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まえがき 

このドキュメントでは、syslog-ng Store Box(SSB)の設定、および管理方法について説明します。ま

た、製品に使用されているテクノロジー、およびコンセプトのバックグランド情報についても説明し

ています。 

各章の要約 

第 1 章：「イントロダクション」では、syslog-ng Store Box の主な機能、および目的について説明し

ます。 

第 2章：「SSBのコンセプト」では、SSBの技術的なコンセプト、および原理について説明します。 

第 3章：「ウェルカムウィザードと最初のログイン」では、SSBのインストール後、最初に何をするか

を説明します。初期設定の為の、ステップバイステップガイドになります。 

第 4 章：「基本設定」では、ホストとして SSB を設定および管理する方法について詳細に説明しま

す。 

第 5 章：「ユーザー管理とアクセスコントロール」では、ユーザーアカウントおよび権限を管理する

方法について説明します。 

第 6章：「SSBの管理」では、アプライアンスの基本的な制御（例、シャットダウンやリブートなど）お

よびアップグレード方法などを含む、SSBの基本的な管理について説明します。 

第 7 章：「メッセージソースの設定」では、組込みのメッセージソースの使用方法、新しいメッセージ

ソースの作成および SNMP メッセージを受信する方法について説明します。 

第 8 章：「メッセージの保存」では、ログスペースにログメッセージを保存する方法について説明し

ます。 

第 9 章：「メッセージの転送」では、リモートの宛先にログメッセージを転送する方法について説明

します。 

第 10 章：「ログパス：メッセージのルーティングと処理」では、ログパスの管理について説明します。 

第 11 章：「syslog-ng オプションの設定」では、syslog-ng Store Box 上で実行する syslog-ng サー

バーの設定オプションについて説明します。 

第 12章：「ログメッセージの検索」では、SSBでログを閲覧する方法について説明します。 
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第 13 章：「SSB の内部メッセージの検索」では、SSB の内部メッセージおよびレポートを閲覧する

方法について説明します。 

第 14 章：「パターンデータベースによるメッセージのクラス分け」では、パターンデータベースを使

用してメッセージを解析およびクラス分けする方法について説明します。 

第 15章：「SSBの RPC API」では、リモートアプリケーションから SSBのログスペースにアクセスし

て検索する方法について説明します。 

第 16 章：「トラブルシューティング」では、syslog-ng Store Box(SSB)のトラブルシューティングおよ

びメンテナンス方法について説明します。 

本書の対象読者と前提条件 

このガイドは、監査人、コンサルタントおよびサーバー管理プロセス、特にリモートサーバー管理

のセキュリティ、監査および監視するセキュリティ管理者を対象としています。また、サーバーのセ

キュリティおよび監査機能を向上させるツールや、あるいは SOX(Sarbanes-Oxley)、HIPAA(Health 

Insurance Portability and Accountability Act)、Basel IIまたは PCI(Payment Card Industry) スタン

ダードなどへのコンプライアンスを促進するツールを探している、IT の意思決定者にとっても有益

です。 

SSBを正しく管理するには以下のスキルと知識が必要です。 

 最小限のシステム管理の知識。 

 ネットワーク、TCP/IP プロトコル、および一般的なネットワーク用語を理解していること。 

 システムロギングおよびリモートシステムログインに使用されるプロトコルを理解しているこ

と。 

 syslog-ngおよび syslog-ng Agent for Windowsアプリケーションの概念に精通していること。 

 UNIX あるいは Linux オペレーションシステムの実務知識は必要ありませんが、あれば非

常に有用です。 

このガイドの対象製品 

このガイドで対象となる製品は、syslog-ng Store Box 6 LTSです。 

 注意： 
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syslog-ng Store Box のユーザーは、SSB へのログ収集エージェントとして syslog-ng PE アプ

リケーションを使用する権利がありますが、このガイドでは syslog-ng PEのインストールおよび

設定についてはカバーしていません。syslog-ng PE に関するドキュメントはこちら(英文)を参照

してください。 

このガイドの表記規則 

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

ことは重要です。 

以下のアイコンや文書の形式は、ドキュメントで特別な情報を示しています。 

[太文字] 

SSBのメニューや Windowsダイアログのボタンなどを表しています。 

 注釈： 

ベストプラティクスおよび推奨事項などの情報を提供します。 

 

 
注意： 

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

示唆します。 

 

 警告： 

物損や人命にかかわる重要事項です。 

1 イントロダクション 

この章では、syslog-ng Store Box(SSB)を紹介します。SSB がどのように、そして、なぜ有益なの

か、既存の IT インフラストラクチャにどのような利点を提供するかについて説明します。 

1.1 SSB とは 

SSB は、ログメッセージを収集、処理、保存、監視および管理するデバイスです。つまり、システム

ログ（シスログとイベントログ）メッセージ、およびネットワークデバイスやコンピューターからの

SNMP(Simple Network Management Protocol)メッセージを受信し、それらを信頼できる署名された

ログストアに保存し、メッセージを自動的にアーカイブおよびバックアップし、人工無視を使用して

https://support.oneidentity.com/syslog-ng-premium-edition/
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メッセージをクラス分けすることもできる、中央ログサーバーアプライアンスです。 

SSBの特筆すべき特徴は以下になります。 

 TLS(Transport Layer Security)を使用し安全にログを収集します。 

 信頼できる、暗号化されたタイムスタンプ付きのストレージ。 

 Linux、Unix、BSD、Sun Solaris、HP-UX、IBM AIX、IBM System i、Microsoft Windowsなど、

幅広いプラットフォームからログメッセージを収集できます。 

 ログ解析エンジンにメッセージを転送できます。 

 リアルタイムにログを監視し、アラートおよび人工無視するためにカスタマイズできるパター

ンデータベースを使用してメッセージをクラス分けできます。 

 HA(High Availability)をサポート。 

 リアルタイムでログ監視およびアラートができます。 

 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)データベースから管理者およびユーザーのグ

ループメンバーシップを利用できます。 

 ユーザーに、指定されたログメッセージへのアクセスのみを許可させるような、詳細で簡単

にカスタマイズできるアクセス制御が可能。 

 同じ SSBアプライアンス、あるいは異なるアプライアンス（たとえ遠隔地にあっても）かどうか

にかかわらず、マルチプルログスペースのログデータを検索できます。 

SSB は、HTTPS 接続、JavaScript およびクッキーをサポートする最新の web ブラウザで設定およ

び管理されます。 

サポートブラウザ―：Mozilla Firefox 52 ESR 

SSBは、次の非サポートブラウザでもテストされています。これらのブラウザでも SSB の機能は利

用可能で使用できますが、ルック＆フィールがサポートされているブラウザと異なります。Internet 

Explorer 11、Microsoft Edge、および Mozilla Firefox と Google Chrome の現在利用可能なバージ

ョン。 

1.2 SSBではできないこと 

SSB は、ログ解析エンジンではありませんが、人工無視を使用してログメッセージを個々にクラス

分けすることができます。SSB は“ノーマル”と見なされるログメッセージパターンを保存する機能
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が組込みで備わっています。これらのパターンと一致するメッセージは、アプリケーション（例えば、

sendmail、Postfix、MySQL など）の正常な使用中に生成されます。ログ監視の観点からは重要で

はありませんが、残りの（パターンに一致しない）メッセージには“興味深い”ものが含まれます。管

理者は、SSB のインターフェース上でログパターンを定義し、一致したメッセージにラベル（例、セ

キュリティイベントなど）を付け、特定のパターンが現れた場合のアラートを設定することができま

す。さらに徹底してログを解析するために、SSB は外部のログ解析エンジンに着信したメッセージ

を転送することもできます。 

1.3 SSBはなぜ必要か？ 

ログメッセージにはホスト上で起きたイベントに関する情報が含まれています。システムのイベント

を監視することは、セキュリティおよびシステムの状態を監視するために不可欠です。確立された

ログ管理ソリューションは組織にいくつかの利点をもたらします。これにより、コンピューターセキュ

リティに関する記録が詳細に保存され、これらのログを監視および確認する簡単な方法が提供さ

れます。定期的なログの確認と継続的なログ分析は、セキュリティインシデント、ポリシー違反、あ

るいはその他の操作上の問題を特定するのに役立ちます。 

また、ログは監査やフォレンジック分析、製品のトラブルシューティングやサポートの基になること

もあります。いくつかの法律、規制、および業界規格では、明示的にログメッセージを中央に集約

し、定期的に調査すること、および長期保管することを義務付けています。そのような規制として

は、 SOX （ Sarbanes-Oxley ） 法 、 Basel II 協定、 HIPAA （ Health Insurance Portability and 

Accountability）法、または PCI-DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）などがあり

ます。 

世界中で何千もの組織で使われている、人気のある syslog-ngアプリケーションをベースに構築さ

れた syslog-ng Store Box(SSB)は、ログを収集して保存するための強力で設定が簡単なアプライ

アンスです。最新の syslog-ng PEの機能を使用して、SSBは幅広いプロットフォームおよびデバイ

スからログメッセージを収集、処理、そして保存することができます。 

すべてのデータは暗号化されたタイムスタンプ付きのファイルに保存することができ、改ざんを防

止し、高いセキュリティ基準やコンプライアンスポリシーの要件を満たすことができます。 

1.4 SSBは誰が使用しますか？ 

SSBは、ログメッセージを収集し、保存して調査するすべての人に有益です。特に、SSBは以下の

ような運用において非常に威力を発揮します。 
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 中央へのログ収集とアーカイブ：SSBはログメッセージを中央に収集する簡単で信頼性のあ

る便利な方法を提供します。本質的には、高可用性をサポートした高容量のログサーバー

です。複数の異なるプラットフォームからログを収集できるので、あらゆる環境に統合するこ

とが簡単にできます。 

 セキュアなログ転送と保存：ログメッセージには機密情報が含まれており、いくつかのアプリ

ケーションの監査証跡の基になります。メッセージの転送中に盗聴やログサーバーに到着し

たメッセージへの不正アクセスを防ぐことは、セキュリティとプライバシーの理由から必要不

可欠です。 

 コンプライアンスポリシー：多くの組織では SOX(Sarbanes-Oxley)法、Basel II 協定、

HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability)法、あるいは PCI-DSS(Payment 

Card Industry Data Security Standard)のような規制に従う必要があります。これらの規制に

は、ログメッセージを中央に収集すること、セキュリティインシデントの防止や検知するため

にログ分析を行うこと、あるいは長期間（数年以上）に渡りログメッセージを利用できることを

保証する、というような、ログ管理に関連する明示的、あるいは暗黙的な要件があります。 

 自動的なログ監視とログの事前処理：ログメッセージを監視することは、システム状態の監

視およびセキュリティインシデントの検知や防止に不可欠です。SSB は、正常なメッセージ

から逸脱したメッセージを検知し、すぐにアラートを発生させるために数万のメッセージをリ

アルタイムにクラス分けすることができる強力なプラットフォームを提供します。しかしながら、

このクラス分けはログ分析アプリケーションのように完全な検査を提供していませんが、

SSB は、通常のログ分析エンジンよりも多くのメッセージを処理でき、重要でないメッセージ

をフィルターで除外してログ分析アプリケーションの負荷を軽減することもできます。 

2 SSBのコンセプト 

この章では、SSBの技術的な概念について説明します。 

2.1 SSBの原理 

syslog-ng Store Box(SSB)は、ネットワークデバイス、アプリケーションやコンピューターによって送

信されたログメッセージを収集、保存および監視するログサーバーアプライアンスです。SSB は、

従来の syslog メッセージ、新しい IETF(Internet Engineering Task Force)標準（RFC 5424-5428）に

準拠する syslog メッセージ、Microsoft Windows ホストからのイベントログメッセージ、あるいは

SNMP メッセージも受信することができます。 

https://tools.ietf.org/html/rfc5424
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Figure 2-1 syslog-ng Store Box の概要 

 

クライアントは、自身のロギングアプリケーションが BSD-syslog（RFC3164）または IETF-syslog

（RFC 5424-5428）プロトコルをサポートしている場合、そのロギングアプリケーションを使用するか、

SSB へのログ転送エージェントとして動作する syslog-ng PE アプリケーションを使用して、SSB に

メッセージを送信できます。 

SSB の主な目的はクライアントからのログを収集して、ハードディスクに保存することです。メッセ

ージはログスペースに保存されます。ログスペースには 2 つのタイプがあります。1 つは従来のプ

レーンなテキストファイルにメッセージを保存し、もう 1 つは、圧縮、暗号化、タイムスタンプが可能

なバイナリ形式を使用します。 

マルチプルログスペース、リモートログスペース、および各ログスペースのフィルターされたサブセ

ット（フィルターログスペース）を構成し定義することもできます。マルチプルログスペースは複数の

SSB（異なるサイトに置かれている）からメッセージを結合するため、複数の異なる SSBのインター

フェースにログオンすることなく、シングル webインターフェースで複数の SSBのログを閲覧し、検

索することができます。一方、リモートログスペースは、他の SSBアプライアンス上の（フィルターさ

れたログスペースも含む）ログスペースにアクセスし検索することができます。フィルターログスペ

ースは既存のローカル、リモートあるいはマルチプルログスペースに含まれたログからより小さい

フィルターされたサブセットを作成します。 

syslog-ng アプリケーションは、着信メッセージを読み取り、指定されたディスティネーションに転送

します。syslog-ng アプリケーションはファイル、リモートホスト、および他のソースからメッセージを

受信できます。 

ログメッセージは定義されたソースの 1つに syslog-ngによって入力され、1つ以上のディスティネ

ーションに送信されます。クライアントの場合、ディスティネーションの 1つが syslog-ng Store Box

になります。SSB ではディスティネーションはログスペースあるいはデータベースサーバーやログ

https://www.ietf.org/rfc/rfc3164.txt
https://tools.ietf.org/html/rfc5424
https://tools.ietf.org/html/rfc5424
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分析エンジンのようなリモートサーバーになります。 

