することでも取得できます。Nagios
Log Server インスタンスの１つにターミナルセッションを確立し、以下のコマンドを実行してください。

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cat/health?v'
curl -XGET 'http://localhost:9200/_cat/nodes?v'
curl -XGET 'http://localhost:9200/_cat/master?v'

7.2

インスタンスの管理

ここでは、Nagios Log Server インスタンスの管理方法について説明します。
Nagios Log Server のインスタンスステータスは、[インスタンスステータス]画面 （[管理] -> [システム] -> [イ
ンスタンスステータス]）で確認することができます。
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グローバル統計
[グローバル統計]にはクラスター内のインスタンスの概要が表示されます。この情報からクラスターのパフォ
ーマンス概要を把握することができます。

インスタンス
クラスター内の各インスタンスの概要が表示されます。各インスタンスのパフォーマンス概要を確認すること
ができます。

上の例では、クラスター内の２つのインスタンスが表示されています。[IP]列の IP アドレスをクリックすると、特
定のインスタンスに関するより詳しい情報が表示されます。

インスタンス統計
この Nagios Log Server インスタンスに関する統計情報が表示されます。この情報はこのインスタンスの能力
を確認したり新しいインスタンスの導入に必要なハードウェアを見積もったりするのに役立ちます

インスタンス ID
この画面の右上には、インスタンス ID が表示されます。インスタンス ID は、ターミナルセッションでコマンドを
実行するときやログファイルを確認するときなどに必要となります。

インスタンス情報
オペレーティングシステムのパラメーター/能力に関連する情報が表示されます：
・

IP アドレスとホスト名

・

ロード（1 分, 5 分, 15 分）
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・

メモリとスワップの統計情報

・

CPU 統計情報

・

CPU 物理プロパティー

プロセス
このインスタンスの現在のプロセスに関する統計情報が表示されます。
・

オープンファイル記述子

・

CPU 統計情報

・

メモリステータス

ファイルシステム
このインスタンスで使用されているファイルシステムに関する情報が表示されます。
・

ファイルデータパス

・

マウントおよびデバイスパス

・

合計容量と空き容量

・

書込/読込ディスクサイズ

インデックス
このインスタンスによって処理されたインデックスに関する情報が表示されます。
・

ドキュメント数と削除されたドキュメント数

・

ストアサイズ

・

インデックス、削除、Get、クエリ、フェッチ合計

JVM
Elasticsearch を実行している JVM に関する統計情報が表示されます。
・

ヒープ/非ヒープ使用

・

稼働状況、スレッドステータス

・

GC 時間と数

・

Java バージョンと JVM 情報

スレッドプール
終了するまで待機しているアイドルスレッドのグループがキュー/ピーク/アクティブ別に表示されます。各スレ
ッドのタイトルは、プールのセクションと現在使用されているスレッドを示します。[キュー]プールは実行待ち、
[ピーク]プールは一度に実行されたスレッドの最大数、[アクティブ]は現在実行中のスレッドです。
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システムステータス
[システステータス]画面（[管理] -> [システム] -> [システムステータス]）では、Nagios Log Server インスタン
スの Elasticsearch サービスと Logstash サービスを制御することができます。

[サブシステム]の下にある[インスタンス]ドロップダウンリストで制御したいインスタンスを選択し、このインス
タンスに対して実行したいアクション（[再起動]、[停止]、[開始]）を選択します。

curl コマンド
インスタンスに関する情報はターミナルセッションで curl コマンドを使用することでも取得できます。Nagios
Log Server インスタンスの１つにターミナルセッションを確立し、以下のコマンドを実行してください。

curl -XGET 'http://localhost:9200/_cat/nodes/?v'
インスタンス ID が表示されます。

7.3

インデックスの管理

ここでは、Nagios Log Server インデックスの管理方法について説明します。

インデックス
インデックスは、Elasticsearch データベースがログデータを保管する場所です。Nagios Log Server は毎日新
しいインデックスを作成します。このため、不要になった古いデータを簡単に期限切れにすることができます。

シャード/レプリカ
各インデックスには５つのシャードが含まれます。シャードはインデックス内のログデータの一部です。
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Elasticsearch は冗長化と複製のために、シャードとレプリカを使ってデータを分散させます。
（５つのシャードを含む）インデックスが作成されると１つのレプリカが構成されます。レプリカはシャードの複
製であり、別の Nagios Log Server インスタンスに保管されます。
Nagios Log Server インスタンスの１つにディスク障害が発生した場合、他のインスタンス上に故障したインス
タンスのシャードのコピーが存在するため、データを復元することができます。
実際には、１つのインデックスに対して１０個のシャードが存在します（プライマリーに５つ、レプリカに５つ）。
このため、「１インデックスにつき１０シャード」と言われたり、「５シャードと１レプリカ」と言われたりします。
単一ノードクラスター環境の場合、５つのレプリカシャードを保管するインスタンスがありません。この場合、
Elasticsearch データベースが提供する冗長性は利用できません。
２インスタンスクラスター環境の場合、１つのインスタンス上に５つのプライマリシャード、別のインスタンス上
に５つのレプリカシャードが存在します。
３インスタンス以上のクラスター環境の場合は、シャードは可能な限り均等にインスタンス間で分散されます。
レプリカシャードは対応するプライマリシャードを持つインスタンス上には存在しません。
下の表のようになります：
シャード

プライマリシャード

レプリカシャード

0

インスタンス A

インスタンス C

1

インスタンス B

インスタンス C

2

インスタンス A

インスタンス C

3

インスタンス B

インスタンス C

4

インスタンス A

インスタンス B

インデックスステータス
Nagios Log Server のインデックスは[インデックスステータス]画面（[管理] -> [システム] -> [インデックスステ
ータス]）で管理することができます。Nagios Log Server インデックスの現在の統計情報やステータスを確認
することができます。
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インデックス統計
インスタンスのインデックス数、インデックス全体の合計ドキュメント数、インデックスの合計シャード数、成功
シャード数、インデックスのプライマリーサイズと合計サイズが表示されます。この情報はインスタンスの追加、
削除、一時的な削除を計画する際に役立ちます。

インデックス
作成されたインデックスが表示されます。

各インデックスには次の情報が表示されます：
インデックス

このインデックスの名前。
インデックスはログが受信された日にちを基に名前が付けられます。

# ドキュメント

このインデックスに現在含まれているドキュメントの数

プライマリーサイズ

インデックスのサイズ

# シャード

このインデックスに割当てられているプライマリシャードの数

# レプリカ

このインデックスに割当てられているレプリカの数
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アクション

このインデックスに対して実行するアクション：
このインデックスをクローズします。
クローズされたインデックスに含まれるログデータは検索されなくなり、インス
タンス間で複製されなくなります。
このインデックスを開きます。
開かれたインデックスに含まれるログデータは検索することができます。
インデックス全体を削除します。
インデックスの削除は、スナップショットが作成されていない限り元に戻すこ
とはできません。ご注意ください。

インデックスをクリックすると、そのインデックスについてより詳しい情報が表示されます。
・

インデックス統計（ドキュメント数、シャード数、成功シャード数、インデックス数、合計サイズ）

・

検索合計

・

Get 合計

・

ドキュメント

・

インデックス合計

・

操作

curl コマンド
インデックスに関する情報は、ターミナルセッションで curl コマンドを使用して取得することもできます。
Nagios Log Server インスタンスの１つにターミナルセッションを確立し、以下のコマンドを実行してください。

# curl -XGET 'http://localhost:9200/_cat/shards/?v'
上のコマンドを実行すると、おそらくたくさんの結果が表示されます。特定のインデックスのみに興味がある場
合は、コマンドでインデックス名を指定してください：

# curl -XGET 'http://localhost:9200/_cat/shards/logstash-2019.08.01?v'
このコマンドを実行すると、各シャードがどのインスタンスに割当てられているかを確認することができます。
インスタンスがオフラインの場合、そのインスタンスに割当てられているシャードの [state] は UNASSIGNED
と出力されます。レプリカシャードは [prirep] 列に r と出力されます。

7.4

ジョブサブシステム

Nagios Log Server のジョブサブシステムは、各インスタンス上で稼働しジョブをスケジュール通りに実行しま
す。
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7.4.1 ジョブの例
ジョブには特定のインスタンス上で実行される「ローカルジョブ」と任意の単一インスタンス上で実行される「グ
ローバルジョブ」の２種類があります。

ローカルジョブ
ローカルジョブは以下の通りです：
ジョブ

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

apply_config

れます。構成スナップショットの作成、logstash 構成の書込み、logstash
の再起動を行います

change_timezone

ローカルインスタンス上のタイムゾーンを変更します

create_snapshot

構成スナップショットを作成します

delete_snapshot

構成スナップショットを削除します

restore_snapshot

構成スナップショットを復元します

stop_service

ローカルインスタンス上で指定したサービスを停止します

start_service

ローカルインスタンス上で指定したサービスを開始します

restart_service

ローカルインスタンス上で指定したサービスを再起動します

グローバルジョブ
グローバルジョブは以下の通りです：
ジョブ
run_alerts
backup_maintenance
cleanup

説明
アラートを送信するために（デフォルトの場合）20 秒ごとに実行します
インデックスのメンテナンスとバックアップを実行するために（デフォル
トの場合）１日に１回実行します
１日以上経過した古い完了済みタスクをジョブキューから削除します

グローバルジョブは、[コマンドサブシステム]画面（[管理] -> [システム] -> [コマンドサブシステム]）から
実行することができます。
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[編集]リンクをクリックすると、ジョブの実行頻度および次回の実行時間を変更することができます。

[実行]リンクをクリックすると、ジョブをすぐに実行することができます。
[すべてのジョブをリセット]ボタンをクリックすると、ジョブの設定をデフォルトの状態に戻すことができます。

7.4.2 実行フロー
ジョブサブシステムは、/etc/cron.d/nagioslogserver にある cron 定義により毎分開始し、nagios ユ
ーザーとして実行します。

# cat /etc/cron.d/nagioslogserver | grep jobs
* * * * * nagios /usr/bin/php -q /var/www/html/nagioslogserver/www/index.php
jobs > /usr/local/nagioslogserver/var/jobs.log 2>&1
0 * * * * nagios /usr/bin/php -q /var/www/html/nagioslogserver/www/index.php
jobs/hosts > /usr/local/nagioslogserver/var/hosts.log 2>&1
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この cron は次を繰り返し処理します（デフォルトでは 5 秒ごとに以下のアクションを行います）。
1. Elasticsearch インデックスをクエリし、このインスタンスで実行するローカルジョブのリストを取得します。
a.