ソースとディスティネーションは独立したオブジェクトで、ログパスは syslog-ng がメッセージに対し

て行うことを定義し、ソースをディスティネーションに接続します。ログパスは 1 つ以上のソースと 1

つ以上のディスティネーションで構成されます。ソースに到着したメッセージはログパスでリストさ

れているすべてのディスティネーションに送信されます。syslog-ng で定義されたログパスはログス

テートメントと呼ばれます。 

オプションでログパスにはフィルターを含めることができます。例えば特定のアプリケーションによ

って送信されたメッセージのみ選択するなど、フィルターは特定のメッセージのみを選択するルー

ルです。ログパスにフィルターを含めた場合、syslog-ng はフィルタールールを満たしたメッセージ

のみをログパスに設定されたディスティネーションに送信します。 

SSBは webブラウザを使用して管理者あるいは監査人によって設定されます。 

2.2 SSBでのログの収集 

以下の手順は、syslog-ng クライアント上のソースから syslog-ng Store Boxへログメッセージの流

れを示します。 

Figure 2-2 ログメッセージの流れ 

 

手順： 

1. デバイスあるいはアプリケーションは syslog-ng クライアント上のソースにログメッセージを送

信します。例えば、Linux 上で実行している Apache Web サーバーは/var/log/apache ファイ

ルにメッセージを書き込みます。 
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2. Web サーバー上で実行している syslog-ng クライアントは/var/log/apache ソースからメッセ

ージを読み取ります。 

3. syslog-ng クライアントは、var/log/apache ソースを含む最初のログステートメントを処理しま

す。 

4. syslog-ng クライアントは、メッセージに対してオプションの操作を行います。例えば、メッセー

ジの一部の書き換えや、ログメッセージをログステートメントのフィルターと比較します。メッセ

ージが、すべてのフィルタールールと一致している場合は、ログステートメントに設定されて

いるディスティネーション（例えば、リモートの syslog-ng サーバーなど）にメッセージを送信し

ます。 

その後、syslog-ngクライアントは/var/log/apacheソースを含む、次のログステートメントを処

理し、手順 3-4を繰り返します。 

5. syslog-ng クライアントによって送信されたメッセージは、syslog-ng Store Boxで設定されたソ

ースに到着します。 

6. syslog-ng Store Box はソースからメッセージを読み取り、ソースが含まれる最初のログパス

を処理します。 

7. syslog-ng Store Box はメッセージを処理し、以下の操作を行います。これらの操作のほとん

どがオプションですが、処理される順序は固定されています。 

a. syslogメッセージとしてメッセージを解析（ソースで明示的にメッセージの解析を無効にし

ていない場合）します。 

b. パターンデータベースを使用してメッセージをクラス分けします。 

c. リライトルールを使用してメッセージを変換します（フィルタリング前）。 

d. メッセージをフィルターします。例えば、送信ホスト名あるいはメッセージの内容に基づ

いて。もし設定されたフィルターにメッセージが一致しなければ、SSBはディスティネーシ

ョンにメッセージを送信しません。 

e. key-value parser あるいは sudo parser を使用してメッセージのテキスト（つまり、

${MESSAGE}部分）を解析します。 

f. リライトルールを使用してメッセージを変換します（フィルタリング後）。 

g. SSBはログパスに設定されているディスティネーションにメッセージを送信します。ディス

ティネーションはローカルのオプションで暗号化されたファイル、あるいはデータベース

サーバーのようなリモートサーバーになります。 
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8. SSBは、次のログパスを処理し、手順 6-8を繰り返します。 

 注釈： 

syslog-ng アプリケーションは、ディスティネーションが送信したメッセージを処理できない

場合、ソースからのメッセージの読み込みを停止することができます。この機能は flow-

control と呼ばれています。詳細については、「2.3 flow-control での着信および発信メッ

セージの管理」を参照してください。 

2.3 flow-controlでの着信および発信メッセージの管理 

このセクションでは、syslog-ng の内部メッセージ処理モデル、およびメッセージの損失を防ぐこと

ができる flow-control 機能についても説明します。flow-control を使用するには、特定のログパス

で[flow-control]オプションを有効にする必要があります。 

syslog-ng の内部メッセージ処理モデル 

1. syslog-ngアプリケーションはソースのメッセージを確認します。 

2. ログメッセージがある場合、syslog-ngはメッセージを読み取ります。 

3. メッセージは処理され、ディスティネーションの出力バッファに書き込みます。 

4. ディスティネーションがメッセージを受け入れることができる場合、syslog-ng は出力バッファ

からディスティネーションにメッセージを送信します。 

Flow-control 

ディスティネーションに出力メッセージを送信できない場合、あるいはメッセージがバッファに到着

するスピードと同じくらいにディスティネーションに送信できない場合、出力バッファが一杯になりま

す。出力バッファが一杯になった場合、ソースはメッセージの読み込みを停止します。これにより、

メッセージの損失を防ぐことができます。 

メッセージがディスティネーションに正常に送信された場合、メッセージを送信したソースは、ディス

ティネーション（出力）バッファが一杯になるまでログの読み取りを再開します。 

Flow-control と複数のディスティネーション 

ソースで flow-control を使用して、ソースのメッセージを複数のディスティネーションに送信する場

合には次のような重大な副作用があります。flow-controlを使用している場合、1つのディスティネ

ーションがメッセージを受信できないと、ソースはメッセージの読み取りを停止するため、他のディ

スティネーションもメッセージを受信しません。例えば、ソースからメッセージをリモートサーバーに

送信して、ローカルのファイルにも保存する場合、サーバーへのネットワーク接続が利用できなく
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なると、リモートサーバーとローカルファイルのどちらも、メッセージを受信しません。この flow-

control の副作用は syslog-ng のディスクベースのバッファリング機能を使用することによって回避

できます。 

 注釈： 

flow-controlを使用した同じソースを使用して、ディスティネーションに対してログパスを別々に

作成しても問題を回避することはできません。 

2.4 セキュアチャネルからのログ受信 

syslog-ng Store Boxは TLS(Transport Layer Security：TLSは TCP/IPプロトコル上の暗号化プ

ロトコルです)を使用してネットワーク上で安全にログメッセージを受信します。 

TLSは、以下の図のように、証明書を使用して通信の認証と暗号化をします。 

Figure 2-3 証明書ベースの認証 

 

ログを送信するクライアントは、証明書および公開鍵を要求して SSBを認証します。オプションで、

SSBがクライアントから証明書を要求することもできるので、相互認証も可能です。 

syslog-ngで TLS暗号を使用するには、以下の要素が必要です。 

 SSBを識別する SSB の証明書。これはデフォルトで利用可能です。 

 SSB の証明書を発行した認証局の証明書を syslog-ng クライアントで利用可能にする必要

があります。 

クライアントの IDを確認して相互認証を使用する場合、以下の要素も必要です。 

 証明書を syslog-ng クライアント上で利用可能にする必要があります。この証明書は、
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syslog-ng クライアントを識別します。 

 syslog-ng クライアントの証明書を発行した認証局の証明書を、SSB で利用可能にする必要

があります 

TLS通信の設定方法の詳細については、「7 メッセージソースの設定」を参照ください。 

2.5 Advanced Log Transfer Protocol 

SSB アプリケーションは ALTP（Advanced Log Transfer Protocol）を使用して TCP トランスポート

上で信頼性のある方法でログメッセージを受信できます。ALTP は接続切断中のメッセージ損失を

防ぐ独自のトランスポートプロトコルです。このトランスポートプロトコルは syslog-ng PE ホストと

SSB 間（例えば、クライアントと SSB またはリレーモードの SSB）で使用されます。flow-control お

よび syslog-ng PE の信頼性のあるディスクバッファ機能と一緒に使用でき、メッセージの損失を防

ぐ為のベストな方法を提供します。 

送信デバイスは、メッセージを受信デバイスが正常に受信したかどうかを検知します。メッセージ

が転送中に損失した場合、最後に正常に受信されたメッセージから、送信デバイスは欠落したメッ

セージを再送します。したがって、メッセージは接続が切れた場合でも受信側で重複されません

（ただし、フェールオーバーモードではこれは完全に保証されていません）。ALTP は暗号化された

通信も利用できます。 

2.6 ネットワークインターフェース 

SSB ハードウェアには 5 つのネットワークインターフェースがあります。外部、管理、内部（現在

SSBでは使用していません）、HA、および IPMI インターフェースです。ハードウェアのインストール

の詳細については、syslog-ng Store Box 6 LTS インストールガイドの「3. ハードウェアアプライア

ンスセットアップ」を参照してください。 

外部インターフェース 

外部インターフェースは、SSB とクライアント間の通信に使用されます。クライアントは syslog メッ

セージを SSB の外部インターフェースに送信します。また、SSB の初期設定（初期設定の詳細に

ついては、「3.2 ウェルカムウィザードでの SSB の設定」を参照してください）も常に外部インターフ

ェースを使用して実行されます。外部インターフェースは、管理インターフェースを設定していない

場合、管理目的に使用されます。外部インターフェースは 1または EXTとラベルされたイーサーネ

ットコネクターを使用します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
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外部インターフェースに 10Gbit インターフェースを使用 

SSB 3500 アプライアンスはデュアルポート 10Gbit インターフェースを装備しています。通常の

1Gbit外部(LAN 1)インターフェースの代わりに 10Gbit インターフェースを使用できます。つまり、ネ

ットワークデバイスが 10Gbitのみをサポートしていて、SSBを 10Gbitネットワークに接続する必要

がある場合でも、追加の変更なしで使用することができます。このインターフェースは 5および 6と

ラベルされた SFP+ コネクタで、1と 2とラベルされたイーサーネットインターフェースの右側にあり

ます。 

 注釈： 

Intel ベースの SFP+ トランシーバーのみが、SSB の Intel82599EB ホストチップセットと互換性

があります。 

以下の Intel ベースのオプティカルおよび DAC (Direct Attached Copper) SFP+ トランシー

バーが SSB でテストされていすが、将来、SSB の互換性は保証されていません。 

 AOC-E10GSFPSR (optical) 

 SFP-10GE-SR (DAC) 

 FTLX8571D3BCVIT1 (DAC) 

SSB の Intel82599EB ホストチップセットと互換性がある可能性のある Intel ベースのコネクタ

のリストについては、「82599-BASED ADAPTERS/Linux* Base Driver for the Intel(R) Eth

ernet 10 Gigabit PCI Express Adapters」(英文)を参照してください。 

 

 注意： 

10Gbit インターフェースに、使用しない SFP/SFP+トランシーバーを取り付けたままにして置か

ないでください。ネットワークが停止する可能性があります。 

 

 注意： 

データ損失の危機。1 つのインターフェース(1 または 5)を使用、6 インターフェースを使用しな

いことを推奨します。 

SSBが複数のインターフェースでリンクを検知した場合、現在、アクティブなインターフェースが

リンクを検知している限り、たとえ、パケットロスあるいはネットワークに問題があった場合で

も、別のインターフェースに切り替わることはありません。 

コンフィグレーションが将来的に有効で、アプライアンスの再構築を防ぐことを確実にするため

に、6 インターフェースを使用することは推奨されません。SSB のフィーチャーリリースで、6 イ

ンターフェースは特定のシナリオでのみ使用される予定です。 

管理インターフェース 

管理インターフェースは、SSB の管理者あるいは監査人との間の通信のみに使用されます。着信

した接続は SSB の Web インターフェースにアクスセスするためだけに受け入れられ、他の接続は

https://www.kernel.org/doc/html/v4.20/networking/ixgbe.html
https://www.kernel.org/doc/html/v4.20/networking/ixgbe.html
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拒否されます。管理インターフェースは 2または MGMT とラベルされたイーサーネットコネクターを

使用します。 

ルーティングルールは、SSB のリモートバックアップおよび syslog メッセージを転送するのに使用

されるインターフェースを決定します。 

 注釈： 

バックアップ、SSB の syslog と SNMP メッセージ、および e メールアラートを管理インターフェ

ースで使用することを推奨します。 

管理インターフェースを設定しない場合、外部インターフェースが管理インターフェースの役割を果

たします。 

 注釈： 

仮想環境に SSB をデプロイする場合、1 枚のネットワークインターフェースを使用するだけで

充分です。1 枚のネットワークインターフェースのみ定義した場合、そのインターフェースは管

理目的にも使用され、SSB の web インターフェースおよび RPC API アクセスが有効になりま

す。 

HA インターフェース 

HA(high availability)インターフェースは、SSB クラスターのノード間の通信のために予約されたイン

ターフェースです。HA インターフェースは 4 あるいは HA とラベルされたイーサーネットコネクター

を使用します。HA の詳細については、「2.7 SSBの HA（High availability）サポート」を参照してくだ

さい。 

IPMI インターフェース 

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)により、システム管理者は、リモートでシステム状

態の監視および SSB イベント管理を行うことができます。IPMI は SSB の OS とは独立して動作し

ます。 

2.7 SSBの HA（High availability）サポート 

HA（High availability）クラスターのノードは、建物、都市、さらには大陸間のように、長距離にまた

がることができます。HA クラスターのゴールは立地条件に依存しない、ロードバランシング、およ

びフェールオーバーを提供することで、企業の事業継続をサポートすることです。 

HAモードの場合、同じ構成の 2つの SSBユニット（マスター、およびスレーブノードと呼ばれる）が

同時に動作します。マスターはすべてのデータをスレーブノードと共有し、マスターノードの機能が
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停止した場合は、もう一方のノードがすぐにアクティブになります。それにより、サーバーに継続的

にアクセスできます。スレーブノードは、マスターノードのインターフェースの MACアドレスをテーク

オーバーします。 

SSB の HA クラスターの管理の詳細については、「6.2 HA SSB クラスターの管理」を参照してくだ

さい。 

2.8 SSBのファームウェア 

SSBのファームウェアは 2つに分かれています。bootおよび core ファームウェアです。 

 boot ファームウェアは、SSB をブートし、HA サポートを提供し、core ファームウェアを起動し

ます。 

 core ファームウェアは、web インターフェースを提供し、ログメッセージの受信および処理な

ど、他のすべてを処理します。 

SSB の Web インターフェースから新 ISO ファイルをアップロードする場合、両方のファームウェア

がアップデートされます。詳細については、「6.3 SSB のアップグレード」を参照してください。 

2.8.1 ファームウェアと HA 

HA モードで SSB ノードの電源を入れると、両方のノードがブートし、ファームウェアを起動します。

ブートファームウェアはどのユニットがマスターになるかどうかを決定します。コアファームウェアは

マスターノード上でのみ起動されます。 

Web インターフェースから SSB のファームウェアをアップグレードすると、両方のノードで自動的に

アップグレードされます。 

2.9 SSBのバージョンとリリース 

2011年 6月より、SSBは以下のポリシーを適用しています。 

 長期サポート、あるいは LTS リリース（例：SSB 4 LTS）は、オリジナルの発行日から 3年間

と次の LTS リリース後 1年間（どちらか遅い方）サポートされます。リリースの 2番目の数字

（例：SSB 4.0.1）は 0 です。メンテナンスリリースは不具合修正とセキュリティ更新のみが含

まれます。 
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 フィーチャーリリース（例：SSB 4F1）は、オリジナルの発行日から 6 カ月間、フィーチャー、あ

るいは LTS リリースから 2 カ月間（どちらか遅い方）サポートされます。フィーチャーリリース

は機能強化と新機能 （1回のリリースで 1～3つの新機能）を含みます。最新のフィーチャー

リリースのみがサポートされ 、新しい フィーチャーリリースが発表されると、前のフィーチャ

ーリリースは 2カ月後にサポートされなくなります。 

LTS リリースとフィーチャーリリースについての詳細については、「ONE IDENTITY プロダクトサポ

ートページ」 (英文 )の [Product Life Cycle & Policies]>[Product Support Policies]>[Software 

Product Support Lifecycle Policy]を参照してください。 

 注意： 

フィーチャーリリースからのダウングレードはサポートされません。LTS リリース（例：4 LTS）か

らフィーチャーリリース（4.1）へアップグレードすると、つぎの LTS バージョン（この場合 5.0）が

リリースされるまで、最新のフィーチャーリリースへアップグレードし続ける必要があります。 

2.10 ライセンスモデルと動作モード 

LSH(ログソースホスト)は、ログメッセージを送信する、任意のホスト、サーバー、あるいはデバイ

ス（仮想マシン、アクティブあるいはパッシブネットワークデバイス、syslog-ng クライアントおよびリ

レーなど）です。LSHは IPアドレスで識別されるので、仮想マシンと vhostは別々にカウントされま

す。 

syslog-ng Store Boxアプライアンスネットワーク経由でメッセージを受信し、ローカルに保存、ある

いは外部システム(例えば、SIEM あるいはデータベース)に転送するセントラルログ収集サーバー

です。SSBアプライアンスにはライセンスファイルが必要です。このライセンスファイルは SSBサー

バーにログメッセージを送信できる LSH(Log Source Host)の数を決定します。 

LSH の数は、SSB にメッセージを直接送信するホストの数ではないことに注意してください。サー

バーに（直接あるいはリレーを使用して）メッセージを送信する、すべてのホストが LSH としてカウ

ントされます。 

技術的な理由で、syslog-ng Store Box アプライアンス自身が、スタンドアローンモードで 2 つの

LSH、HA(high availability)モードで 3 つの LSH がカウントされます。この数は、ライセンスファイル

を生成する時に、自動的に調整されます。 

2.10.1 ライセンスされたホストのカウントに関する注意点 

 注意： 

https://support.oneidentity.com/ja-jp/syslog-ng-store-box/
https://support.oneidentity.com/ja-jp/syslog-ng-store-box/
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 DNS でホスト名から名前解決された IP アドレスと実際のホストの IP アドレスが異なる場

合、syslog-ng サーバーは、これらを 2 つの異なるホストとしてカウントします。 

 SSB は、毎日午前 0 時にライセンスのホスト数を自動的にリセットします。 

 syslog-ngの chain-hostnames()オプションは、SSB が LSHを正しくカウントするのを妨げ

ます、特に、クライアントが DNS で名前解決された実際のホスト名と異なるメッセージの

ホスト名を送信する場合、syslog-ng は中央のログサーバーにホストを増加させる原因と

なります。このライセンスカウントに関する問題を避けるために syslog-ngホストの chain-

hostnames()オプションを無効にしてください。 

 LSH数がライセンス制限数に到達した場合、SSBサーバーは追加のホストからの接続を

拒否します。たとえ、クライアントが信頼されたトランスポート方式（例、ALTP）を使用して

いても、追加のホストから送信されたメッセージは破棄されます。 

 SSB サーバーのソースで no-parse フラグを設定した場合、SSB は、SSB にメッセージを

送信したホスト（つまり、最後のホップ）から到着したメッセージと見なします。よって、オリ

ジナルの送信者に関する情報は失われます。 

2.11 ライセンスの利点 

syslog-ng Store Box(SSB)ライセンスを購入すると、以下を行うことが許可されます。 

 syslog-ng Store Boxアプライアンスを中央のログ収集サーバーとして設置します。 

 syslog-ng Store Box ライセンスで、syslog-ng PE（syslog-ng Agent for Windowsを含む）アプ

リケーションをダウンロードして、組織のホスト（任意のサポートされたプラットフォーム）にイ

ンストールして syslog-ng Store Boxへのログ収集エージェント（クライアント）として使用する

こともすることも許可されます。 

syslog-ng Store Box ライセンスは、SSB にログメッセージを送信する個々のホスト（LSH とも呼ば

れる）の数を決定します。 

一般的なライセンスについての詳細は「Software Transaction, License and End User License 

Agreements」(英文)を参照してください。ライセンスと「プロダクトガイド」(英文)はエンドユーザーの

製品にのみ適用されます。例えば、OEM または MSP のような製品供給の場合には、別途、契約

が必要になります。詳細は弊社までお問い合わせください。 

https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
https://www.oneidentity.com/legal/license-agreements.aspx
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2.12 ライセンスタイプ 

2.12.1 永久ライセンス 

製品ライセンスを購入すると、一般的な「Software Transaction, License and End User License 

Agreements」(英文)の記載されているとおりに使用することができます。 

ライセンスを購入した時点で有効な、最新の LTS（長期サポート）リリース、あるいは LTSをベース

にしたフィーチャーリリースをダウンロードして使用することができます。次の LTS（長期サポート）

リリースをダウンロードするには、次の LTS（長期サポート）リリースが公開された時の有効なサポ

ートパッケージが必要です。 

Example 2.1 アップグレードの権利 

SSB のサポートサービス契約が期限切れになり、ライセンスを更新していないで、切れた時点の最新のバ

ージョンが SSB 4 LTS、および 4 F3 の場合。この場合、これらのバージョンの現在、および将来のリビジョ

ンを利用する権利はありますが、SSB 4 F4、あるいは 5 LTS のような将来のリリースを利用する権利はなく

なります。 

サブスクリプションベースライセンスを購入すると、製品サポート、および最新のソフトウェアバージョンを利

用する権利が自動的に含まれます。 

2.12.2 サブスクリプションライセンス 

バーチャルアプライアンスでは、12 か月、あるいは 36 か月の期限に限定して有効なサブスクリプ

ションライセンスを購入することができます。サブスクリプションライセンスは製品サポート、および

最新のソフトウェアバージョンを利用する権利が含まれています。 

サブスクリプションライセンスは、特定の地域、および限られた仮想アプライアンスオプションのみ

に提供しています。詳細については、弊社までお問合せください。 

2.13 ライセンス例 

Example 2.2 シンプルな例 

シナリオ： 

 ログサーバーとして SSB アプライアンスを構築。 

 syslog-ng PE をクライアントモードでインストールした 45 台のサーバーが、SSB のログサーバーにロ

https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
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グを送信。 

 syslog-ng PE をインストールしないネットワークデバイス 45 台が、SSB のログサーバーにログを送

信。 

ライセンス要件： 

この場合、90LSH（45+45=90）となり、最小で 100LSH の syslog-ng Store Box ライセンスが必要です。 

Example 2.3 HA(High Availability)クラスターの例 

シナリオ： 

 アクティブ-パッシブの HA クラスターとして動作する 2 台の SSBアプライアンスを構築。 

 syslog-ng PE をクライアントモードでインストールした 45 台のサーバーが、SSB のログサーバーにロ

グを送信。 

 syslog-ng PE をインストールしないネットワークデバイス 45 台が、SSB のログサーバーにログを送

信。 

ライセンス要件： 

この場合、90LSH（45+45=90）となり、最小で 100LSH の syslog-ng Store Box ライセンスが必要です。また、

パッシブログサーバとして、HA ライセンスも必要になります。 

Example 2.4 syslog-ng PE を使用しない例 

シナリオ： 

 SSB をログサーバーとして構築。 

 syslog-ng PE をクライアントモードでインストールした 45 台のサーバーが、SSB のログサーバーにロ

グを送信。 

 syslog-ng PE をインストールしないネットワークデバイス 45 台が、SSB のログサーバーにログを送

信。 

 syslog-ng PEをインストールしない 100 台のサーバーが、SSB のログサーバーにログを送信。 

ライセンス要件： 

この場合、190LSH（45+45+100=190）となり、最小で 200LSH の syslog-ng Store Box ライセンスが必要で

す。 

Example 2.5 syslog-ng リレーの使用例 

シナリオ： 

 SSB アプライアンスをログサーバーとして構築。 

 syslog-ng PE をクライアントモードでインストールした 45 台のサーバーが、SSB のログサーバーにロ

グを送信。 

 syslog-ng PE がリレーモードでインストールされた 5 台のサーバーが、SSB のログサーバーにログを

送信。 

 各 syslog-ng PE リレーは、syslog-ng PE をインストールしないネットワークデバイス 9 台（合計 45 台
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のデバイス）からログを受信。 

 syslog-ng PEをインストールしない 100 台のサーバーが、SSB のログサーバーにログを送信。 

ライセンス要件： 

この場合、195LSH（45+5+(5*9)+100=195）となり、最小で 200LSHの syslog-ng Store Boxライセンスが必要

です。 

Example 2.6 複数の施設例 

2 つの施設（データセンターあるいはサーバーファーム）を持ち、施設 1 には 75 台の AIX サーバーと 20 台

の Windows ホストがあり、施設 2 には 5 台の HP-UX サーバーと 40 台の Debian サーバーがあります。全

部で 140 ホストになします。 

 注釈： 

例えば、施設 2 の 40 台の Debian サーバーが各 3 台の仮想ホストを実行している場合、施設 2

のホストの総数は 125 台になります。以下の例のライセンス数は、それに応じて計算する必要が

あります。 

 シナリオ：ログメッセージは 1 つの中央の SSB ログサーバーに収集。 

ライセンス要件： 

この場合、140LSH（75+20+5+40）となり、最小で 150LSH の syslog-ng Store Box ライセンスが必要です 

 シナリオ：各施設に独自に SSBログサーバーを持ち、中央のログサーバーは存在しません。 

ライセンス要件： 

この場合、施設 1 に 95LSH（75+20）、施設 2に 45LSH(5+40)となり、施設 1 には最小で 100LSH、施設には

最小で 50LSH の syslog-ng Store Box ライセンスが必要です。 

 シナリオ：ログメッセージを 1つの中央の SSBログサーバーに収集。各施設 1 と 2には、ログメッセー

ジを中央の SSB ログサーバーに転送する syslog-ng PE リレーが存在します。 

ライセンス要件： 

この場合、142LSH(1+75+20+1+5+40）となり（リレーも LSH としてカウントされます）、最小で 150LSH の

syslog-ng Store Box ライセンスが必要です。 

 シナリオ：ログメッセージを 1つの中央の SSBログサーバーに収集。各施設 1 と 2には、ログメッセー

ジを中央の SSB ログサーバーに転送する SSB リレーが存在します。 

ライセンス要件： 

この場合、142LSH(1+75+20+1+5+40）となり（リレーも LSH としてカウントされます）、最小で 150LSH の

syslog-ng Store Box ライセンスが必要です。リレーとして使用する（ライセンスを必要としない）2 つの追加

のアプライアンスにも必要です。 

 シナリオ：各施設に独自のローカル SSB ログサーバーを持ち、かつ、ログメッセージを 1 つの中央の
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SSB ログサーバーに収集。つまり、2 つのログサーバーからすべてのログメッセージを収集します。 