コマンドフィールドの関数を実行します。

b.

監査レポートを results_type = JOBS で更新します。

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

コマンドフィールドの関数を実行します。

b.

監査レポートを results_type = JOBS で更新します。
注記：
グローバルジョブは任意のインスタンスで処理するジョブです。すべてのインスタンス上で
実行されるジョブではありません。

インスタンス固有ジョブを
5秒ごとに問合せ

グローバルジョブを
5秒ごとに問合せ

ジョブ結果をauditログに送信

機能
実行

ジョブサブシステムの一般的な実行フローは以下のとおりです：
1. job.php コントローラがバックグラウンドプロセスとして起動し、process_jobs()のコマンドを実行
します。
このスクリプトは/var/www/html/nagioslogserver/application/controllers/jobs.php
にあり、毎分の cron ジョブにより起動します。
この cron ジョブは/etc/cron.d/nagioslogserver で定義されています。
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2. jobs.php スクリプトは process_jobs()にリストされた機能を実行します。
機 能 は /var/www/html/nagioslogserver/application/helpers/cmdsubsys_helper.php
にあります。
3. poller cron が/var/www/html/nagioslogserver/var/jobs.log に実行結果を保存します。

7.4.3 ジョブサブシステムのトラブルシューティング
ジョブサブシステムの挙動に問題がある場合（例えば、バックアップジョブが処理されない、アラートが指定し
た間隔で実行されない）は以下を調査してください。

考えられる原因：
・

ジョブスクリプトが機能していない。
下のコマンドを実行してスクリプトが実行されていることを確認してください。

# ps axuw | grep jobs
・

cron ジョブに問題がある。
crontab ファイル /etc/cron.d/nagioslogserver を確認し、ジョブがコメントアウトされていない
ことを確認します。下のコマンドを実行してエラーがあるか確認します。

# tail /var/log/cron
・

ログファイル /usr/local/nagioslogserver/var/jobs.log にエラーがあるかどうか確認します。

・

nagios ユーザーアカウントのパスワード有効期限が切れていないことを確認します。

# chage -l nagios

7.5

ユーザー管理

Nagios Log Server は複数ユーザーをレベル別（管理者レベルとユーザーレベル）に管理できます。
ここでは、Nagios Log Server ユーザーアカウントの追加、編集手順について説明します。
Nagios Log Server は１つ以上の Nagios Log Server インスタンスから構成されるクラスターアプリケーションで
す。Nagios Log Server でユーザーアカウントを作成すると、そのユーザーアカウントがクラスター内のすべて
のインスタンスに適用されます。クラスターアプリケーションであるため、Web インターフェースにログインする
ときにどのインスタンスに接続するかは問題ではありません。どのインスタンスに接続しても、同じインターフ
ェースで同じデータを操作できます。
ユーザーの管理は[ユーザー管理]画面（[管理] -> [管理] -> [ユーザー管理]）で行います。管理者は、新し
いユーザーを作成したり、既存のユーザーを編集または削除したりすることができます。
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7.5.1 ユーザーの作成
ここでは新しいユーザーを手動で作成する手順を説明します。
メモ：
LDAP または Active Directory からユーザーを追加したい場合は、「Authenticating and Importing
Users with AD and LDAP」（英語）を参照してください。

Step 1.

[ユーザーの作成]ボタンをクリックします。

Step 2.

[ユーザーの作成]画面が表示されます。
この画面は複数のタブに分かれています。
[詳細]タブ画面で情報を入力します。

ユーザーの詳細
・

名前 ①

・

メールアドレス ②

アカウント情報
・

ユーザー名 ③

・

パスワード ④

・

確認用パスワード ⑤

・

言語 ⑥
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Step 3.

[外部認証]タブ画面では、LDAP や Active
Directory (AD)のような外部認証ソースを使用
することができます。デフォルトは[ローカルの
み（既定）]です。
LDAP/AD オプションについては「外部認証」を
参照してください。

Step 4.

[アクセス権]タブ画面で、ユーザーのアクセス
権限を指定します。
[ユーザーアクセスレベル]で以下のいずれかを
選択します。
・

管理：
管理者はインデックス、バックアップ、ダッシ
ュボード、クエリ、アラートを含むすべてのコ
ンポーネントと設定を変更/削除できます。
Nagios Log Server 構成の修正やユーザー
の管理も行うことができます。

・

ユーザー：
既定では自分のアカウント情報と自身が作
成したダッシュボードのみを編集することが
できます。

Step 5.

[ユーザーアクセスレベル]でユーザーが選択さ
れている場合は、[ユーザー権限]セクションが
表示されます。追加の権限を付与することがで
きます。
例では、アラートを作成、編集、削除する権限
を付与しています。
Contacts 欄では、アラートのメール通知の宛先についての権限を設定できます。
構成欄では Nagios Log Server の構成の権限を設定できます。
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[ホスト表示の制限]セクションで、ユー
ザーに
閲覧を許可するホストのリストを作成
します。
[ホストリスト]内の項目矢印アイコンを
選択して[選択済みホストリスト]へ移
動させるか、
[既知のホスト]内の項目を選択または
[追加ホスト]に直接 IP アドレスを入力します。
メモ：
・

[ホストリスト]を使用するためには、事前に「ホストリスト」を作成する必要があります。
詳しくは「ホストリスト」を参照してください。

・

[選択済みホストリスト] と [追加ホスト] のリストは、このユーザーのホワイトリストとして
動作します。このフィルターはユーザーが閲覧する任意のダッシュボードやクエリベース
のアラートに適用されます。

・

ホストが指定されていない場合（[選択済みホストリスト] および [追加ホスト] が空欄の
場合）、このユーザーはすべてのホストからのログを閲覧することができます。

Step 6.

[API アクセス]セクションで、API へのアクセス
可否を指定することができます。
[はい]を選択すると、API へのアクセスが許可
されます。デフォルトは[いいえ]です。
API について詳しくは、ナレッジベース記事
「Nagios Log Server - API Examples」を参照して
ください。

Step 7.

入力が完了したら、[ユーザーの作成]ボタンをクリックします。

Step 8.

作成したユーザーが[ユーザー管理]画面に表示されます。
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7.5.2 ユーザーの編集
既存のユーザーを編集するには、[アクション]列の[編集]アイコンをクリックします。[ユーザーの作成]画面に
似た画面が表示されます。
変更が完了したら、[ユーザーを保存]ボタンをクリックします。

7.5.3 ユーザーの削除
既存のユーザーを削除するには、[アクション]列の[削除]アイコンをクリックします。
確認画面で[OK]をクリックするとユーザーが削除されます。

7.5.4 外部認証
Nagios Log Server は Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) または Active Directory (AD) などの
外部認証を使用することができます。詳しくは「Authenticating and Importing Users with AD and LDAP」（英
語）を参照してください。

ホストリスト

7.6

Nagios Log Server では、管理者がユーザーに Nagios Log Server インターフェース上で閲覧を許可するホス
トを割当てることができます。これには、[ホストリスト]画面で定義したホストリストを使用することもできます。
注記：
・

管理権限のあるユーザーはこの制限がバイパスされます。この機能（ホストリストによる制限）は
通常のユーザーにのみ適用されます。

・

API の使用を許可されたユーザーは、管理権限がなくてもこの制限がバイパスされます。

・

ホストまたはホストリストが割り当てられていないユーザーは、すべてのホストからのログを閲覧
することができます。「7.6.3 ホストリストの削除」の注記に記載しているようにこの状況は容易に
発生する可能性があります。ホストリストは、注意して使用してください。

7.6.1 ホストリストの管理
ホストリストを作成することで、ユーザーに割当てるホストを簡単に管理することができます。ホストリストの管
理は、[管理] -> [管理] -> [ホストリスト管理] で行います。
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Step 1.

[＋新しいホストリスト] ボタンを
クリックします。
[ホストリストの追加]画面が
表示されます。

Step 2.

Nagios Log Server が既に知っ
ている（ログを受信したことがあ
る）ホストからホストリストを作
成する場合は、[既知のホスト]
欄に表示されているホスト名ま
たは IP アドレスをクリックしま
す。
クリックしたホストが[選択したホスト]欄に追加されます。

Step 3.

（ホストを手動で追加したい場合は）[選択したホスト]欄に IP アドレスを手動で入力します（１行につ
き１つの IP アドレスを入力してください）。

Step 4.

[送信]ボタンをクリックします。

Step 5.

新しいリストが表示されたことを確認します。
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作成したホストリストは、ユーザーの作成または編集画面（[管理] -> [管理] -> [ユーザー管理]）から特定の
ユーザーに割当てます。ホストリストの割当てについては、[ホスト表示の制限]を参照してください。

7.6.2 ホストリストの編集
既存のホストリストを編集するには、[アクション]列の鉛筆アイコンをクリックします。[ホストリストの追加]画面
に似た画面が表示されます。
変更が完了したら、[送信]ボタンをクリックします。

7.6.3 ホストリストの削除
既存のホストリストを削除するには、[アクション]列の×アイコンをクリックします。
注記：
・

現在のバージョン(v2.1.8 時点)では、ユーザーに割当て済みのホストリストであっても、警告な
しで削除することができます。

・

ホストリストを削除することによって、あるユーザーに割当て済みのホストリストまたは追加ホス
トが１つもなくなった場合、このユーザーはすべてのホストからのログを閲覧することができるよ
うになります。

・

7.7

ホストリストの使用には十分注意してください。

メール設定

Nagios Log Server はアラートをメールで通知することができます。ここでは、メールサーバーの設定方法につ
いて説明します。
メールサーバーの設定は、[管理] -> [全般] -> [メール設定]で行います。
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メール送信に必要な情報を入力します。

メールの差出人

①

メール差出人の名前

②

メール差出人のメールアドレス

③

メール返信先の名前
メール返信先のメールアドレス

メールの返信先

④

メールを受信したユーザーが、メールクライアントで返信ボタ
ンをクリックすると、このメールアドレスが宛先アドレスとして
使用されます。有効なメールアドレスを設定してください。

メール送信方法 ⑤

[PHP メール]または[SMTP サーバー]のいずれかを選択
デフォルト： PHP メール
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メールをテキストのみで送信