ライセンス要件： 

3つの異なるライセンスが必要です。この場合、施設 1で 95LSH(75+20）、施設 2で 45LSH(5+40)、そして中

央の syslog-ng Store Box ログサーバーに 142LSH の syslog-ng Store Box ライセンスが必要です。ローカ

ルのログサーバーの内部ログも収集するからです。 

2.14 ログメッセージの構造 

このセクションではログメッセージの構造について説明します。現在、2つの標準的な syslogメッセ

ージ形式があります。 

 RFC3164 に記述されている古い標準（BSDsyslog または legacy-syslog プロトコルとも呼ば

れる）：「2.14.1 BSD-syslog または legacy-syslog メッセージ」を参照してください。 

 RFC5424に記述されている新しい標準（IETF-syslogプロトコルとも呼ばれる）：「2.14.2 IETF-

syslog メッセージ」を参照してください。 

2.14.1 BSD-syslogまたは legacy-syslog メッセージ 

このセクションでは、BSD-syslog または legacy-syslog プロトコル(参照：RFC 3164(英文))に従っ

た、syslog メッセージの形式について説明します。syslog メッセージは、以下の部分で構成されま

す。 

 PRI 

 HEADER 

 MSG 

トータルのメッセージサイズは、1024バイト以下にする必要があります。 

以下の例は、簡単な syslog メッセージです。 

<133>Feb 25 14:09:07 webserver syslogd: restart 

メッセージは以下の形式に従います。 

<PRIORITY> timestamp hostname application: message 

以下のセクションで、メッセージの各部について説明します。 

https://www.ietf.org/rfc/rfc3164.txt
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 注釈： 

syslog-ng アプリケーションはロングメッセージもサポートしています。詳細は Message size オ

プションを参照してください。ただし、UDPディスティネーションを使用する場合、パケットサイズ

よりも長いメッセージサイズを有効にすることは推奨しません。 

2.14.1.1 PRI メッセージ部 

syslog メッセージの PRI 部（Priority 値とも呼ばれる）は、メッセージのファシリティおよびセベリティ

を表します。ファシリティはメッセージを送信したシステムの種類を表し、セベリティは重要度を表し

ます。プライオリティ値は、ファシリティ番号に 8 を乗算した値に、セベリティの数値を加算した値で

計算されます。ファシリティおよびセベリティ値を以下に示します。 

 注釈： 

ファシリティコードはプラットフォームによって多少異なる場合があります。 

ファシリティ値を以下の表に示します。 

コード ファシリティ内容 

0 kernel messages 

1 user-level messages 

2 mail system 

3 system daemons 

4 security/authorization messages 

5 messages generated internally by syslogd 

6 line printer subsystem 

7 network news subsystem 

8 UUCP subsystem 

9 clock daemon 

10 security/authorization messages 

11 FTP daemon 

12 NTP subsystem 

13 log audit 

14 log alert 

15 clock daemon 

16 - 23 locally used facilities (local0-local7) 
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Table 2-1 syslog メッセージのファシリティ 

セベリティ値を以下の表に示します。 

コード セベリティ内容 

0 Emergency: system is unusable 

1 Alert: action must be taken immediately 

2 Critical: critical conditions 

3 Error: error conditions 

4 Warning: warning conditions 

5 Notice: normal but significant condition 

6 Informational: informational messages 

7 Debug: debug-level messages 

Table 2-2 syslog メッセージのセベリティ 

2.14.1.2 HEADER メッセージ部 

HEADER部は、タイムスタンプとホスト名（ドメイン名を含まない）あるいはデバイスの IPアドレスで

構成されます。タイムスタンプフィールドは Mmm dd hh:mm:ss形式のローカル時間になります。 

 Mmm は月の英語の略です。：Jan、Feb、Mar、Apr、May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov、

Dec。 

 dd は 2 桁の日です。10 日未満の日の場合、最初の桁は空白に置き換えられます。（例、

Aug _7）。 

 hh：mm：ss はローカル時間です。時間(hh)は 24 時形式に置き換えられます。有効値は 00

から 23になります。分(mm)と秒(ss)は 00から 59までが有効値です。 

2.14.1.3 MSG メッセージ部 

MSG部は、メッセージを生成したプログラムあるいはプロセスの名前と、メッセージ自身のテキスト

が含まれます。MSG 部は通常以下の形式になります。 

program[pid]: message text 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

24/315 

2.14.2 IETF-syslog メッセージ 

このセクションでは、IETF-syslog メッセージプロトコル(RFC 5424-5428)に従った、syslog メッセージ

の形式について説明します。syslog メッセージは以下の部分で構成されます。 

 HEADER（PRI も含む） 

 STRUCTURED-DATA 

 MSG 

以下は簡単な syslog メッセージ例(引用元：https://tools.ietf.org/html/rfc5424)です。 

<34>1 2003-10-11T22:14:15.003Z mymachine.example.com su - ID47 - BOM'su root' 

failed for lonvick on /dev/pts/8 

メッセージは以下の形式に従います。 

<priority>VERSION ISOTIMESTAMP HOSTNAME APP-NAME PROCID MSGID STRUCTURED-DATA MSG 

この例では、 

 ファシリティの値が 4、セベリティの値は 2で、よって PRI は 34(4*8+2)になります。 

 VERSIONは 1です。 

 メッセージは UTC 時間の 2003 年 10 月 11 日、午後 10 時 14 分 15.003 秒に作成されまし

た。 

 メッセージは、自身を mymachine.example.com と認識するホストから生成されました。 

 APP-NAME は suで PROCIDは不明（PROCID フィールドは-と表示されている）です。 

 MSGIDは ID47です。 

 MSG は”su root’ failed for Ionvick...”で、UTF-8でエンコーディングされています。 

 この例では、エンコーディングは BOMによって定義されています。 

BOM(byte order mark)は、Unicode文字に使用されるメッセージテキストのバイト順を示すの

に使用されます。 

 このメッセージには STRUCTURED-DATA が存在していません。つまり、STRUCTURED-

DATA フィールドは’-’と表示されています。 

メッセージの HEADER 部はプレーンな ASCII 形式で、STRUCTURED-DATA 部のパラメーター値

https://tools.ietf.org/html/rfc5424
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および MSG 部も UTF-8 でなければなりません。メッセージの各部分については以下のセクション

で説明します。 

2.14.2.1 PRI メッセージ部 

syslog メッセージの PRI 部（Priority 値とも呼ばれる）は、メッセージのファシリティおよびセベリティ

を表します。ファシリティはメッセージを送信したシステムの種類を表し、セベリティは重要度を表し

ます。プライオリティ値は、ファシリティ番号に 8 を乗算した値に、セベリティの数値を加算した値で

計算されます。ファシリティおよびセベリティ値を以下に示します。 

 注釈： 

ファシリティコードはプラットフォームによって多少異なる場合があります。 

ファシリティ値を以下の表に示します。 

コード ファシリティ内容 

0 kernel messages 

1 user-level messages 

2 mail system 

3 system daemons 

4 security/authorization messages 

5 messages generated internally by syslogd 

6 line printer subsystem 

7 network news subsystem 

8 UUCP subsystem 

9 clock daemon 

10 security/authorization messages 

11 FTP daemon 

12 NTP subsystem 

13 log audit 

14 log alert 

15 clock daemon 

16 - 23 locally used facilities (local0-local7) 

Table 2-3 syslog メッセージのファシリティ 

セベリティ値を以下の表に示します。 
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コード セベリティ内容 

0 Emergency: system is unusable 

1 Alert: action must be taken immediately 

2 Critical: critical conditions 

3 Error: error conditions 

4 Warning: warning conditions 

5 Notice: normal but significant condition 

6 Informational: informational messages 

7 Debug: debug-level messages 

Table 2-4 syslog メッセージのセベリティ 

2.14.2.2 HEADER メッセージ部 

HEADER 部は、以下の要素が含まれています。 

 VERSION：syslogプロトコル標準のバージョン番号です。現在これは 1のみになります。 

 ISOTIMESTAMP：ISO8601 互換の標準タイムスタンプ形式（yyyy-mm-ddThh:mm:ss+-ZONE）

のメッセージが生成された時間です。例えば、2006-06-13T15:58:00.123+01:00。 

 HOSTNAME：最初にメッセージを送信したマシン名です。 

 APPLICATION：メッセージを生成したデバイスあるいはアプリケーション名です。 

 PID：syslogアプリケーションのプロセス名あるいはプロセス IDです。メッセージを生成したア

プリケーションのプロセス ID とは限りません。 

 MESSAGEID：メッセージの ID番号です。 

 注釈： 

syslog-ng アプリケーションは、ISO、PIX 拡張形式のような、他のタイムスタンプ形式もサポー

トしています。IETF-syslog プロトコルで使用されているタイムスタンプは ISO8601 に基づく

RFC3339 に基づいています。詳細については、「The syslog-ng Premium Edition 7 LTS 

Administrator Guide」(英文)の ts_format()オプションを参照してください。 

2.14.2.3 STRUCTURED-DATA メッセージ部 

STRUCTURED-DATA 部は、syslog-ng メッセージに関するメタ情報、あるいはトラフィックカウンタ

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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ーや IP アドレスのようなアプリケーション固有の情報が含まれます。STRUCTURED-DATA は鍵

括弧([]）で囲まれたデータ要素から構成されます。 

以下の例では、2つの STRUCTURED-DATA 要素があります。 

[exampleSDID@0 iut="3" eventSource="Application" eventID="1011"][examplePriority@0 

class="high"] 

要素は SD-ID（識別子）と 1 つ以上のパラメーターからなり、各パラメーターは名前と値（例、event

ID="1011"）で構成されます。 

SSB では、これらの要素から解析されたパラメーター（名前-値のペア）を検索することができます。

上記の例では、以下の名前-値ペアが解析されます。 

.sdata.exampleSDID@0.iut=3 

.sdata.exampleSDID@0.eventSource=Application 

.sdata.exampleSDID@0.eventID=1011 

.sdata.examplePriority@0.class=high 

syslog-ngアプリケーションは、syslogメッセージの STRUCTURED-DATA部を自動的に解析し、マ

クロで参照することができます（詳細については、「The syslog-ng Premium Edition 6 LTS Admi

nistrator Guide」（英文）を参照してください）。 

2.14.2.4 MSG メッセージ部 

MSG 部には、メッセージ自体のテキストが含まれます。BOM 文字がメッセージに存在している場

合は、テキストのエンコーディングは UTF-8でなければなりません。BOM文字がメッセージに含ま

れていない場合、エンコードは不明として扱われます。通常、legacyソースから到着するメッセージ

には BOMは含まれません。 

3 ウェルカムウィザードと最初のログイン 

この章では、SSB の初期設定手順について説明します。この手順を実行する前に、開梱、設置し

てハードウェアの電源を入れてください。外部インターフェース（1、あるいは EXT とラベルされた）

をローカルネットワークに、あるいは SSB を設定するコンピューターに（クロスケーブで）直接接続

します。 

 注釈： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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ハードウェアの開梱と設置の詳細については、syslog-ng Store Box 6 LTS インストールガイド

の「3 ハードウェアアプライアンスセットアップ」を参照してください。HA の SSB クラスターを構

成する方法の詳細については、syslog-ng Store Box 6 LTS インストールガイドの「3.2 2 つの

SSB ユニットを HA モードでのセットアップ」を参照してください。 

3.1 SSBへの初期接続 

SSBは、最新の webブラウザを使用してクライアントマシンから接続することができます。 

 注釈： 

サポートブラウザの詳細については、「4.1 サポート web ブラウザ」を参照してください。 

SSBはローカルネットワークからアクセスできます。SSBは DHCPから自動で IPアドレスを取得し

ます。IP アドレスを自動で取得できなかった場合は、IP アドレス 192.168.1.1 で HTTPS のリッスン

を開始します。特定のスイッチの設定、およびセキュリティ設定が、SSB が DHCP から IP アドレス

を取得することを妨げることに注意してください。SSB は、外部インターフェース（１、あるいは EXT

とラベルされた）から接続を受信します（ネットワークインターフェースの詳細については、「2.6 ネッ

トワークインターフェース」を参照してください）。 

 注釈： 

SSB のコンソールには、外部インターフェースがリッスンしている IPアドレスが表示されます。 

SSB がアドレス 192.168.1.1 でリッスンしている場合、192.168.1.0/24 サブネットにクライアントから

アクセスできる必要があることに注意してください。クライアントマシンが異なるサブネット（例、 IP

アドレス 192.168.10.x）で、同じネットワークセグメントにある場合、最も簡単な方法はクライアントマ

シンにエイリアス IP アドレスを割り当てることです。クライアントマシンにエイリアス IP を作成する

と、仮想的に同じサブネットにクライアントと SSB が置かれるので、通信ができるようになります。

エイリアス IPアドレスを作成するには以下の手順を実行してください。 

 Microsoft Windowsでエイリアス IPアドレスを作成する詳細については、「3.1.1 エイリアス IP

アドレスの作成（Microsoft Windows）」を参照してください。 

 Linux でエイリアス IP を作成する詳細については、「3.1.2 エイリアス IP アドレスの作成

（Linux）」を参照してください。 

 エイリアスインターフェースの設定を、何らかの理由で選択できない場合は、SSB の IP アド

レスを変更することができます。詳細については、「3.1.3 SSB の IP アドレスの変更」を参照

してください。 

 注意： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
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ウェルカムウィザードは、まだ、管理インターフェースが設定されていないので、外部インター

フェースを使用してのみアクセスすることができます。 

ブラウザから https://192.168.1.1 ページを開き、表示された証明書を承認します。SSB のウェ

ルカムウィザードが表示されます。 

3.1.1 エイリアス IPアドレスの作成（Microsoft Windows） 

この手順では、Microsoft Windows プラットフォームのネットワークインターフェースにエイリアス IP

アドレスを割り当てる方法について説明します。 

手順： 

1. [Start menu(スタートメニュー)]>[Settings(設定)]>[Network Connections(ネットワーク接続)]

に移動します。 

Figure 3-1 

 

2. [Local Area Connection(ローカルエリア接続)]をダブルクリックして、それから[Properties(プ

ロパティ)]をクリックします。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

30/315 

Figure 3-2 

 

3. リストの[Internet Protocol (TCP/IP)(インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4))]を選

択して、[Properties(プロパティ)]をクリックします。 

Figure 3-3 

 

4. [Advanced(詳細設定)]をクリックして、[Advanced TCP/IP Settings(TCP/IP詳細設定画面)]

を表示します。 
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Figure 3-4 

 

5. [IP Settings(IP設定)]タブを選んで、[IP Addresses(IPアドレス)]セクションの[Add(追加)]をク

リックします。 

Figure 3-5 

 

6. [IP Address(IPアドレス)]フィールドに 192.168.1.2と入力し、[Subnet mask(サブネットマスク)]

フィールドに 255.255.255.0 と入力します。 
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 注釈： 

内部ネット―ワークに 192.168.1.0/24 の IP 範囲を使っている場合は、アドレス

192.168.1.1 と 192.168.1.2 が既に使用されているかもしません。この場合、ネットワーク

から SSB を切り離し、一般的なクロスケーブルを使用して、外部インターフェース（1、あ

るは EXT とラベルされている）に直接コンピューターを接続してください。 

7. [Add(追加)]をクリックして、この手順を完了します。 

3.1.2 エイリアス IPアドレスの作成（Linux） 

この手順では、Linux プラットフォームのネットワークインターフェースにエイリアス IP アドレスを割

り当てる方法について説明します。 

手順： 

1. ターミナルコンソール（例えば、gnome-terminal、konsole、xtermなど）を開きます。 

2. 次のコマンドを root で実行します。 

ifconfig <ethX>:0 192.168.1.2 

ここで、<ethX>はクライアントのネットワークインターフェースの ID で、通常は eth0、あるい

は eth1です。 

3. ifconfig コマンドを実行します。画面に、inet addr:192.168.1.2 が、<ethX>:0 インター

フェースに表示されます。 

4. SSBがアクセス可能であることを確認するために、ping –c 3 192.168.1.1 コマンドを実行

します。以下のような結果が表示されます。 

user@computer:~$ ping -c 3 192.168.1.1 

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp-seq=1 ttl=63 time=0.357 ms 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp-seq=2 ttl=63 time=0.306 ms 

64 bytes from 192.168.1.1: icmp-seq=3 ttl=63 time=0.314 ms 

 

--- 192.168.1.1 ping statistics --- 

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2013ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.306/0.325/0.357/0.030 ms 
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3.1.3 SSBの IPアドレスの変更 

SSBがカスタム IPアドレスで接続をリッスンするように設定するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

この手順は、SSB の初期設定前、つまり、ウェルカムウィザードの完了前のみに使用してくだ

さい。設定済みの SSB システムの IP アドレスの変更、あるいは他のネットワーク設定を変更

方法の詳細については、「4.3 ネットワーク設定」を参照してください。 

SSB の IP アドレスを変更する場合、「3.2 ウェルカムウィザードでの SSB の設定」の[External 

interface - IP address]の IPアドレスとして、このアドレスを使用するようにしてください。 

手順： 

1. ローカルコンソールから SSB にアクセスし、ユーザー名 root、パスワード defaultでログイ

ンします。 

2. コンソールメニューで[Shells]>[Core shell]を選択します。 

3. SSBの IPアドレスを変更します。 

ip addr add <IP-address>/24 dev eth0 

<IP-address>は環境に応じた IPv4アドレスに置き換えてください。 

4. 次のコマンドを使用してデフォルトゲートウェイを設定します。 

ip route add default via <IP-of-default-gateway> 

<IP-of-default-gateway>はデフォルトゲートウェイの IPアドレスに置き換えてください。 

5. exit と入力し、それから、コンソールメニューで[Logout]を選択します。 

6. ブラウザで https://<IP-address>ページを開き、表示された証明書を承認します。SSB のウ

ェルカムウィザードが表示されます。 

3.2 ウェルカムウィザードでの SSBの設定 

ウェルカムウィザードは、SSB の基本的な設定手順をガイドします。すべてのパラメーターは、ウィ

ザードの最後のステップの前では[Back]ボタンを使って、あるいは最後のステップ後は SSB の

webインターフェースを経由して修正することができます。 

手順： 
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1. ブラウザで https://<SSB のインターフェース IP アドレス>ページを開いて、証明書を承認し

ます。SSBのウェルカムウィザードが表示されます。 

 注釈： 

SSB のコンソールに、リッスンしている外部インターフェースの IP アドレスが表示されま

す。SSBは DHCPから自動的に IPアドレスを取得するか、あるいは DHCPサーバーが

利用できない場合は、192.168.1.1 の IPアドレスでリッスンします。 

2. 初めて SSBを設定する場合は、[Next]をクリックします。 

Figure 3-6 ウェルカムウィザード 

 

バックアップファイルから既存のコンフィグレーションをインポートすることができます。この

機能を使用して、リカバリ後のバックアップコンフィグレーションのリストア、あるいは新しい

デバイスに既存の SSBのコンフィグレーションを移行することができます。 

 注意： 

ハードウェアアプライアンスとバーチャルアプライアンスの間でコンフィグレーションをエ

クスポート、あるいはインポートしないでください。ハードウェアアプライアンスとバーチャ

ルアプライアンスには差異と制限があるため、バーチャルアプライアンスは、正常な機

能を確保できるように、最初から設定しなければなりません。バーチャルアプライアンス

の SSB を別のバーチャルアプライアンスの SSB に移行する時には、コンフィグレーショ

ンをエクスポート、およびインポートできます。 

a. [参照]をクリックし、インポートするコンフィグレーションファイルを選択します。 

 注釈： 

GPG で暗号化されたコンフィグレーションを SSB に直接インポートすることはでき

ません。最初に、ローカルで復号する必要があります。 

b. [Encryption password]フィールドに、コンフィグレーションをエクスポートした時に使用し

たパスワードを入力します。 

コンフィグレーションのバックアップからリストアする詳細については、「16.6 SSB のコン
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フィグレーションおよびデータのリストア」を参照してください。 

c. [Upload]をクリックします。 

 注意： 

コンフィグレーションを、ある SSB から他の SSB に移動するためにインポート機能

を使う場合は、2つ目の SSBの IPアドレスを変更することを忘れないでください。2

つのデバイスが、同じネットワーク上に同じ IP アドレスを持っているとエラーにつな

がります。 

3. 「Software Transaction, License and End User License Agreements」を承諾し、SSBライセン

スをインストールします。 

Figure 3-7 Software Transaction, License and End User License Agreements とライセンスキー 

 

a. 「Software Transaction, License and End User License Agreements」を読んで、[I h

ave read and agree with the terms and conditions]にチェックします。この License 

Agreement は従来のライセンスとサブスクリプションベースライセンスの両方が網羅さ

れています。[I have read and agree with the terms and conditions]をクリックする

と、購入したライセンス（サブスクリプションベースライセンスの詳細については、「2.12

ライセンスタイプ」を参照してください）に対応する契約条項に同意したことになります。

https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
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インストール完了後、[Basic Settings]>[System]>[License]で「Software Transaction, 

License and End User License Agreements」を読むことができます。 

b. [参照]をクリックし、SSB のライセンスファイルを選択して[Upload]をクリックします。ライ

センスファイルがない場合、SSBはデモモードで動作します。 

 注釈： 

ライセンスファイルを手動で解凍する必要はありません。圧縮されたライセンスファ

イル（例、*.zip アーカイブ）もアップロードできます。 

c. [Next]をクリックします。 

4. すべてのフィールドを入力してネットワークを設定します。各フィールドの意味は以下の通り

です。未入力の必須フィールドは赤く反転します。すべてのパラメーターは、SSBのwebイン

ターフェースを使用して、後で修正できます。 

Figure 3-8 ネットワークの初期設定 

 

a. [External interface - IP address]：SSB の外部インターフェースの IP アドレス（例、

192.168.1.1）です。IP アドレスは物理サブネットに応じた範囲から選択できます。クライ

アントはこの外部インターフェースに接続します。従って、クライアントは、この IP アドレ

スにアクセスできる必要があります。 

ウェルカムウィザードを開始する前にコンソールから SSB の IP アドレスを変更した場

合、ここで同じアドレスを使用していることを確認してください。 

IPv4アドレスを使用します。 

https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
https://www.oneidentity.com/legal/sta.aspx
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 注釈： 

以下の範囲に含まれる IPアドレスは使用しないでください。 

 1.2.0.0/16（SSB クラスターノード間の通信の為、予約されています。） 

 127.0.0.0/8（ローカルホスト IP アドレス） 

b. [External interface — Netmask]：範囲を与えるための IPネットマスク。例えば、一般的

なクラス Cでは 255.255.255.0 のネットマスクを持ちます。 

c. [Default gateway]：デフォルトゲートウェイの IPアドレスです。複数のネットワークカード

を使用する場合、デフォルトゲートウェイは外部インターフェース側にあります。 

IPv4アドレスを使用します。 

d. [Hostname]：SSBを実行しているマシンの名前です（例、SSB）。 

e. [Domainname]：ネットワークで使われているドメイン名です。 

f. [DNS server]：ドメイン名を解決するのに使用されているネームサーバーの IP アドレス

です。 

IPv4アドレスを使用します。 

g. [NTP server]：NTP サーバーのホスト名、あるいは IPアドレスです。 

IPv4アドレスを使用します。 

h. [SMTP server]：e-mailを送信するのに使用する SMTPサーバーのホスト名、あるいは

IPアドレスです。 

IPv4アドレスを使用します。 

i. [Administrator's email]：SSB管理者の e-mailアドレスです。 

j. [Timezone]：SSBが設置されている場所のタイムゾーンです。 

 注意： 

正しいタイムゾーンが選択されていることを確認してください。後でタイムゾーンを

変更することを推奨しません、ログスペースのローテーションはローカルタイムゾ

ーンを基にしているからです。後でタイムゾーンを変更した場合、以前に保存され

たログを適切に検索できなくなります。 

k. [HA address]：HA インターフェースの IP アドレスです。このフィールドは特別の理由が

ない限り、auto のままにしておきます。このオプションは仮想アプライアンスでは利用で

きません。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

38/315 

l. [Next]をクリックします。 

5. SSBへのアクセスに使用するパスワードを入力します。 

Figure 3-9 パスワード 

 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

a. [Admin password]：SSB の web インターフェースにアクセスできる、admin ユーザーの

パスワードです。 

新しくインストールされた SSBアプライアンスのデフォルトパスワードポリシーは、admin

および root ユーザーへの単純なパスワードを受け入れません。パスワードフィールド

の下にパスワード強度が表示されます。good 以上になるようにパスワードを入力してく

ださい。 

b. [Root password]：SSH、あるいはローカルコンソールからアクセスするために必要な、

rootユーザーのパスワードです。 

新しくインストールされた SSBアプライアンスのデフォルトパスワードポリシーは、admin

および root ユーザーへの単純なパスワードを受け入れません。パスワードフィールド

の下にパスワード強度が表示されます。good 以上になるようにパスワードを入力してく

ださい。 

 注釈： 

SSH を使用した SSB へのアクセスは、滅多に必要とされません。トラブルシューテ

ィング時のみに上級ユーザーによりアクセスすることが推奨されています。 
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c. ユーザーが SSH経由で SSBにリモートアクセスする、あるいは SSBのルートパスワー