テキストメールのみを送信したい場合に選択

(HTML なし) ⑥

デフォルト： オフ（HTML メールを送信）

設定のテスト ⑦

このボタンをクリックするとテストメールが送信されます。

[メールの送信方法]で[SMTP サーバー]を選択した場合は、追加の項目が表示されます。「SMTP サー
バー」に進んでください。

7.7.1 PHP メール
このメール方法では、Postfix を使用してメールを送信します。オペレーティングシステムの sendmail コマン
ドは実際には sendmail.postfix コマンドであり、Postfix が sendmail コマンドを受け入れる機能を提供し
ます。
PHP メールを使用する場合、Nagios Log Server が受信者へメールを直接送信します。メール受信者のメール
サーバーに接続し、メッセージを SMTP 25 ポートでメッセージをプレーンテキストで送信します。メールの内容
はネットワーク探知プログラムで簡単に閲覧することができます。
この方法は、スパム/ウィルス検知ソフトウェアを持つ受信者へメールを送信する場合に問題が生じる場合が
あります。受信メールサーバーが受信したメールがドメイン所有者であるメールサーバーからのものではない
ことを検知し、メールを破棄または迷惑メールフォルダーに移動させる場合があります。この動作は好ましく
ありません。

7.7.2 SMTP サーバー
メールの送信方法として SMTP サーバーを使用する場合、メール配信に使用するメールサーバーを構成す
る必要があります。以下を使用できます：
・

・

組織内の内部のメールサーバー：
￮

Microsoft Exchange

￮

Postfix

外部のメールサーバー：
￮

メールホスティングサービス

￮

インターネットサービスプロバイダー

SMTP サーバーによるメール配信は、より安全な方法でメールを送信します。Nagios Log Server は監視に専
念することができます。
[メールの送信方法]で SMTP サーバーを選択すると追加の設定項目が表示されます。
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SMTP サーバーアドレス ⑧

SMTP サーバーのアドレス。IP アドレスまたは DNS レコード。
None（なし）/SSL/TLS/STARTTLS のいずれかから選択
デフォルト： None
・

（SSL はサポートされますが）SSL はセキュリティ脆弱性
があるため、TLS が推奨されます。

SMTP セキュリティ ⑨
・

STARTTLS はプレーンテキスト接続を暗号化(SSL また
は TLS)接続にアップグレードする方法を提供します。

・

SSL または TLS を使用する場合、メールサーバー側が
SSL または TLS に対応している必要があります。

SMTP ポート ⑩
SMTP ユーザー名 ⑪
SMTP パスワード ⑫

SMTP サーバーが使用するポート番号。通常は 25 か 587
デフォルト： 25
（任意）認証を使用する場合に指定します。
デフォルト： 空欄
（任意）認証を使用する場合に指定します。
デフォルト： 空欄

注記：
多くの Web ブラウザーは、ロード時に Web ページのフィールドを自動補完/自動入力します。これ
は、通常、値をもたない共通フィールドが表示された場合にのみ発生します。この機能により、[メー
ルの送信方法]で[SMTP サーバー]を選択すると、ユーザー名とパスワード欄に値が自動入力され
ます。
[設定の保存]をクリックする前に、ユーザー名とパスワードを正しい値に変更するか、（ユーザー情
報が不要な場合は）値を消してください。また、Web GUI での自動入力オフを検討してください。
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7.7.3 どのインスタンスがメールを送信するか？
Nagios Log Server は１つ以上の Nagios Log Server インスタンスから構成されるクラスターアプリケーション
です。アラートメールは、アラートを実行しているインスタンスによって送信されます。
Nagios Log Server の[メール設定]画面にある[設定をテスト]をクリックしてメールを送信する場合、現在ブラ
ウザーでアクセスしているインスタンスがメールを送信します。

7.8

ライセンス

Nagios Log Server には以下の３つライセンスタイプ（版）があります。
・

正規版：
正規商用版です。全機能を無制限かつ永続的に使用できます。
（※次年度以降バージョンアップを行うにはサポートの購入が必要です。）

・

評価版：
30 日間無料で使用できます。使用できる機能に制限はありません。
30 日間の使用期限が過ぎてもログの収集・保存は継続しますが、収集したログデータを閲覧できなく
なります（ダッシュボードページが空白で表示されます）。使用を続ける場合は、正規版または無償版
に切り替えてください。正規版・無償版への切り替えが完了すると、過去に収集されたログデータも閲
覧できるようになります（ソフトウェアの再インストールは必要ありません）。

・

無償版：
無料で永続的に使用できます。使用できる機能に制限はありませんが、ログ保存量に上限
（500MB/日（7 日間平均））があります。比較的少ない量のログ収集環境でご利用ください。
500MB/日（7 日間平均）の利用上限を超えると、ログの収集・保存は継続しますが、収集したログデー
タを閲覧できなくなります。直近７日間の平均ログ収集量が 500MB 以下になると再度ログデータを閲
覧できるようになります。収集するログ量を減らせない環境で使用を続ける場合は、正規版への切り替
えをご検討ください。正規版への切り替えが完了すると、収集したすべてのログデータを閲覧できるよ
うになります（ソフトウェアの再インストールは必要ありません）。
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この３つのタイプは相互に切り替えが可能です。

評価版
正規版

注記：
評価版として使用するには評価版の使用期限に残

無償版

日数がある必要があります。

7.8.1 正規版への切り替え
ここでは、評価版または無償版から正規版への切り替え手順を説明します。
Step 1.

管理アカウントで Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。

Step 2.

[管理] -> [全般] -> [ライセンス情報] を選択します。

Step 3.

[ライセンスキー]に有効なライセンスキーを入力します。

Step 4.

[キーを設定]をクリックします。

Step 5.

ライセンスのアクティベーションを実施します。
ライセンスのアクティベーション手順については、「ライセンスアクティベーション」を参照してください。

7.8.2 無償版への切り替え
ここでは無償版への切り替え手順を説明します。
Step 1.

管理アカウントで Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。
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Step 2.

[管理] -> [全般] -> [ライセンス情報] を選択します。

Step 3.

[ライセンスタイプ] で [フリー版] リンクをクリックします。

[ライセンスキー] に [FREE] が適用され、[ライセンスタイプ] に [フリー版] と表示されます。

7.8.3 評価版への切り替え
評価期間に残日数がある場合、無償版から評価版に戻すことができます。
評価版への切り替え手順は以下の通りです。
Step 1.

管理アカウントで Nagios Log Server Web インターフェースにログインします。

Step 2.

[管理] -> [全般] -> [ライセンス情報] を選択します。
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Step 3.

[ライセンスキー]欄フィールドの[FREE]を消します。

Step 4.

[キーの設定]をクリックします。

7.9

プロキシサーバー

Nagios Log Server は更新チェック、ライセンスアクティベーション、ライセンス有効期限チェックのためにインタ
ーネットへアクセスします。インターネットへ直接アクセスできない環境で Nagios Log Server を使用する場合
は、プロキシサーバーの利用を構成することができます。
プロキシサーバーの設定は[プロキシ設定]画面（[管理] -> [全般] -> [プロキシ設定]）で行います。

プロキシサーバーの利用を有効にするには、まず画面上部にある[プロキシの有効化]にチェックをつけます。
プロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力し、認証が必要な場合はユーザー名とパスワードも入力し
ます。
[設定の保存]をクリックして保存します。
プロキシ設定が正しく構成されたかどうかは、更新チェックを実行することで確認できます。
[管理] -> [システム] -> [コマンド サブシステム]に移動し、run_update_check の[実行]をクリックします。
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[ホーム]画面に移動し、[更新チェック]セクションにメッセージが表示されることを確認します。
プロキシサーバーが正しく機能していない場合、回転アイコンのみが表示されます。

7.10

重要なファイルとディレクトリ

ここでは Nagios Log Server の重要なファイルとディレクトリについて説明します。
Nagios Log Server の重要なファイルとディレクトリは以下の通りです：
ファイル
elasticsearch.y
ml

説明
/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/config/elasticsearch
.yml
低レベルの Elasticsearch 設定ファイルです。
/usr/local/nagioslogserver/elasticsearch/config/logging.yml

logging.yml

Elasticsearch のデバッグレベルを指定する際に使用します。

/etc/sysconfig/elasticsearch
elasticsearch

高レベルの Elasticsearch 構成ファイルです。

/etc/sysconfig/logstash
logstash

高レベルの Logstash 構成ファイルです。

/usr/local/nagioslogserver/var/cluster_hosts
cluster_hosts

クラスター内のすべてのインスタンスの IP アドレスと'localhost'を含みます。
ノードが見えないなどの問題がある場合、このファイルを調べてください。
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/usr/local/nagioslogserver/var/cluster_uuid
cluster_uuid

このクラスターを識別するために使用されるユニークな文字列を含みます。
同じクラスターに所属するすべてのインスタンスで同じ値が設定されています。
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バックアップと復元

8

この章では Nagios Log Server のバックアップと復元について説明します。
次の内容を含みます：
・

システムのバックアップと復元

・

スナップショットとメンテナンスの管理

・

スナップショットリポジトリの考慮事項

システムのバックアップと復元

8.1

ここでは、Nagios Log Server クラスターのバックアップ方法と復元方法を説明します。
Nagios Log Server には複数のバックアップ方法があります：
・

スナップショット：
Elasticsearch ログデータのバックアップ

・

構成スナップショット：
Logstash のインプット、フィルター、アウトプットのバックアップ

・

システムバックアップ：
（Elasticsearch ログデータを除く）システム全体のバックアップ

Nagios Log Server のバックアップは通常のバックアップとは多少異なります。これは、Nagios Log Server が
クラスター志向のアプリケーションであることと関係があります。Nagios Log Server のバックアップは Nagios
Log Server クラスターのすべてのインスタンス上で実施されます。あるインスタンスが失われてしまったとして
も、データは他のインスタンス上にあるため失われることはありません。
単一インスタンスクラスターをお使いの場合は、障害時に Nagios Log Server を復元できるようにするため、
構成スナップショットとシステムバックアップを外部サーバー上に保管する追加作業が必要となります。

8.1.1 スナップショット
スナップショットは、Elasticsearch データベースに存在するログデータのある時点のバックアップです。
・

スナップショットはスナップショットリポジトリに保管されます。

・

スナップショットリポジトリは Nagios Log Server クラスターに存在するすべてのインスタンスからアクセ
スできなければなりません。
￮

通常、/mnt/snapshot_repository のようなパスで NFS または CIFS ネットワーク共有をマウ
ントします。
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￮

マウントするパスは、すべてのインスタンスで同一である必要があります。

スナップショットはすべてのクラスター上で実行されます。スナップショットおよびメンテナンスジョブ中、ノード
が新しいスナップショットを作成するコマンドを実行します。スナップショットは異なるインスタンスに割り当てら
れたシャードを持つインデックスであるため、これらのインスタンスが作成されたスナップショットにそれぞれ
のデータを保管できるよう NFS または CIFS 共有が必要です。
スナップショットについて詳しくは、「スナップショットとメンテナンスの管理」を参照してください。
単一インスタンスの Nagios Log Server クラスター環境をご利用の場合は、スナップショットリポジトリを別のサ
ーバー上にすることが重要です。同一サーバー上とした場合、インスタンスが完全に故障してしまうとすべて
が失われてしまいます。

8.1.2 構成スナップショット
構成スナップショットは、Logstash のインプット、フィルター、アウトプットのバックアップです。これは構成を適
用するたびに自動的に作成されますが、手動で作成することもできます。
構成スナップショットはクラスター内の各インスタンスの/usr/local/nagioslogserver/snapshots/にあ
ります。クラスター内のすべてのインスタンスは同じ場所に構成のスナップショットのコピーを持っています。
あるインスタンスが故障しても他のインスタンスが構成のコピーを持っています。
構成スナップショットにより、以前に行った変更が気に入らない場合に変更前の時点にロールバックすること
ができます。手動で作成したスナップショットは、削除するまで保持されます。
既存の構成スナップショットは、[構成] -> [構成] -> [構成のスナップショット]を選択すると表示されます。

手動および自動作成されたスナップショットでは、次のアクションを利用できます：
.tar.gz ファイルをダウンロードします。
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このクラスターのすべてのインスタンスにスナップショットを復元します。
自動作成されたスナップショットでは、次のアクションを利用できます：
自動作成されたスナップショットを上の手動スナップショットセクションに移動させます。
手動作成されたスナップショットでは、次のアクションを使用できます：
スナップショットを永続的に削除します。

8.1.3 システムバックアップ
システムバックアップには構成設定、ダッシュボード、ユーザー、内部ログ、アラートが含まれます。また、
Logstash のインプット、フィルター、アウトプットも含まれます。
これらは/store/backups/nagioslogserver/に保管されます。ファイル名は日付と UNIX 時間をもとに生
成されます（例：nagioslogserver.2019-05-09.1494303122.tar.gz）。
これらのバックアップはクラスターの各インスタンス上に保管されます。バックアップジョブが実行をスケジュ
ールされるたびに、各インスタンスはバックアップのローカルコピーを作成します。つまり、クラスター内のイン
スタンスが失われたとしても、他のインスタンスにこのバックアップのコピーが残ります。しかしながら、これは
災害ですべてのインスタンスが失われてしまった場合は保護されません。Nagios Log Server を復元できるよ
うに外部の場所にシステムバックアップのコピーを定期的に取得しておくことが必要です。
システムバックアップはシステムジョブとして１日１回実行されるように構成されています。デフォルトでは、
Nagios Log Server クラスターに最初のインスタンスがインストールされたときをベースに実行されます。シス
テムのバックアップジョブは、[管理] -> [システム] -> [コマンドサブシステム] にある backups システムジョ
ブです。ここで、スナップショットの作成頻度や実行時間を変更することができます。

システムバックアップは Nagios Log Server GUI 上に表示されません。Nagios Log Server インスタンスへター
ミナルセッションを確立して該当のディレクトリをチェックし、バックアップが存在することを確認してください。
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8.1.4 障害時の対処
ここでは、障害児の対処方法について説明します。
次の内容を含みます：
・

複数インスタンスクラスター環境で１つのインスタンスが失われた場合

・

複数インスタンスクラスター環境で複数のインスタンスが失われた場合

・

単一インスタンスクラスター環境または複数インスタンスクラスター環境ですべてのインスタンスが失わ
れた場合

・

単一インスタンスクラスター環境または複数インスタンスクラスター環境ですべてのインスタンスが失わ
れシステムバックアップがない場合

8.1.4.1

複数インスタンスクラスター環境で１つのインスタンスが失われた場合

Nagios Log Server クラスターに複数のインスタンスが存在する場合にこれらのうちの１つに障害が発生して
失われてしまった場合、一般的に影響は最小です。
・

クラスターは Elasticsearch としての機能を継続し、データはインスタンスへ分散されます。

・

ダウンしたインスタンスに送信されているログデータは受信できなくなります。
￮

ログデータがロードバランサーに送信されている場合は、他のインスタンスへ転送されます（これ
は Nagios Log Server の機能ではありません）。

クラスターを正常な状態に戻すには、最初に（物理的なハードウェア障害など）障害の原因となった問題を修
復します。インスタンスをクラスターに再接続したら Elasticsearch が自動的にクラスター内のデータの残りを
更新します。
このインスタンスへログデータを送信している機器が存在する場合：
・

このインスタンスのダウンが長期化することが予測される場合、これらのデータを他のインスタンスへ
送信するように機器を再構成してください。

・

他のインスタンスへデータを送信するようにすべての機器を更新する作業に時間がかかりすぎる場合
は、古いインスタンスの IP アドレスで Nagios Log Server を新しくインストールして既存のクラスターに
追加してください。

復旧に長時間を要する障害でインスタンスを失った場合、古いインスタンスと同じ IP アドレスで Nagios Log
Server を再インストールして既存のクラスターに追加する方が単純で迅速です。

8.1.4.2

複数インスタンスクラスター環境で複数のインスタンスが失われた場合

この影響は、１つのインスタンスが失われた場合とよく似ています。これは Elasticsearch データがインスタン
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ス間でどのように分散されているかに関係します。前述と同じ原則に従ってください。

8.1.4.3

単一インスタンスクラスター環境または複数インスタンスクラスター環境です
べてのインスタンスが失われた場合

このシナリオは、単一インスタンスクラスター環境で発生する可能性が高くなります。複数インスタンスクラス
ター環境でもすべてのインスタンスが失われてしまう可能性はあります。この場合、単一インスタンスクラスタ
ー環境での復旧手順と同じです。
・

新しいインスタンスに Nagios Log Server を新規にインストールします。

・

システムバックアップを復元します。

・

スナップショットリポジトリをマウントします。

・

ログデータを復旧するためにインデックスを復元します。

複数インスタンスのシナリオの場合、最初のインスタンスを起動させたら追加のインスタンスを起動させてク
ラスターに追加するだけです。

8.1.4.4

単一インスタンスクラスター環境または複数インスタンスクラスター環境です
べてのインスタンスが失われシステムバックアップがない場合

これは最悪のシナリオです。単一インスタンスクラスター環境で発生する方が多いですが、複数インスタンス
クラスター構成のすべてのインスタンスが失われてしまう可能性もあります。復旧手順は両方の場合とも同じ
です。

システムバックアップのコピーがない場合、復旧のためには「8.1.4.3 単一インスタンスクラスター環境または
複数インスタンスクラスター環境ですべてのインスタンスが失われた場合」に対し、追加の作業が必要となり
ます。システムバックアップ内のすべてのデータはスナップショットにも含まれています。このため、スナップシ
ョットリポジトリが利用できるのであれば復旧させることができます。
・

新しいインスタンスに Nagios Log Server を新しいクラスターとしてインストールします。

・

スナップショットリポジトリをマウントします。

・

kibana-int, nagioslogserver, nagioslogserver_log の直近のスナップショットを復元します。

・

ログデータを復旧するためにインデックスを復元します。

・

バックエンドジョブをリセットします。

複数インスタンスの場合は、最初のインスタンスが開始したら次のインスタンスをクラスターに追加するだけ
です。
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8.1.5 システムバックアップの復元
ここで説明する作業は、（単一インスタンスまたは複数インスタンス）クラスター内のすべてのインスタンスを
失ったときに実行してください。複数インスタンスクラスター環境で１つのインスタンスを失って復旧が必要な
場合には、ここで説明する作業は必要がありません。
システムバックアップの復元をテストしたい場合もこの手順に従ってください。復元されるクラスターの ID は
異なるため、本番環境のクラスターには影響を与えません。このため、この作業は隔離されたネットワークで
実行する必要はありません。
Step 1.

Nagios Log Server をインストールします。
故障したインスタンスの既存のハードウェア上にインストールする場合は、オペレーティングシステ
ム（RHEL または CentOS）をクリーンインストールすることを推奨します。
インストール手順については、「手動インストール」を参照してください。
注記：
インストール完了後に Web GUI にアクセスしないでください（最終インストレーションステッ
プを完了させないでください）。ターミナルを開いたままにして次の作業に進んでください。

Step 2.

システムバックアップを復元します。
システムバックアップをこのインスタンスの/store/backups/nagioslogserver/ディレクトリに
転送します。ファイルの転送には WinSCP のようなプログラムや scp などを使用できます。
システムバックアップを復元するには、ターミナルセッションで次のコマンドを実行します：
# cd /usr/local/nagioslogserver/scripts/
# ./restore_backup.sh /store/backups/nagioslogserver/nagioslogserver.201905-10.1494373596.tar.gz
こ の 例 に 使 用 さ れ て い る バ ッ ク ア ッ プ フ ァ イ ル は 、 nagioslogserver.2019-0510.1494373596.tar.gz です。使用するバックアップファイルの名前に変更してください。
“Restore Complete!” メッセージが表示されたら完了です。このインスタンスの Web GUI にログ
インしてステータスが OK であることを確認してください。ダッシュボード、インプット、フィルター、ユ
ーザーおよびその他の設定が存在するはずです。ただし、ログデータはありません。ログデータの
復旧は次の手順で行います。

Step 3.

スナップショットリポジトリをマウントします。
既存のスナップショットを含むスナップショットリポジトリをマウントします。ここでは例として、
/snapshot_repository にマウントします。
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Step 4.

リポジトリのマウントが完了したら、Web GUI を開き、[管理] -> [システム] -> [スナップショット&メン
テナンス]に進み、次を行います。
・

[リポジトリの作成]ボタンをクリックし、新しいリポジトリを作成するためにフィールドに入力し
ます。

・

この例の場合、[リポジトリの場所]に /snapshot_repository と入力します。

・

[リポジトリを追加]ボタンをクリックします。

リポジトリの作成が完了したら、スナップショットリストに既存のスナップショットが表示されます。
Step 5.