ドを変更することをできないようにするには、[Seal the box]チェックボックスにチェックし

ます。シールドモードは、後で web インターフェースから有効にすることができます。詳

細については、「6.5シールドモード」を参照してください。 

d. [Next]をクリックします。 

6. SSB の web インターフェース用の証明書を作成、あるいはアップロードします。この SSL 証

明書は、web インターフェースおよび RPC API への管理 HTTPS 接続を認証するために、

SSBによって表示されます。 

Figure 3-10 SSB の証明書作成 

 

自己署名証明書を作成するには、[Generate new self-signed certificate]セクションのフィー

ルドを入力し、[Generate certificate]をクリックします。証明書は、SSBアプライアンスによっ

て自己署名され、SSBのホスト名は発行者、およびコモンネームとして使われます。 

a. [Country]：SSB が設置されている場所の国を選択します。（例、HU-Hungary） 

b. [Locality name]：SSBが設置されている場所の都市です。（例、Budapest） 

c. [Organization name]：SSBを保有している組織です。（例、Example.Inc） 

d. [Organizational unit name]：SSB を保有している組織の部署です。（例、IT Security 

Department） 

e. [State or Province name]：SSBが設置されている場所の都道府県です。 

f. [Generate certificate]をクリックします。 
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外部の CAによって署名された証明書を使用するには、[Server X.509 certificate]フィールド

の をクリックして証明書をアップロードします。 

 注釈： 

Windows 認証局(CA)を使用して SSB で動作する証明書を作成するには、OpenSSL が

実行しているコンピューター上で CSR(certificate signing request)を生成(例えば、open

ssl req -set_serial 0 -new -newkey rsa:2048 -keyout SSBwin2k121.key -out

 SSBwin2k121.csr –nodes コマンドを使用します)し、Windows CA で署名します。

それから SSB に証明書をインポートします。 

 Windows Server 2008 の Windows 認証局(CA)を使用する場合は、「6.7.3 Window

s Server 2008 の Windows 認証局を使用した TSA 証明書の生成」を参照してくだ

さい。 

 Windows Server 2012 の Windows 認証局(CA)を使用する場合は、標準の web サ

ーバーテンプレートを使用して証明書に署名します。 

Figure 3-11 SSB の証明書のアップロード 

 

シングル証明書または証明書チェーン（中間証明書およびエンドエンティティ証明書）を選択

してアップロードできます。 

証明書または証明書チェーンをアップロード後、証明書の名前をクリックして、ポップアップ

ウィンドウに表示される情報参照することで詳細を確認できます。 
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Figure 3-12 Log > Options > TLS settings — X.509 証明書 

  

ポップアップウィンドウでは以下を行うことができます。 

 証明書または証明書チェーンのダウンロード。 

 注釈： 

証明書チェーンは PEM 形式でのみダウンロードできます。 

 証明書または証明書チェーンの表示とコピー。 

 証明書の名前と階層の確認（証明書チェーンで複数の証明書がある場合）。 

証明書の名前にマウスを置くと、証明書のサブジェクトが表示され、証明されたエンティ

ティが出力されます。 

 証明書または証明書チェーンの有効期限の確認。 

日付にマウスを置くと、詳細な有効期間が表示されます。 

証明書または証明書チェーンのアップロード後、証明書の名前の下に表示された文字列

（チェーン）があるかどうかで、シングル証明書かチェーン証明書かどうかわかります。 

それから、ウェルカムウィザードの[Certificate]ページに戻り、[Server private key]フィールド

の をクリックして秘密鍵をアップロードし、秘密鍵を保護するパスワードを入力します。 
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Figure 3-13 秘密鍵のアップロード 

 

 注釈： 

秘密鍵は PEM、PUTTY および SSHCOM/Tectia 形式を受け入れます。パスワードで保

護された秘密鍵もサポートします。 

以下を推奨します。 

 2048ビット RSA キー（またはそれ以上）。 

 公開鍵のフィンガープリントを作成する場合、SHA-256 ハッシュアルゴリズム

（またはそれ以上）。 

 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

7. これまでの手順で入力されたデータを確認します。このページには、最後の手順で生成され

た証明書、SSB の RSA SSH キー、およびライセンスファイルに関しての情報も表示されま

す。 
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Figure 3-14 設定データの確認 

 

すべての情報が正しければ、[Finish]をクリックします。 

 注意： 

コンフィグレーションは[Finish]クリック後、すぐに有効になります。ネットワークの設定デ

ータが正しくないと SSB にアクセスできなくなります。 

これで、SSB は、外部インターフェースの IP アドレスを通して、通常の web インターフェース

からアクセスできるようになります。 

8. ブラウザは外部ンターフェースに設定された IPアドレスに自動的に接続します。ユーザー名

admin、およびウェルカムウィザードでこのユーザーに設定したパスワードを使用して、SSB

の webインターフェースにログインすることができます。 

Figure 3-15 SSB へのログイン 

 

4 基本設定 

syslog-ng Store Box(SSB)は web インターフェースを通して設定します。コンフィグレーションの変
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更は をクリック後に自動的に有効になります。現在のページの変更のみが有効にな

り、変更は各ページで個別にコミットする必要があります。 

 サポートブラウザについては、「4.1サポート webブラウザ」を参照してください。 

 SSB の web インターフェースの詳細については、「4.2 web インターフェースの構成」を参照

してください。 

 ネットワーク設定については、「4.3ネットワーク設定」を参照してください。 

 日付と時刻の設定については、「4.4日付と時刻設定」を参照してください。 

 システムのロギングおよび e-mail アラートの設定については、「4.5 SNMP と e-mail アラー

ト」を参照してください。 

 システム監視設定については、「4.6 SSBのシステム監視設定」を参照してください。 

 データおよびコンフィグレーションのバックアップの設定については、「4.7 データとコンフィグ

レーションのバックアップ」を参照してください。 

 アーカイブおよびクリーンアップの設定については、「4.8 アーカイブとクリーンアップ」を参照

してください。 

 バックアップおよびアーカイブプロトコルの詳細については、「4.7 データとコンフィグレーショ

ンのバックアップ」を参照してください。 

4.1 サポート webブラウザ 

SSB の web インターフェースへは TLS 暗号と強力な暗号アルゴリズムを使用してのみアクセスで

きます。ブラウザはHTTPS接続、JavaScript、および cookiesをサポートしている必要があります。

JavaScript および cookiesの両方が有効になっていることを確認してください。 

 注釈： 

ブラウザがサポートされていない、あるいは JavaScriptが無効の場合、SSBは警告メッセージ

を表示します。 

一度、HTTPS を使用して SSB の web インターフェースへのアクセスが成功すると、ブラウザはこ

れを記憶し、その後は、たとえ HTTP 接続でページをロードしようとしても、HTTPS を使用して

SSBへアクセスするように強制します。これは、webサーバーが、暗号化されたSSL/TLS接続で、

一定期間、通信するように制限することをwebブラウザに強制する、HSTS（HTTP Strict Transport 

Security）ポリシーによるものです。web サーバーは、特別な Strict-Transport-Security 応答ヘッ
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ダーフィールドを使用して HSTSポリシーを定義します。 

ただし、次のいずれかの場合に問題が発生する場合があります。 

 SSBの webインターフェースの SSL証明書が有効期限切れになった場合、セキュアな接続

を使用した webインターフェースへのアクセスは、エラーメッセージが表示され失敗します。 

 SSBの webインターフェースの証明書を、信頼された CAによって署名された証明書から自

己署名された証明書に切り替える場合、HSTS の設計上、自己署名された証明書は信頼さ

れた CA により発行されたものではないので、SSB の web インターフェースへのセキュアな

接続は、エラーメッセージが表示され失敗します。 

上述の問題を解決するには、以下を行います。 

 ブラウザで HSTS 設定を無効にします。これは、ブラウザ独自の方法で、ローカルマシンで

実行する必要があります。詳細については、使用しているブラウザのサポートサイトを参照

してください。 

または、 

 異なるマシンの異なるブラウザを使用して、新しい証明書をアップロードします。SSBへ外部

の証明書をアップロードする詳細については、「6.7.2 SSB への外部証明書のアップロード」

を参照してください。 

サポートブラウザ：Mozilla Firefox 52 ESR 

次の非サポートブラウザでも SSB をテストしています。これらのブラウザでも、SSB の機能は利用

可能で使用できますが、ルック＆フィールドがサポートされているブラウザと異なる場合がありま

す。Internet Explorer 11、Microsoft Edge、および現在利用可能なバージョンの Mozilla Firefox と

Google Chrome。 

4.2 web インターフェースの構成 

Webインターフェースは、以下の主要なセクションで構成されています。 

Main menu：各メニュー項目は、メインワークスペースにオプションを表示します。メインメニュー項

目をクリックすると、その特定のメニューで利用可能なメニューリストが表示されます 
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Figure 4-1 web インターフェースの構成 

 

User Menu：SSBのパスワードの変更、ログアウト、および[Preferences]オプションを使用して確認

ダイアログとツールチップを無効にすることができます。 

Figure 4-2 User Menu 

 

User Info：現在ログインしているユーザーに関する情報を表示します。 

 ：ユーザー名。 

 ：ユーザーのコンピューターの IPアドレス。 

 ：ユーザーが最後にログインした日付と IPアドレス。 

Figure 4-3 User Info 

 

System Monitor：以下のような、SSB に関するアクセシビリティ、およびシステム状態の情報を表
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示します。 

Figure 4-4 System Monitor 

 

 Time：システム日付と時刻。 

 Remaining time：Webインターフェースセッションがタイムアウトするまでの残り時間。 

 注釈： 

タイムアウトの設定を変更するには、[Basic Settings]>[Management]>[Web interface 

and RPC AP]>[Session timeout]に移動してタイムアウトの値を分単位で入力します。 

 Locked：インターフェースが他の管理者によってロックされていることを示しています（詳細

については、「4.2.2マルチユーザーとロック」を参照してください）。 

 Modules：SSBで実行している syslog-ngの状態（正常時は RUNNING です）。 

 License：ライセンスが無効、あるいは評価版の有効期限が切れている場合に表示されるラ

イセンス情報。 

 Raid status：ディスク間で同期が進行中の場合に表示される RAIDのステータス。 

 Active： 

 Hosts：ログメッセージを生成しているクライアント（LSH）の数。 

 Senders：ログメッセージを直接送信している送信元の数。 

Example 4.1 Hosts と Senders の数 

例えば、300 台のクライアントのすべてが、ログメッセージを直接 SSB に送信している場合、Hosts と

Senders は両方とも 300 になります。 
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300台のクライアントが 3台のリレーにメッセージを送信して（リレーは自身のメッセージを送信していな

いで）、リレーのみが SSBと直接通信している場合、Hostsは 300、Sendersは 3(3台のリレー)になりま

す。 

リレーもメッセージを送信している場合、Hosts は 303、Sendersは 3(3 台のリレー)になります。 

 HA：2つの SSBユニットが HAクラスターで動作している場合、アクティブノードの HAステー

タスと ID。冗長化のハートビートインターフェースが設定されている場合、その情報も表示さ

れます。クラスターのノードが、お互いにデータを同期している場合は、同期プロセスの進行

状況と残り時間も表示されます。 

 以下の期間の、平均システム負荷。 

 Load 1：直近の 1分間。 

 Load 15：直近の 15分間。 

 CPU、MEM、DISK、および SWAP：各使用率を表示します。グラフィックバー上にマウスを置

くとツールチップに詳細が表示されます。[Basic Settings]>[Dashboard]に移動すると詳細な

レポートが表示されます。 

 注釈： 

Azure に SSB をインストールした場合、SWAP は使用できません、swap メモリは使用さ

れないからです。 

システムモニターは SSB の状態に関する、現在の情報を表示します。これらのパラメーターの履

歴を表示するには、[Basic Settings]>[Dashboard]を開いてください。詳細については、「13.6 ステ

ータス履歴および統計情報」を参照してください。 

4.2.1 メインワークスペースの要素 

メインワークスペースには、選択されたメインメニュー項目に関連したコンフィグレーションが表示

されます。 
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Figure 4-5 メインワークスペース 

 

 ：各ページには 1 つ以上の青色のアクションボタンが含まれています。最も一般

的なアクションボタンは で、ページの変更を保存して、有効にします。 

 ／  詳細の表示／非表示：追加の設定とオプションを表示、あるいは非表示にします。 

 エントリの作成：新しい行、あるいはエントリ（例、IPアドレスやポリシー）を作成します。 

 エントリの削除：行の削除、あるいはエントリ（例、IPアドレスやポリシー）を削除します。 

 ／ リストの展開/収縮：オプションのリストを展開または収縮（例、利用可能なレポート

のリスト）します。 

 エントリの変更、ファイルのアップロード：エントリ（例、ホストキー、リストなど）の変更、あ

るいはファイル（例、秘密鍵）をアップロードします。これらのアクションは、実際に変更を実

行できるポップアップウィンドウが開きます。 

 ／ リストの項目の順序を変更します。リストの項目の順序(ログパスの順序など)は重

要です。例えば、SSBがログパスを評価する時、ログパスを降順で見ていきます。 

メッセージウィンドウ：このポップアップウィンドウにはユーザーの操作に対する SSB の応答が表

示されます（例、[Configuration saved successfully]）。エラーメッセージもここに表示されます。す

べてのメッセージはシステムログに出力されます。システムログ（メッセージ履歴を含む）の詳細に

ついては、[Basic Settings]の[Troubleshooting]セクションを参照してください。ウィンドウに失敗の

アクションのみ表示させるには、[User menu]>[Preferences]に移動し、[Auto close successful 

commit messages]オプションを有効にします。 

Figure 4-6 メッセージウィンドウ 
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4.2.2 マルチユーザーとロック 