インデックスを復元します。
既存のログデータを復元するには、スナップショットリポジトリからインデックスを復元する必要があ
ります。
・

復元するスナップショットを[リストア]ボタンをクリックします。

・

復元したいインデックスを選択し、[インデックスのリストア]ボタンをクリックします。

・

復元プロセスがバックグラウンドで実行されます。

・

[インデックスステータス]画面（[管理] -> [システム] -> [インデックスステータス]）で、
インデックスが復元されたことを確認します。

これでシステムバックアップから Nagios Log Server が復元されました。必要に応じてインスタンスをクラスター
に追加します。

8.1.6 システムバックアップなしでの復元
（単一インスタンス環境または複数インスタンス環境の）クラスター内のすべてのインスタンスが失われてしま
いシステムバックアップのコピーも存在しない場合は、次の手順に従ってください。
この方法をテストしたい場合、復元されるクラスターは異なる ID を持ち本番環境のクラスターに影響を与えな
いため、ネットワークから隔離された環境で行う必要はありません。
Step 1.

Nagios Log Server をインストールします。
故障したインスタンスの既存のハードウェア上にインストールする場合は、オペレーティングシステ
ム（RHEL または CentOS）をクリーンインストールすることを推奨します。
インストール手順については、「手動インストール」を参照してください。
インストールが完了したら、Web GUI にアクセスして最終インストレーションステップを完了させてく
ださい。ターミナルを開いたままにして次の作業に進んでください。

Step 2.

スナップショットリポジトリをマウントします。
既存のスナップショットを含むスナップショットリポジトリをマウントします。ここでは例として、
/snapshot_repository にマウントします。
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Step 3.

リポジトリのマウントが完了したら、Web GUI を開き、[管理] -> [システム] -> [スナップショット&メン
テナンス]に進み、次を行います。
・

[リポジトリの作成]ボタンをクリックし、新しいリポジトリを作成するためにフィールドに入力しま
す。

・

この例の場合、[リポジトリの場所]に /snapshot_repository と入力します。

・

[リポジトリを追加]ボタンをクリックします。

リポジトリの作成が完了したら、スナップショットリストに既存のスナップショットが表示されます。
注記：
ここでは、インデックスの復元は行わないでください。
Step 4.

kibana-int, nagioslogserver, nagioslogserver_log を復元します。
この作業では、本来システムバックアップを使用して行うはずの内容を復元します。この作業はタ
ーミナルセッションで実行します。
最初に、次のコマンドを実行してスナップショットリポジトリの名前を調べます。

# curl -XGET "localhost:9200/_snapshot?pretty"
次のような結果が表示されます：

"snapshot_repository" : {
"type" : "fs",
"settings" : {
"compress" : "true",
"location" : "/snapshot_repository"
}
}
snapshot_repository は次のコマンドで必要となる名前です。次のコマンドは過去５日以内に取
得された利用可能なスナップショットを表示するコマンドです：

# curator show snapshots --repository snapshot_repository --newerthan 5 --time-unit days
次のような結果が表示されます：

2019-05-10 16:47:21,198 INFO Job starting: show snapshots
2019-05-10 16:47:21,219 INFO Matching snapshots:
curator-20190509213607
curator-20190508714688
curator-20190507212685
curator-20190506318623
curator-20190505263402
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この例では、curator-20190509213607 をターゲットのスナップショットとします。スナップショット
は必要なインデックスが含まれていることを確認する必要があります。リポジトリ名とスナップショッ
ト名を指定して次のコマンドを実行します：

# curl -XGET 'localhost:9200/_snapshot/snapshot_repository/curator20190509213607?pretty'
次のような結果が表示されます：
{
"snapshots" : [ {
"snapshot" : "curator-20190509213607",
"version_id" : 1070699,
"indices" : [ "kibana-int", "logstash-2019.05.09",
"nagioslogserver", "nagioslogserver_log" ],
"state" : "SUCCESS",
"start_time" : "2019-05-09T21:36:07.261Z",
"start_time_in_millis" : 1494365767261,
"end_time" : "2019-05-09T21:36:07.976Z",
"end_time_in_millis" : 1494365767976,
"duration_in_millis" : 715,
"failures" : [ ],
"shards" : {
"total" : 16,
"failed" : 0,
"successful" : 16
}
} ]
}
下の行の情報を後で使います：
"indices" : [ "kibana-int", "logstash-2019.05.09", "nagioslogserver",
"nagioslogserver_log" ],
これが、直近の kibana-int、 nagioslogserver、nagioslogserver_log インデックスです。
ここまでで、リポジトリの復元に必要なインデックスが含まれていることを確認できました。各インデ
ックスを復元するには２つのコマンドを実行する必要があります。１つめはインデックスを閉じるコマ
ンドで、２つめはインデックスを復元する（自動的に再度開く）コマンドです。これらのコマンドはリポ
ジトリとスナップショットの名前を取得するために実行したコマンドによく似ています。
次のコマンドを実行して kibana-int インデックスを閉じます：

# curl -XPOST 'localhost:9200/kibana-int/_close?pretty'
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次のような結果が表示されます：

{
"acknowledged" : true
}
次のコマンドを実行して kibana-int インデックスを復元します（実際には１行で入力します）。
# curl -XPOST 'localhost:9200/_snapshot/snapshot_repository/curator20190509213607/_restore?pretty' -d '{ "indices":"kibana-int"}'
次のような結果が表示されます：

{
"accepted" : true
}
次のコマンドを実行して、nagioslogserver と nagioslogserver_log インデックスを復元しま
す。
# curl -XPOST 'localhost:9200/nagioslogserver/_close?pretty'
# curl -XPOST 'localhost:9200/_snapshot/snapshot_repository/curator20190509213607/_restore?pretty' -d '{ "indices":"nagioslogserver"}'
# curl -XPOST 'localhost:9200/nagioslogserver_log/_close?pretty'
# curl -XPOST 'localhost:9200/_snapshot/snapshot_repository/curator20190509213607/_restore?pretty' -d '{ "indices":"nagioslogserver_log"}'
これらのコマンドの実行が完了したら、Nagios Log Server インターフェースを更新し、ダッシュボー
ド、インプット、フィルター、ユーザー、その他の設定が復元されたことを確認してください。
ログデータはまだ復元されていません。ログデータは次の作業で復元します。
Step 5.

インデックスを復元します。
既存のログデータを復元するには、スナップショットリポジトリからインデックスを復元する必要があ
ります。
・

[管理] -> [システム] -> [スナップショット & メンテナンス]に移動します。

・

復元するスナップショットを[リストア]ボタンをクリックします。

・

復元したいインデックスを選択し、[インデックスのリストア]ボタンをクリックします。

・

復元プロセスがバックグラウンドで実行されます。

・

[インデックスステータス]画面（[管理] -> [システム] -> [インデックスステータス]）で、インデッ
クスが復元されたことを確認します。

これでシステムバックアップなしで Nagios Log Server が復元されました。必要に応じて追加のインスタンスを
クラスターに追加します。
ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
171

スナップショットとメンテナンスの管理

8.2

ここでは、Nagios Log Server スナップショットとメンテナンスの管理方法について説明します。
データベースのバックアップは、管理者がピンポイント解析やその他の理由でデータを保存できるようにする
ために重要です。これは Nagios Log Server においても同様です。Nagios Log Server でスナップショットを作
成しておくことで、データベースの破損やサーバーのダウンが発生した場合も、ログデータを確実に保存でき
ます。
ここでは、スナップショットリポジトリを使用してログデータをバックアップする方法を説明します。システムバッ
クアップや構成スナップショットについては、「システムのバックアップと復元」を参照してください。
スナップショットは、Elasticsearch データベースに存在するログデータのある時点のバックアップです。
・

スナップショットはスナップショットリポジトリに保管されます。

・

リポジトリは Nagios Log Server クラスターに存在するすべてのインスタンスからアクセスできなければ
なりません。
￮

通常、/mnt/snapshot_repository のようなパスで NFS または CIFS ネットワーク共有をマウ
ントします。

￮

マウントされたパスは、すべてのインスタンスで同一である必要があります。

￮

nagios ユーザー/グループが書込み可能でなければなりません。

スナップショットはすべてのクラスター上で実行されます。スナップショットおよびメンテナンスジョブ中、ノード
が新しいスナップショットを作成するコマンドを実行します。スナップショットは異なるインスタンスに割り当てら
れたシャードを持つインデックスであるため、これらのインスタンスが作成されたスナップショットにそれぞれ
のデータを保管できるように NFS または CIFS 共有が必要です。
ネットワークパスをマウントする際の考慮事項については、「スナップショットリポジトリの考慮事項」を参照し
てください。
下は正しい権限を設定するためのコマンド実行例です：

# chown -R nagios:nagios /mnt/snapshot_repository
# chmod -R 775 /mnt/snapshot_repository
スナップショットとメンテナンスは、[スナップショット & メンテナンス]画面（[管理] -> [システム] -> [スナップ
ショット & メンテナンス]）で管理します。
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8.2.1 スナップショットリポジトリの作成
ここでは、スナップショットリポジトリの作成方法を説明します。
Step 1.

[リポジトリの作成]ボタンをクリックします。

Step 2.

[リポジトリの作成]画面が表示されます。[リポジトリ名]と[リポジトリの場所]を入力します。

Step 3.

[リポジトリを追加]ボタンをクリックします。
スナップショットリポジトリが作成され、[スナップショット]タブ画面に、作成したリポジトリのスナップ
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ショットテーブル（はじめは空欄）が表示されます。

[リポジトリ]テーブルには以下の情報が表示されます：
・

インデックス

・

状態

・

スナップショット時間

・

Elasticsearch バージョン

・

バージョン

・

アクション
￮

Step 4.

リポジトリの削除（削除アクションは元に戻すことはできません）

リポジトリを作成したら、新しいリポジトリを使用するようにメンテナンス設定を更新する必要があり
ます。
[スナップショットを保存するリポジトリ]ドロップダウンリストで作成したリポジトリを選択して、[設定
の保存]をクリックします。

8.2.2 メンテナンスおよびリポジトリ設定
Nagios Log Server はインデックスやリポジトリ上で自動的にメンテナンスタスクを実行します。構成は非常に
単純で、[メンテナンスおよびリポジトリ設定]タブ画面で一度セットアップして保存すれば、他の操作なしで機
能します。
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上の例では、Snapshot Repository という名前のリポジトリが選択されています。これにより Nagios Log
Server はこのリポジトリにスナップショットを作成します。
他の設定は以下の通りです：
新しいデータを受け入れたり取り込んだりしないインデ
ックスに対して Lucene forceMerge を使用して最適化し
古いインデックスを最適化する

ます。
この機能を無効にしたい場合は、0 を指定します。
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指定した日数より古いインデックスを「close（閉じる）」
とマークします。閉じたインデックスはディスクペース以
外のシステムリソースを使用しませんが、再度開かな
い限り検索対象となりません。
この機能を無効にしたい場合は、0 を指定します。

インデックスを閉じる

メモ： 頻繁に閲覧、検索するインデックスのみを開き、
閲覧頻度の低いインデックスは閉じて運用することを強
く推奨します。大量のデータを開いた状態で運用する場
合、環境によってはメモリリソースが不足しシステムが
不安定になる場合があります。
指定した日数より古いインデックスを削除します。これ
は永続的です。削除されたインデックスを復旧する唯一
の方法は、アーカイブ済みのスナップショットからリスト

インデックスを削除する

アすることです。
この機能を無効にしたい場合は、0 を指定します。
ドロップダウンリストからスナップショットを保存するため
のリポジトリを選択します。指定されたリポジトリにメン

スナップショットを保存するリポジトリ

テナンスワーカーがスナップショットを保存します。
事前にリポジトリを作成しておく必要があります。
指定した日数が経過したスナップショットが削除されま

古いスナップショットを削除する

す。デフォルトは 720 です。
スケジュールしたすべてのメンテナンスジョブの有効/
無効を指定します。

メンテナンスとスナップショットを有効にする
ジョブを有効にしたい場合は[はい]、無効にしたい場合
は[いいえ]を選択します。
設定が完了したら、[設定の保存]ボタンをクリックします。

8.2.3 スナップショット
[スナップショット]タブ画面には、インデックスの取得済みスナップショットが表示されます。新しいスナップショ
ットリポジトリの作成直後は空欄です。スナップショットがテーブルに表示されるまで、最大で 1 日かかります。
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スナップショットからデータを復元したい場合は、復元したいインデックスの[リストア]ボタンをクリックします。
リストアするインデックスを選択し、[インデックスのリストア]を選択します。

画面上部にメッセージが表示されます。しばらくお待ちください。

注記：
（v2.1.8 現在）上記のメッセージは自動更新されません。
選択したスナップショットのリストアが完了したことは、[管理] -> [システム] -> [クラスターステータ
ス]画面ですべてのシャードが割当て済みであること、または画面を再読み込みしても再オープンさ
れたインデックスのサイズが増加していていかないことを確認してください。
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8.2.4 ディスク使用量
スナップショットはディスク容量を消費します。どのくらいの容量を消費するかはいくつかの要因に依存しま
す：
・

毎日受信するログデータの量

・

古いスナップショットの保持日数

新しいソース（ログ送信元）からログデータの受信を開始すると、ディスク容量の消費に影響があります。ディ
スク容量が足りなくなった場合にアラートを通知できるように、Nagios XI を使用してスナップショットリポジトリ
のディスク使用量を監視することを推奨します。

8.2.5 スナップショットの頻度
スナップショットはシステムジョブとして１日１回実行されるように構成されています。デフォルトでは、Nagios
Log Server クラスターに最初のノードをインストールしたときを基準に実行されます。[管理] -> [システム] ->
[コマンドサブシステム]の snapshots_maintenance システムジョブで設定されています。

[編集]リンクをクリックすると、ジョブの頻度を変更することができます。[実行]リンクをクリックすると、ジョブが
すぐに実行されます。

8.3

スナップショットリポジトリの考慮事項

ここでは、Nagios Log Server のスナップショットリポジトリの要件について説明します。
スナップショットリポジトリを作成する場合、その場所はクラスター内のすべてのデータインスタンスにアクセ
スできる共有ファイルシステムでなければなりません。そうでない場合、スナップショットまたはリストアは失敗
します。
たいていの場合、NFS ファイル共有が利用されます。これは有効な方法ですが、NFS が認証およびユーザー
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アカウントとどのように統合されているかによっては問題が生じる場合があります。ここではこの問題および
回避策と代替方法について説明します。

8.3.1 NFS の問題
ユーザーID（UID）とグループ ID（GID）は Linux マシンごとに異なる可能性があります。これにより Linux マシ
ン間で権限に関する問題が発生する場合があります。別々の Nagios Log Server インスタンス上の UID と GID
が異なる場合、あるインスタンス上で実行されたスナップショットプロセスによって作成されたファイルが他の
インスタンスからアクセスできなかったり、リストアできなかったりする場合があります。
Nagios Log Server をインストールすると、nagios ユーザーアカウントとグループが次の利用可能な UID と
GID を使用して Linux に作成されます。下は Nagios Log Server の仮想マシンイメージの例です：

# grep nagios /etc/passwd /etc/group
/etc/passwd:nagios:x:1000:100::/home/nagios:/bin/bash
/etc/group:apache:x:48:nagios
/etc/group:nagios:x:1000:nagios,apache
UID 1000、GID 1000 という結果が表示されます。1000 という数字は CentOS 7.x で最初に利用できる UID と
GID です。
他のサーバー上でも同じコマンドを実行してみます。

# grep nagios /etc/passwd /etc/group
/etc/passwd:nagios:x:1002:100::/home/nagios:/bin/bash
/etc/group:apache:x:48:nagios
/etc/group:nagios:x:1002:nagios,apache
上の例の場合 UID と GID は 1002 です。このサーバーには Nagios Log Server がインストールされる前に２つ
の異なるユーザーアカウントが作成済みであったため、利用できる次の数が 1002 でした。
NFS サーバー自体のアカウントも調べる必要があります。このサーバー上の nagios ユーザーとグループも
異なる UID と GID を持っている可能性があります。NFS は通信のために RPC を使用するため、正しい UID
と GID がなければ NFS サーバーはアクセスを拒否します。
NFS をスナップショットリポジトリのストレージとして使用することは有効な方法ですが、上述の内容をお考慮
する必要があります。NFS の実装に成功したかどうかを確認するには「8.3.2 NFS ソリューション」を参照してく
ださい。

8.3.2 NFS ソリューション
この問題の唯一の解決策は、すべての Nagios Log Server インスタンスと NFS サーバー上の nagios ユー
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ザーアカウントおよびグループが同じ UID と GID を持つようにすることです。複数の方法があります：
・

Nagios Log Server をインストールする前に利用できる次の UID と GID が NFS サーバーおよび既存の
Nagios Log Server インスタンス上に存在するものと同じであることを確認します。

・

Nagios Log Server をインストールする前に、NFS サーバー上の UID と GID に一致するように手動で同
じ UID と GID で nagios ユーザーとグループを作成します。
￮

useradd コマンドで --uid 引数を使用します。
⁃

￮

groupadd コマンドで --gid 引数を使用します。
⁃

・

nagios ユーザーは apache グループのメンバーでなければなりません。
apache ユーザーは nagios グループのメンバーでなければなりません。

Nagios Log Server のインストール後に、nagios ユーザーとグループ UID と GID を NFS サーバーと一
致するものに変更します。
￮

usermod と groupmod コマンドを使用します。

他の方法として「8.3.3 CIFS ソリューション」を使用することもできます。

8.3.3 CIFS ソリューション
Common Internet File System (CIFS)は NFS と似ており、ファイルをコンピューター間で共有することができま
す。
・

Microsoft Windows オペレーティングシステムはこの拡張バージョン（SMB）を実装しています。

・

Linux オペレーティングシステムは Samba スイートを使用してして CIFS を実装しています。

Windows または Linux 上でホストされるネットワーク共有に接続し、スナップショットリポジトリの場所として使
用することができます。CIFS 共有をマウントするときに、ローカルの nagios ユーザーとグループの UID と
GID を指定することができます。各 Nagios Log Server インスタンス上の nagios ユーザーとグループが異な
る UID と GID を持っている場合も問題ありません。mount コマンドでこれを定義するだけで済みます。
下は/etc/fstab ファイルのエントリー例です：
//10.25.14.91/common_snapshot_repository_cifs /common_snapshot_repository cifs
rw,username=snapshot_user,password=Str0ngP@ssw0rd,uid=1001,gid=1001,file_mode=
0770,dir_mode=0770 0 0
この内容の説明は以下の通りです：
・

//10.25.14.91/common_snapshot_repository_cifs
￮

・

・

接続しようとしている CIFS ネットワーク共有（例： Windows 2016 Server）

/common_snapshot_repository
￮

CIFS 共有がマウントされる Nagios Log Server インスタンス上の場所

￮

この場所はすべての Nagios Log Server インスタンス上で同じでなければなりません。

cifs
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￮

・

ネットワーク上の場所が CIFS ベースであることを Linux に教えます。

rw,username=snapshot_user,password=Str0ngP@ssw0rd,uid=1001,gid=1001,file_
mode=0770,dir_mode=0770
￮

必要なオプション：

￮

rw
⁃

￮

読込/書込権限つきでマウントします。

username=snapshot_user と password=Str0ngP@ssw0rd
⁃

CIFS 共有にアクセスするために必要なユーザー名とパスワード。この例の場合、ユーザー
アカウントは Windows 2016 サーバー上にあり、アクティブディレクトリーアカウントです。
CIFS サーバーは nagios というアカウントは要求しません。

￮

uid=1001
⁃

￮

gid=1001
⁃

￮

Nagios Log Server インスタンス上の nagios グループのグループ ID

file_mode=0770,dir_mode=0770
⁃

・

Nagios Log Server インスタンス上の nagios ユーザーのユーザーID

ファイルとディレクトリに使用するアクセス件 0770
・

ユーザー： 読込/書込/実行

・

グループ： 読込/書込/実行

・

その他： アクセス権なし

0 0
￮

dump 及び pass(fsck の順番)の設定値。この例では、dump 対象とせず、fsck の対象にもし
ません。

nagios ユーザーとグループの UID と GID を定義する必要があります。Nagios Log Server インスタンスへの
ターミナルセッションで次のコマンドを実行します。

# grep nagios /etc/passwd /etc/group
下のような結果が表示されます：

/etc/passwd:nagios:x:1001:100::/home/nagios:/bin/bash
/etc/group:apache:x:48:nagios
/etc/group:nagios:x:1001:nagios,apache
passwd 行にユーザー、group 行にグループが表示されます。
Nagios Log Server インスタンス上の nagios ユーザーとグループが異なる UID と GID を持っていたとしても
問題ありません。/etc/fstab ファイルのエントリーが特定のサーバーの正しい番号を持っていることを確認
するだけです。
このコマンドで表示された情報を使用して、共通のスナップショットリポジトリ用の CIFS を実装できます。
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8.3.4 その他の方法
NFS と CIFS はスナップショットリポジトリで使用できる唯一の方法というわけではありません。ファイバーチャ
ネルや iSCSI SAN のような技術を使用することもできます。重要な点は、すべての Nagios Log Server インス
タンスが同じ場所にアクセスすることができ、nagios ユーザーアカウントおよびグループがアクセス権を持
つということです。
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9

トラブルシューティング

この章では、Nagios Log Server のトラブルシューティングに関する情報を提供します。

9.1

管理画面が表示されない

[管理]メニューをクリックすると、HTTP 500 エラーが戻り画面が正しく表示されない場合は、以下の作業を行
ってください。

解決策：
大規模環境の場合、PHP のメモリ上限（デフォルト 128MB）を増やす必要があります。これはすべての
Nagios Log Server インスタンスで行ってください。
Step 1.