複数の管理者が同時に SSB の web インターフェースにアクセスできますが、設定を変更できるの

は、その中の一人だけです。これは、設定を変更できる最初の管理者が設定ページ（例、[Basic 

Settings]あるいは[AAA menu]）を開いた時に、SSB のコンフィグレーションが自動的にロックされ

ることを意味します。[System Monitor]フィールドに、設定をロックした管理者のユーザー名と IPア

ドレスが表示されます。他の管理者は、ロックした管理者がロックを必要としない SSB のページに

移動（例、[Search]ページ）するか、ログアウトするか、あるいはセッションタイムアウトするまで待

つ必要があります。ただし、[Search]と[Reporting]メニューへのアクセス、あるいは View 権限のみ

での設定の閲覧は可能です（詳細については、「5.6 ユーザー権限とユーザーグループの管理」を

参照してください）。 

 注釈： 

管理者がローカルコンソールあるいはリモート SSH 接続を使用してログインしている場合、

web インターフェースアクセスは完全にブロックされます。ローカルおよび SSH 接続は web 接

続と同じくタイムアウトします。 

4.2.3 Web インターフェースと RPC API 

SSB は、ログイン時のブルートフォース攻撃を防ぎます。短時間に不正なログインが繰り返される

と(60 秒間で 10 回)、接続元 IP はポート 443 で 5 分間ブロックされ、ブラウザには「接続できませ

ん」ページが表示されます。 

デフォルトでは、SSB は 10 分間操作しないとユーザーのセッションを終了します。このタイムアウ

ト値を変更するには、[Basic Settings]>[Management]>[Web interface and RPC API]>[Session 

timeout]オプションで行います。 

web セッションタイムアウト値に加え、HTTPS 接続で許可される暗号スイートを指定することもでき

ます。 

[Basic Settings]>[Management]>[Web interface and RPC API]>[Cipher suite]オプションでは、以

下のオプションの 1つを使用して許可される暗号スイートの強度を選択することができます。 

 Compatible： 以下の文字列によって定義される暗号スイートのセットです。 

ALL:!aNULL:!eNULL 

Compatible を設定すると、TLS(Transport Layer Security)ネゴシエーションで安全でない暗

号スイートが許可される場合があります。 
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 Secure： 脆弱な暗号アルゴリズムが除かれた暗号スイートのセットです。この暗号スイート

は、以下の文字列によって定義されます。 

HIGH:!COMPLEMENTOFDEFAULT:!aNULL:!eNULL:!DHE-RSA-AES128-SHA:!DHE-RSA-AES256-

SHA:!ECDHE-RSA-AES128-SHA:!ECDHE-RSA-AES256-SHA:!AES128-SHA:!AES256-SHA 

Figure 4-7 [Basic Settings]>[Management]>[Web interface and RPC API]—セッションタイムアウトと暗号スイート 

 

4.3 ネットワーク設定 

[Basic Settings]>[Network]は、SSBのネットワークインターフェース、およびネーミングの設定を含

んでいます。 

Figure 4-8 Basic Settings > Network—ネットワーク設定 

 

 External interface：クライアント接続を受信する SSBのネットワークインターフェースのアドレ

スとネットマスクです。 と アイコンをクリックして、新しいエイリアス IP アドレス（エイリアス
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インターフェースとも呼ばれる）の追加、または既存のアドレスを削除できます。少なくとも 1

つの外部インターフェースを設定する必要があります。管理インターフェースが無効の場合、

SSB の web インターフェースは外部インターフェースを経由してアクセスすることができます。

複数の外部インターフェースを設定した場合、最初の 1 つが物理ネットワークインターフェー

スで、その他はすべてエイリアスインターフェースになります。 

オプションで、管理インターフェースを設定している場合でも、[Management enabled]オプシ

ョンを有効にすることで、SSBの webインターフェースのアクセスを有効にできます。 

 注意： 

管理アクセスを有効にし、エイリアス IPアドレスを設定した場合、SSBは最初のアドレス

にのみに管理アクセスを許可します。 

 

 注釈： 

以下の範囲に含まれる IPアドレスは使用しないでください。 

 1.2.0.0/16（SSB クラスターノード間の通信の為、予約されています。） 

 127.0.0.0/8（ローカルホスト IPアドレス） 

 

 注釈： 

インターフェースの速度は、各インターフェースで表示されます。SSB バージョン 4 F5 以

降、インターフェースの速度はマニュアルで変更できません。 

SSB 3500 アプライアンスでは、1Gbit(ラベル 1)および 10Gbit(ラベル A)インターフェース

の両方が接続されている場合、SSB はイーサネットリンク（ケーブルが接続され電源が

入っている状態）で検知された速度を表示します。 

SSB を仮想環境に構築し、1 つのネットワークインターフェースのみ設定した場合、外部イン

ターフェースは管理インターフェースとして機能します。このような場合、 [Management 

enabled]オプションは余分になるので、設定されたすべての IP アドレスで web インターフェ

ースと RPC API へのアクセスが有効になっていることを、ユーザーに知らせるメッセージに

変わります。 

Figure 4-9 Basic Settings > Network-すべての IP アドレスで管理が有効 
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 Management interface：SSBの webインターフェースへのアクセスに使用される SSBのネッ

トワークインターフェースのアドレスとネットマスクです。管理インターフェースが設定されて

いる場合、以下の場合を除き、web インターフェースは、このインターフェースを経由しての

みアクセスすることができます。 

 他のインターフェースで、明示的にアクセスを有効にしている場合。 

 1 つのネットワークインターフェースのみ定義され、管理インターフェースとして機能して

いる場合。 

 注釈： 

以下の範囲に含まれる IPアドレスは使用しないでください。 

 1.2.0.0/16（SSB クラスターノード間の通信の為、予約されています。） 

 127.0.0.0/8（ローカルホスト IPアドレス） 

 [Interfaces]>[Routing table]：リモートネットワークにパケットを送信する時、SSB は送信パス

を決めるためにルーティングテーブルを参照します。ルーティングテーブルに情報がない場

合、パケットはデフォルトゲートウェイに送信されます。ルーティングテーブルを使用して、特

定のホスト、あるいはネットワークへのスタティックルートを定義します。SSB のインターフェ

ースが複数のサブネットに接続している場合は、ルーティングテーブルを使用する必要があ

ります。 と アイコンをクリックして、新しいルートを追加、既存のルートを削除します。ル

ートとは、[Address/Netmask]のネットワークに送信されたメッセージを[Gateway]に配信さ

せることを意味します。オプションで、宛先アドレスに基づき発信パケットを常にルーティング

するデフォルトの動作に代わり、着信パケットのインターフェースに返信することもできます。 

詳細な例については、「4.3.2ルーティングテーブル設定」を参照してください。 

 [Naming]>[Hostname]：SSBが稼働しているマシン名。 

 [Naming]>[Nick name]：SSB のニックネーム。デバイスを区別するのに使用します。コア、お

よびブートのログインシェルに表示されます。 

 [Naming]>[DNS search domain]：ネットワーク上のドメイン名。ドメイン名を解決する時、ター

ゲットアドレスに付加されるドメインの入力がない場合、SSB はターゲットホスト名を解決す

るために、このドメイン名を使用します。 

 [Naming]>[Primary DNS server]：ドメイン名の解決に使用するネームサーバーの IP アドレ

ス。 

 [Naming]>[Secondary DNS server]：セカンダリ DNSサーバー。プライマリサーバーにアクセ

スできない場合、ドメイン名の解決に使用するネームサーバーの IPアドレス。 
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4.3.1 管理インターフェースの設定 

管理インターフェースを有効にするには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

SSB を仮想環境に構築し、1 つのネットワークインターフェースのみ設定した場合、外部インタ

ーフェースは管理インターフェースとして機能します。このような場合、[Management enabled]

オプションは余分になるので、設定されたすべての IPアドレスで web インターフェースと RPC 

APIへのアクセスが有効になっていることを、ユーザーに知らせるメッセージに変わります。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]に移動します。 

Figure 4-10 Basic Settings > Network > Interfaces > Management interface-外部インターフェースの設定 

 

2. [Management interface]セクションで、[Enable management interface]にチェックします。 

3. [Address]フィールドに SSBの管理インターフェースの IPアドレスを入力します。 

4. [Netmask]フィールドに、IPアドレスに関するネットマスクを入力します。 

5.  

 注意： 

クリック後、web インターフェースは管理インターフェースを経由してのみ利用

可能になります。外部インターフェースで[Management enabled]オプションがチェックされ

ていない限り、現在の(外部)インターフェースを使用してアクセスできなくなります。 

イーサーネットケーブルが接続され、管理インターフェースがネットワークに接続されてい

ることを確認してください。[Basic settings]>[Networks]>[Ethernet links]>[Management i

nterface]>[Link] フィールドのアイコンで示されています。HA を使用している場合、両方
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の SSB ユニットの管理インターフェースがネットワークに接続されていることを確認してく

ださい。 

[HA interface]フィールドでは、HA インターフェースでリンクが検知されているかどうかを

示します。 

をクリックします。 

4.3.2 ルーティングテーブル設定 

ルーティングテーブルには SSB が到達できる宛先のネットワークが含まれています。SSB のロー

カルサービス（バックアップとアーカイブサーバー、シスログサーバーおよび、SMTPサーバーへの

接続を含む）の両方で適切にルーティングされていることを確認する必要があります。 

それぞれのゲートウェイに複数のアドレスを追加できます。 

 注意： 

管理インターフェースが設定されている場合にのみ以下の手順を実行してください。さもない

と、SSB によって送信されたデータは失われます。管理インターフェースの設定については、

「4.3.1管理インターフェースの設定」を参照してください。 

手順： 

1. 新しくルーティングを追加するには、[Basic Settings]>[Network]>[Interfaces]に移動し、

[Routing table]セクションで をクリックします。 

Figure 4-11 Basic Settings>Network>Interfaces>Routing table — ルーティング 

 

2. [Address]フィールドに、リモートサーバーの IPアドレスを入力します。 

3. [Netmask]フィールドに、ネットマスクを入力します。 

4. [Gateway]フィールドに、そのサブネットに使用されているゲートウェイの IPアドレスを入力し

ます。 

5. 着信したパケットを同じインターフェースに返信する場合には、[Reply on same interface]オ

プションをチェックします。これは、応答パケットをルーティングする時に、着信したパケットの
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インターフェースのネットワーク以外への接続されたネットワークを無効にすることを SSB に

指示します。 

6. をクリックします。 

4.4 日付と時刻設定 

SSBの日付と時刻に関連する設定は、[Basic Settings]>[Date & Time]で行うことができます。 

Figure 4-12 Basic Settings > Date & Time — 日付と時刻管理 

 

 注意： 

SSB に正しい日付と時刻を設定することは必要不可欠です。そうしないと、ログの日付情報は

不正確になるからです。 

時刻が同期されなくなった場合、SSB は、このページに警告を表示し、アラートを送信します。 

SSB で日付と時刻を明示的に設定するには、[Date & Time settings]セクションの各フィールドに

現在の時刻を入力し、[Set Date & Time]をクリックします。 

 注釈： 

SSB の時刻設定が非常に不正確（システム時刻と実際の時刻の差が非常に大きい）な場合、

NTPサーバーから日付を取得するのに長時間かかります。この場合、[Sync now]をクリックす

ると、SNTPを使用して直ぐに時刻が同期されます。 

2 つの SSB ユニットが HA モードで動作している場合、[Sync now]ボタンは[Sync Master]にな

り、NTP サーバーとマスターノードの時刻を同期させます。マスターとスレーブノード間の時刻

を同期するには、[Sync Slave to Master]をクリックします。 
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4.4.1 タイム(NTP)サーバーの設定 

タイムサーバーから自動的に日付を取得するには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

タイムゾーンを変更することは推奨しません、ログスペースのローテーションは現在のローカ

ルタイムゾーンを基にしているからです。タイムゾーンを変更した場合、以前に保存されたログ

が検索できなくなります。タイムゾーンを変更する前に、弊社カスタマーポータルまでお問い合

わせください。 

手順： 

1. [Timezone]フィールドでタイムゾーンを選択します。 

2. [Address]フィールドに、NTP タイムサーバーの IPアドレスを入力します。 

3. をクリックします。 

4. 新しいサーバーを追加、あるいは既存のサーバーを削除するには、 、あるいは アイコン

をクリックします。 

4.5 SNMP と e-mailアラート 

e-mail と SNMPアラートは[Basic Settings]>[Management]ページで設定することができます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Figure 4-13 Basic Settings > Management — SNMP および e-mail アラートの設定 