Nagios Log Server インスタンスにターミナルセッションを確立します。

Step 2.

以下のコマンドを実行してメモリ上限を増やします（下は 512MB に増やす例です）。

# sed –i.bak 's/^memory_limit.*/memory_limit = 512M/g' /etc/php.ini
# service httpd restart
Step 3.

サービスの再起動が完了したら、[管理]画面にアクセスできるようになったことを確認します。問題
が解決しない場合は、さらにメモリ上限を増やしてください。

9.2

画面に正しい情報が表示されない

Nagios Log Server に正しい情報が表示されない場合（バージョンアップ後に発生する場合があります）は、
Web ブラウザーのキャッシュをクリアしてください（Web ブラウザーで[Ctrl] + [F5]）。

9.3

ライセンス適用関連

ここでは、ライセンスアクティベーション関連の問題と解決策について説明します。

問題 1：
ライセンスアクティベーションを行った後も画面の上部に「ライセンスはまだアクティベーションされて
いません。」というメッセージが表示される
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解決策：
nagiosadmin アカウントで Nagios Log Server の Web GUI にログインしてライセンスアクティベーシ
ョンキーを再登録してください。

問題 2：
ライセンスキーを入力して[キーの設定]ボタンをクリックすると、画面が更新され、入力したライセンス
キーが表示されない。

解決策：
Step 1.

Nagios Log Server インスタンスの１つにターミナルセッションを確立します。

Step 2.

次のコマンドを実行します。

# curl -XDELETE
'http://localhost:9200/nagioslogserver/cf_option/license_key'
下のような結果が表示されます。
{"found":false,"_index":"nagioslogserver","_type":"cf_option","_id":"lic
ense_key","_version":1}
Step 3.

次のコマンドを実行してライセンスキーを登録します。
AAAAAA-BBBBBB-CCCCCC-DDDDDD は実際のライセンスキーに置換してください。
# curl -XPUT 'http://localhost:9200/nagioslogserver/cf_option/license_key' d '{"created":"date +\"%Y-%m-%d %T\"","created_by":"1","value":"AAAAAABBBBBB-CCCCCC-DDDDDD","modified_by":"1"}'

次のような結果が表示されます。
{"_index":"nagioslogserver","_type":"cf_option","_id":"license_key","_ve
rsion":4,"created":true}
Step 4.

Nagios Log Server Web ユーザーインターフェースにログインし、ライセンスキーが適用されたことを
確認します。

9.4

nagiosadmin パスワードのリセット

nagiosadmin アカウントのパスワードが分からなくなってしまった場合は、次の作業を行い nagiosadmin
アカウントのパスワードをリセットしてください。
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解決策：
Step 1.

Nagios Log Server インスタンスの１つにターミナルセッションを確立します。

Step 2.

次のコマンドを実行します。newpassword は実際のパスワードで置換してください。

# /usr/local/nagioslogserver/scripts/reset_nagiosadmin_password.sh -password newpassword
パスワードに特殊文字が含まれる場合は"\"でエスケープしてください。
下はパスワードが"$new password#"である場合の例です。

# /usr/local/nagioslogserver/scripts/reset_nagiosadmin_password.sh -password \$new\ password\#

9.5

「データベースセットアップを待っています」メッセージ

Nagios Log Server インスタンスの再起動後に下の画面が表示され、数分待ってもメッセージが消えない場合
は、クラスター内のすべての Nagios Log Server インスタンスを（サービスではなくオペレーティングシステム全
体を）再起動してください。

すべての Nagios Log Server インスタンスの再起動が完了すると、この問題は解決します。

9.6

クラスター関連

シャードが未割当てまたは破損した場合は、以下を調査してください。
・

予期せず再起動またはシャットダウンされた可能性：
クラスター内の任意のインスタンスが予期せず再起動またはシャットダウンされると、プライマリシャー
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ドが未割り当てになったり、破損したりする場合があります。多くの場合、Elasticsearch は独自にこの
問題から回復します。
・

ディスクの空き容量が不足している可能性：
Nagios Log Server はディスクに空き容量がない場合、深刻な問題が生じる可能性があります。通常、
シャードの破損や未割当てが発生します。
注記： ディスク容量を増やすか既存の Nagios Log Server データを削除する必要があります。

・

メモリ不足（Out of memory）エラー：
Elasticsearch があまりにも多くのシステムメモリを占有した場合、カーネルが Elasticsearch を強制終
了する場合があります。これが発生した時間は/var/log/messages で確認できます。突然の
Elasticsearch のリープがシャードの破損/未割当てを引き起こす可能性があります。
注記： Nagios Log Server を再開する前におそらくメモリを追加する必要があります。追加しない場合、
Elasticsearch がまたリープされるリスクがあります。

・

クラスターに１ノードしか存在しない：
Nagios Log Server はクラスターベースのアプリケーションであり、複数のノードが存在する場合に「健
全」とみなされます。このため、クラスター内に１つのノードしか存在しない場合は、以下のようになりま
す：
￮

ステータスは常に Yellow と表示されます

￮

未割当シャードは「0」になりません。
クラスター内の別のノード（が存在しないので）割当てを待機しています。

9.6.1 ディスク空き容量不足
ディスクの空き容量が不足しているかどうかを調べるには、次の作業を行ってください：
Step 1.

クラスター内のすべてのインスタンスで次のコマンドを実行します。

# grep watermark /var/log/elasticsearch/*.log
ディスクの空き容量に問題がある場合は、下のような結果が表示されます。
[2016-02-15 03:20:31,927][INFO ][cluster.routing.allocation.decider]
[84b9dd98-e004-43ee-b70a-a5e48f8482cc] low disk watermark [85%]
exceeded on [cP-M7p_XQCGj_lUYvKnWOw][3e2220f4-1a3b-437b-a939cf269b8e785c]
free: 38.1gb[12.9%], replicas will not be assigned to this node
上の例は、利用可能なディスク容量のうち 85%以上が使用済みです。
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Step 2.

次のコマンドを実行して、利用可能なディスク容量を確認します。

# df -h
下のような結果が表示されます。

Filesystem

Size

Used Avail Use% Mounted on

rootfs

296G

255G

devtmpfs

3.9G

148K 3.9G

tmpfs

4.0G

/dev/sda1

296G

39G

0 4.0G
255G

39G

87% /
1% /dev
0% /dev/shm
87% /

上の例では、rootfs がディスク容量の 87%を占有していることが分かります。
ディスクの空き容量不足を解決するには、２つの方法があります：
・

ディスク容量を追加する

・

Low_Watermark を増やす

ディスク容量を追加する
たいていの場合はディスク容量を追加します。ディスク容量の追加後、クラスターヘルスが緑に戻らない
場合は elasticsearch サービスを再起動してください。
RHEL/CentOS 7.x/8.x の場合：

systemctl restart elasticsearch.service
5 分ほど待てば、クラスターヘルスが緑色に戻っているはずです。
メモ：
データの保存先を変更する手順については、「データ保管場所の変更」を参照してください。

Low Watermark を増やす
デフォルトの watermark レベルは Elasticsearch データが存在するディスクの 85%に設定されています。
大容量のディスクを使用しているのであれば、watermark レベルを 90%より高く設定したいと考えるかも
しれません。
メモ： watermark レベルはクラスター全体に対する設定です。
Step 1.

下のコマンドを実行して watermark を調整します（１行で入力してください）。

# curl -s -XPUT http://localhost:9200/_cluster/settings -d
'{ "persistent" :
{ "cluster.routing.allocation.disk.watermark.low" : "90%" } }'
Step 2.

下のような結果が表示されます。
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{"acknowledged":true,"persistent":{"cluster":{"routing":{"allocation":{"
disk":{"watermark":{"low":"90%"}}}}}},"transient":{}}
Step 3.

Elasticsearch サービスを再起動します。
RHEL/CentOS 7.x/8.x の場合：

# systemctl start elasticsearch.service
5 分ほど待つとクラスターヘルスが緑色になります。

9.6.2 情報収集コマンド
ここではトラブルシューティングに使用するコマンドを紹介します。

一般的な情報収集
マスター：

# curl 'localhost:9200/_cat/master?v'
ノード：

# curl 'localhost:9200/_cat/nodes?v'
ペンディングタスク：

# curl 'localhost:9200/_cat/pending_tasks?v'
リカバリ：

# curl -XGET 'localhost:9200/_cat/recovery?v'
プラグイン実行：

# curl 'localhost:9200/_cat/plugins?v'
クラスターの基本ヘルス：

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

# curl -XGET localhost:9200/_nodes/jvm?pretty
シャードステータス：

# curl -XGET http://localhost:9200/_cat/shards
クラスターステータス：

# curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/state?pretty'
シャードヘルス：
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# curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health/*?level=shards'
インデックスヘルス：

# curl 'localhost:9200/_cluster/health?level=indices&pretty'
非割当シャード：

# curl -s localhost:9200/_cat/shards | grep UNASS
問題のあるインデックスの削除：

# curl -XDELETE 'http://localhost:9200/logstash.XXXX.XX.XX/'

アクティブトラブルシューティングコマンド：
メンテナンス tail ログ：

# tail -f /usr/local/nagioslogserver/var/jobs.log
ポーラーtail ログ：

# tail -f /usr/local/nagioslogserver/var/poller.log
全ノードシャットダウン：

# curl -XPOST 'http://localhost:9200/_shutdown'
ユーザーチェック：

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

バックアップトラブルシューティングコマンド
エクスポート実行チェック：

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

# curator delete --older-than 1 --prefix logstash-2015.05.19
注記： prefix 引数値は実際のスナップショット名で置換してください。
スナップショットの削除(versions >= 1.3.0)：

# curator delete snapshots --repository nlsbackup –prefix curator20160318125137
注記： prefix 引数値は実際のスナップショットファイル名で置換してください。
スナップショットは Web GUI またはリポジトリからも削除できます。

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
189

9.7

ログが受信できない

Nagios Log Server にログが表示されない場合は、次を確認してください。
・

新しい構成が /usr/local/nagioslogserver/logstash/etc/conf.d/ ディレクトリのファイル
に書き込まれていること

・

logstash サービスが実行中であること

・

ログ受信ポートがファイアウォールで許可されていること

・

/var/log/logstash/logstash.log ログファイルにエラーが記録されているかどうか

・

Nagios Log Server のタイムゾーン設定が正しいこと

・

ダッシュボードのフィルターによりログデータが非表示となっていないこと

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
190

10 その他のトピック
ここではその他の Nagios Log Server 関連資料（メーカオリジナル文書へのリンク）を紹介します。

10.1

SSL/TLS の構成

SSL/TLS を使用して Nagios Log Server の Web GUI へ暗号化接続を行いたい場合は、下の資料を参照して
ください。
How To Configure SSL/TLS（英語）

10.2

Nagios Log Server を Amazon EC2 クラウドで使用する

Nagios Log Server は Amazon EC2 クラウド上で使用できます。Amazon EC2 クラウド環境で Nagios Log Server
を使用したい場合は、下の資料を参照してください。
Using-Nagios-Log-Server-In-Amazon-EC2-Cloud.pdf（英語）

10.3

SSL での nxlog ログ送信

Nagios Log Server と Windows nxlog クライアント間の通信を暗号化したい場合は、下の資料を参照してくださ
い。
Sending nxlogs with SSL（英語）

10.4

Nagios XI パッシブオブジェクトの作成

Nagios Log Server のアウトプットを使用して Nagios XI のパッシブホストおよびサービスを作成したい場合は、
下の資料を参照してください。
Using An Output To Create Nagios XI Passive Objects（英語）

10.5

Active Directory / LDAP での SSL/TLS 使用

LDAP または Active Directory(AD)統合機能を使用して Nagios Log Server に証明書をインストールしたい場
合は、下のドキュメントを参照してください。
Using SSL/TLS with Active Directory / LDAP（英語）
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10.6

API

Nagios Log Server で利用できる API について知りたい場合は、下のナレッジベース記事を参照してくださ
い。
https://support.nagios.com/kb/article/nagios-log-server-api-examples-596.html（英語）

10.7

Syslog を SSL/TLS で送信する

自己署名証明書を使用して Nagios Log Server と Linux 上の Syslog を暗号化したい場合は、下のドキュメン
トを参照してください。
Sending syslog With SSL/TLS（英語）

10.8

ログファイルを送信するための nxlog の設定

nxlog を使用して Windows マシンの特定のログファイルを Nagios Log Server へ送信したい場合は、下のドキ
ュメントを参照してください。※nxlog は Nagios Log Server のサポート対象外です。
Configuring NXLog To Send Additional Log Files（英語）

10.9

複数行のログファイルを送信するための nxlog の設定

nxlog を使用して複数行のログファイルを Nagios Log Server へ送信したい場合は、下のドキュメントを参照し
てください。※nxlog は Nagios Log Server のサポート対象外です。
Configuring NXLog To Send Multi-Line Log Files（英語）

10.10 ELK ドキュメンテーション
Nagios Log Server v2.1 で使用されているバックエンドソフトウェアのドキュメントリンクは次のとおりです。
Elasticsearch (v1.7.6):
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/1.7/docs.html
Logstash (v2.4.1):
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/2.4/index.html
Kibana (v3.0):
https://www.elastic.co/guide/en/kibana/3.0/index.html

ジュピターテクノロジー株式会社

Nagios Log Server 管理者ガイド
Rev. 3.3
192

11 バージョンアップ
この章では、Nagios Log Server のバージョンアップ方法について説明します。
次の内容を含みます：
・

更新の確認

・

最新リリース情報の入手

・

最新リリースの入手

・

バージョンアップ手順

11.1

更新の確認

Nagios Log Server インターフェースの画面下部にある
「更新を確認」リンクをクリックすると、最新バージョンの有
無を簡単に確認できます。
メモ：
新しいタブに Nagios 社の「Product Update Check」ページが開きます。
使用するには、インターネットの接続環境が必要です。

11.2

最新リリース情報の入手

最新の更新およびリリース情報をいち早く入手するには、Nagios 社のメールニュースレターをご購読くださ
い。

11.3

最新リリースの入手

Nagios Log Server の最新リリースは、Nagios Log Server Downloads（Nagios 社）からダウンロードできます。
メモ：
弊社のソフトウェアダウンロードページからもダウンロードしていただけます。（ただし動作確認作業等
のため、弊社ソフトウェアダウンロードページでの公開は Nagios 社のリリースから数日～数週間後と
なります。また影響が大きい不具合が見つかった場合など公開を見送ることがあります。
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11.4

バージョンアップ手順

ここでは、Nagios Log Server のバージョンアップ手順について説明します。
注記：
バージョンアップにはインターネットアクセスが要求されます。インターネットにアクセスできない場合
は、オフライン手順「Nagios Log Server - Offline Upgrade」（英語）に従ってください。
Step 1.

バージョンアップを行う Nagios Log Server へ root ユーザーとしてターミナルセッションを確立しま
す。

Step 2.

シャード割当てを無効にします。
注記：
バージョンアップを行う前に、（大規模な Nagios Log Server 環境では特に）シャード割当てを
無効化することを推奨します。
クラスター内の１つのノードで次のコマンドを実行します。このコマンドは、シャード割当てを無効に
します。
# curl -XPUT localhost:9200/_cluster/settings -d
'{"transient":{"cluster.routing.allocation.enable":"none"}}'

Step 3.

Nagios Log Server のバージョンアップには２通りの方法があります。
クイックバージョンアップ：
次のコマンドを実行します。

# wget -O upgrade.sh https://assets.nagios.com/downloads/nagios-logserver/upgrade.sh
# sh ./upgrade.sh
このコマンドは、Nagios Log Server をダウンロードしバージョンアップします。
手動バージョンアップ：
次のコマンドを実行します：

# cd /tmp
# rm -rf nagioslogserver nagioslogserver*.tar.gz
# wget https://assets.nagios.com/downloads/nagios-logserver/nagioslogserver-latest.tar.gz
# tar xzf nagioslogserver-latest.tar.gz
# cd nagioslogserver
# ./upgrade
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注記：
アップデート用ソフトウェアは新規インストール用インストーラと共通です。インストーラをまだ
入手していない場合は弊社ソフトウェアダウンロードページから、ページの記載に従ってダウ
ンロードしてください。
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
（[ソースインストーラ]を選んでください。）
特定の Nagios Log Server バージョンへバージョンアップしたい場合は、下のページで該当
バージョンの URL を取得し、wget コマンドで指定してください。
https://assets.nagios.com/downloads/nagios-log-server/versions.php
Step 4.

バージョンアップが成功したことを確認します。
バージョンアップに成功すると、下のメッセージが表示されます。

Nagios Log Server Upgrade Complete!
You can access the Nagios Log Server web interface by visiting:
http://<SERVER_IP_ADDRESS>/nagioslogserver/
Nagios Log Server Web インターフェースにログインし、問題がないことを確認します。すでに Web
インターフェースにログインしている場合は、一度ログアウトしてからもう一度ログインしなおしてく
ださい。
Step 5.

複数インスタンスクラスター環境の場合は、すべてのクラスターメンバーのバージョンアップが完了
するまで、１台ずつバージョンアップを行います。

Step 6.

シャード割当てを有効にします。
クラスター内のすべてのインスタンスでバージョンアップが完了したら、[管理] -> [システム] -> [イ
ンスタンスステータス]に移動し、[インスタンス]テーブルの[Elasticsearch]と[Logstash]欄に緑色の
チェックマークが表示されていることを確認します。確認できたら、シャード割当てを有効にすること
ができます。
次のコマンドを実行してシャード割当てを有効にします。

# curl -XPUT localhost:9200/_cluster/settings -d
'{"transient":{"cluster.routing.allocation.enable":"all"}}'
下の結果が表示されます：

"acknowledged":true.
Step 7.

最新日本語ファイルを適用します。
弊社ソフトウェアダウンロードページから、ページの記載に従って最新版の日本語ファイルをダウン
ロードします。
ソフトウェアダウンロードページ： https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
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メモ：
ソフトウェアダウンロードページに日本語ファイルが存在しない場合は、日本語翻訳の修正は
ありません。この作業は不要ですので次の手順へ進んでください。
ダウンロードした日本語ファイルを展開し、下の場所に上書き保存します。
/var/www/html/nagioslogserver/application/language/ja_JP/LC_MESSAGES
ファイルを上書きしたら、下のコマンドを実行して httpd サービスを再起動します。
RHEL/CentOS 7.x/8.x の場合：

systemctl restart httpd.service
Step 8.

セッションキャッシュを削除します。
Nagios Log Server インターフェースにログインし、[Shift]キーを押した状態でブラウザーの再読み
込みボタンを押して古いセッション変数とキャッシュされた JavaScript コードをクリアします。

これで、バージョンアップが完了しました。画面下部に新しいバージョン番号が表示されます。
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12 参考情報
その他、Nagios Log Server に関する情報は以下にあります：

サポート関連：
Nagios Log Server ドキュメント

Nagios Log Server のドキュメント一覧ページです。

バージョンヒストリー

Nagios Log Server の更新履歴です。
サポート仕様です。

サポート仕様

Nagios Log Server を選択してください。
Nagios Log Server に関してよく寄せられるご質問とその

FAQ

回答を掲載しています。
ご購入後の製品に関するお問合せ・履歴管理窓口です。

カスタマーポータル

技術的なご質問はこちらからお問い合わせください。
Nagios 社が運営・管理するサポートフォーラムです。

Nagios 社サポートフォーラム（英語）

Nagios Log Server に関する投稿を閲覧したり自分の質
問やノウハウを投稿しコミュニティで共有したりすることが
できます。
Nagios 社が運営・管理するナレッジベースサイトです。

Nagios 社ナレッジベース（英語）

Nagios Log Server 製品に関するチュートリアル、ビデ
オ、ヒント、ベストプラクティスなどのナレッジがまとめられ
ています。

ソフトウェアダウンロード：
ソフトウェアダウンロード

ソフトウェアのダウンロードページです。
Nagios Log Server を選択してください。
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お問い合わせ
弊社では、Nagios Log Server に関するご意見、フィードバックをお待ちしております。
ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.）
住所：

〒183-0023 東京都府中市宮町 2-15-13 第 15 三ツ木ビル 8Ｆ

URL：

https://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/
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