 

4.5.1 e-mailアラート設定 

e-mailアラートを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]に移動します。 

2. [SMTP server address]フィールドにメールサーバーの IPアドレス、あるいはホスト名を入力

します。 

Figure 4-14 Basic Settings > Management > Mail settings — e-mail 送信設定 

 

3. [Send e-mails as]フィールドに、任意の送信元の e-mail アドレスを入力します。これは e-

mail のフィルタリングに役立ちます。SSB はここに設定したアドレスから e-mail を送信しま

す。e-mail アドレスが未入力の場合、e-mail はデフォルトの e-mail アドレスから送信されま

す。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

59/315 

4. [Administrator's e-mail address]フィールドに管理者の e-mailアドレスを入力します。SSBは

システムイベント（アラートとレポート以外）関連の通知をこのアドレスに送信します。 

5. [Send e-mail alerts to]フィールドに管理者の e-mailアドレスを入力します。SSBはこのアド

レスに監視アラートを送信します。 

 注意： 

アラート e-mail を受信するには、このフィールドに e-mail アドレスを入力します。これら

の設定が正しくない場合、アラート送信は失敗します。アラート e-mail アドレスは、管理

者の e-mail アドレスには置き換わりません。 

6. [Send reports to]フィールドにレポートの受信者の e-mailアドレスを入力します。レポートの

詳細については、「13.7 レポート」を参照してください。 

7. をクリックします。 

8. [Test]をクリックし、テストメッセージを送信します。 

テストメッセージがサーバーに届かない場合、SSB がサーバーにアクセスできるか確認して

ください。詳細については、「16 トラブルシューティング」を参照してください。 

9. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動し、SSBから通知して欲しい e-mailアラート

を選択します。詳細については、「4.6 SSBのシステム監視設定」を参照してください。 

10. をクリックします。 

4.5.2 SNMPアラート設定 

SSBは SNMP（Simple Network Management Protocol）で中央の監視サーバーにアラートを送信で

きます。SNMPアラートを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SNMP trap settings]に移動します。 

2. [SNMP server address]フィールドに SNMP サーバーの IP アドレス、あるいはホスト名を入

力します。 
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Figure 4-15 Basic Settings > Management > SNMP trap settings — SNMPアラート設定 

 

3. 使用する SNMPプロトコルを選択します。 

 SNMP クエリに SNMP v2c プロトコルを使用するには、[SNMP v2c]にチェックして、

[Community]フィールドに使用するコミュニティを入力します。 

 SNMP v3プロトコルを使用するには、[SNMP v3]にチェックして、以下の手順を実行しま

す。 

Figure 4-16 Basic Settings > Management > SNMP trap settings — SNMPv3 を使用した SNMP アラート設定 

 

a. [Username]フィールドに使用するユーザー名を入力します。 

b. [Engine ID]フィールドに使用するエンジン ID を入力します。エンジン IDは 0x から

始まる 10 桁以上の 16進数です。例、0xABABABABAB。 

c. [Authentication method]フィールドは、使用する認証方式（[SHA1]）をチェックしま

す。 

d. [Authentication password]フィールドに、使用するパスワードを入力します。 

e. [Encryption method]フィールドに、使用する暗号方式（[Disabled]または[AES]）に

チェックします。 

サポートしている AES 方式は、AES-128です。 
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f. AES の場合、[Encryption password]フィールドに、使用する暗号化パスワードを入

力します。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を

使用することができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

4. をクリックします。 

5. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動し、SSBから通知して欲しい SNMPアラート

を選択します。詳細については、「4.6 SSBのシステム監視設定」を参照してください。 

6. をクリックします。 

4.5.3 エージェントを使用した SSBステータス情報の照会 

外部の SNMP エージェントは SSB の基本的なステータス情報を照会できます。クライアントが、こ

の情報を照会できるように設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SNMP agent settings]に移動します。 

Figure 4-17 Basic Settings > Local Services > SNMP server settings — SNMP エージェントアクセス設定 

 

2. SSB のステータスは、SNMP を経由して動的に照会することができます。デフォルトでは任

意のホストから照会できます。これらのデータへのアクセスを 1つのホストに制限するには、

[Client address]フィールドにホストの IPアドレスを入力します。 

3. オプションで、[System location]、[System contact]、および[System description]フィールド

に SNMP サーバーの詳細を入力できます。 
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4. 使用する SNMPプロトコルを選択します。 

 SNMP クエリに SNMP v2cプロトコルを使用するには、[SNMP v2c agent]を有効にし、

[Community]フィールドにコミュニティを入力します。 

デフォルトでは、SSBに関する情報は publicコミュニティを使用することができます。HA

構成の SSB クラスターを使用している場合、各ノードは特定のコミュニティを使用して

自身のステータスに関する情報を提供します。このコミュニティはノードのノード

ID([Basic Settings]>[High Availability]>[This node]>[Node ID]フィールドに表示されてい

る)です。例えば、00:56:56:6f:00:8Fです。 

Figure 4-18 [Agent taccess]セクション例 

 

 SNMP v3 プロトコルを使用するには、[SNMP v3 agent]にチェックし、以下の手順を実

行します。 

a. をクリックします。 

b. [Username]フィールドに SNMP エージェントが使用するユーザー名を入力します。 

c. [Auth. Method]フィールドに、使用する認証方式（[MD5]あるいは[SHA1])を選択し

ます。 

d. [Auth. password]フィールドに、SNMP エージェントが使用するパスワードを入力し

ます。 

e. [Encryption method]フィールドに、使用する暗号方式（[Disabled]、[DES]または

[AES]）を選択します。 

サポートしている AES 方式は AES-128です。 

f. [Encryption password]フィールドに、使用する暗号化パスワードを入力します。 

g. 他のエージェントを追加するには、 をクリックします。 

 注釈： 

SSBは 150文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用す

ることができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 
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5. をクリックします。 

4.6 SSBのシステム監視設定 

SSB は、ハードウェアおよびその環境のパラメーター値を継続的に監視しています。パラメーター

がクリティカル（各[Maximum]フィールドに設定した）レベルに達した時、SSB は e-mail あるいは

SNMP メッセージを送信して管理者に警告します。 

SSB は、デフォルトで管理インターフェース、あるいは管理インターフェースが無効な場合は外部

インターフェースを使用して SNMP アラートを送信します。SSB は SNMPv2 および SNMPv3 プロト

コルをサポートしています。[Management]ページで設定した SNMP サーバーが、SSB のステータ

ス情報を照会できます。 

 注釈： 

中央の監視サーバーに SSB から送信された SNMP アラートを認識させるには、SSB 固有の

MIB（Management Information Base）を[Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]>[Download

 MIBs]をクリックしてダウンロードし、監視システムにインポートします。 

Figure 4-19 Basic Settings > Alerting & Monitoring —SNMP と e-mail アラート設定 
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以下のセクションでは、受信できるアラートのパラメーターについて説明します。 

 ヘルス監視アラートの詳細については、「4.6.2ヘルス監視」を参照してください。 

 システム監視アラートの詳細については、「4.6.5 システム＆ヘルス関連アラート」を参照して

ください。 

4.6.1 監視設定 

監視設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]に移動します。 
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Figure 4-20 Basic Settings > Alerting & Monitoring SNMP と e-mail アラート設定 

 

 

2. パラメーターのデフォルトの閾値はほとんどの状況に適しています。必要な場合のみ閾値を

調整してください。 

3. 各イベントについて受信するアラートの種類（e-mail または SNMP）をチェックします。アラー

トをトリガーするエベントの詳細については、「4.6.2 ヘルス監視」、「4.6.5 システム＆ヘルス

関連アラート」、および「4.6.6 syslog-ng関連アラート」を参照してください。また、「4.6.3ディス

クスペース飽和防止」および「4.6.4 メッセージレートアラート設定」も参照してください。 

ヘ ル ス 監 視 ア ラ ー ト は 、 e-mail ア ラ ー ト ([Basic Settings]>[Management]>[Mail 

settings]>[Send e-mail alerts to]宛)に送信することに注意してください。 
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4. をクリックします。 

5. [Basic Settings]>[Management]に移動して、[SNMP trap settings]と[Mail settings]の設定が

正しいことを確認します。SSB は e-mail alert アドレスと SNMP サーバーのみにアラートを

送信します。 

 注意： 

これらの設定が間違っているとアラート送信が失敗します。 

4.6.2 ヘルス監視 

 Disk utilization maximum：ハードディスク上の使用可能な空きスペースの割合。SSB は、ロ

グファイルが設定された値よりも多くのスペースを使用した場合にアラートを送信します。デ

ィスクスペースを解放するためにバックアップサーバーに監査証跡をアーカイブしてください。

詳細については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

 注釈： 

アラートメッセージには実際のディスク使用量が含まれています、web インターフェース

で設定した制限値ではありません。例えば、ディスク使用率が 10%を越えた場合にアラ

ートするように SSB に設定します。ディスク使用率がこの制限（例、17%）を超えると、次

のようなアラートメッセージ：“less than 90% free (= 17%)”を受信します。これは、1

0%（設定した制限値で 90%未満）を越える、すなわち 17%のディスクススペースが使用さ

れたことを意味します。 

 Load 1|5|15 maximum：直近の１、5、あるいは 15 分間の SSBの平均負荷。 

 Swap utilization maximum：SSBが使用するスワップ領域の割合。SSBは、設定値よりも多く

の領域を使用した場合にアラートを送信します。 

4.6.3 ディスクスペース飽和防止 

ディスクスペースを飽和しないようにするには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[Disk space fill up prevention]に移動します。 

2. [Disconnect clients when disks are]フィールドに、ディスクの最大使用値をパーセントで設定

します。ディスクスペースが、この制限値を超えて使用された場合、SSBはすべてのクライア
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ントを切断します。デフォルト値は 90で 1-99の値を設定できます。 

3. オプション手順：[Automatically start archiving]オプションを有効にすると、ディスク使用率が

制限値を超えた場合、設定済みのすべてのアーカイブ/クリーンアップジョブが自動的に実

行されます。 

 注釈： 

アーカイブポリシーが設定されていない場合、このオプションを有効にしていても自動ア

ーカイブは実行されません。 

4. [Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]>[System related traps]に移動し、[Disk usage is 

above the defined ratio]アラートを有効にします。 

5. をクリックします。 

4.6.4 メッセージレートアラート設定 

メッセージレートアラートは、SSBの以下の異常を検知します。 

 SSB内部の syslog-ngの動作停止。 

 ログを送信するクライアントあるいはサイトが検出できません。 

 クライアントあるいはサイトの 1つが不必要に大量のログを送信しています。 

メッセージレートアラートはソース、スペース、およびディスティネーション(リモートあるいはローカ

ル)に設定することができます。 

手順： 

1. [Log]の[Sources]、[Logspaces]、あるいは[Destinations]に移動します。 

2. [Message rate alerting]を有効にします。 

3. [Sources]の場合、以下の測定値を選択します。 

 Messages：メッセージの数。 

 Messages/sender：送信者（最後のホップ）ごとのメッセージ数。 

 Messages/hostname：ホスト（メッセージ内のホスト名に基づく）ごとのメッセージ数。 

[Logspaces]または[Destinations]の場合は、測定値はメッセージの数のみになります。 

4. 測定時間（5分から 24時間）を選択します。 
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5. [Minimum]と[Maximum]に、正常値と考えられる範囲の値を入力します。 

6. [Alert]フィールドでアラート回数を選択します。[Once]は 1 度のみ送信し、問題がなくなると、

"Fixed" メッセージを送信します。[Always]は計測結果が指定した範囲を超える度にアラート

を送信します。 

Example 4.2 早期アラートの発生 

早期にアラートを発生させる場合、メッセージ数の最小値が非常に少なくし、測定時間を短くした（主なア

ラートとは別に）アラートを作成します。 

Figure 4-21 Log > Sources > Message rate alerting-早期のアラート生成 

 

7. メッセージレートアラートを 1 つ以上設定している場合、マスターアラートを適用できます。ア

ラートをマスターアラートに設定するには、該当するアラートの横の[Master alert]をチェックし

ます。 

マスターアラートがトリガー（あるいはトリガー中の場合も）されると、他のアラートは抑止され

ます。マスターアラートは、同じ測定時間でトリガーされる他のアラートのみ抑止します。例え

ば、マスターアラートの測定時間が 24時間の場合、5分のアラートは抑止されません。 

マスターアラートを設定する条件は以下になります。 

 マスターアラートは短い測定時間に設定します（可能ならば、5分）。 

 マスターアラートは、抑止されるアラートより測定時間を短く設定します。 

 マスターアラートは、抑止されるアラートより制限を緩和します。 

以下は、[Master alert]の一般的な使用例です。 

Example 4.3 マスターアラートを使用例 

2 台のリレーと各リレーに 10 ホスト（合計 20 台）があり、各ホストが 5 分間に約 5-10 メッセージ送信して

いるとします。2 つのメッセージレートアラートと 1 つのマスターアラートを予期しないイベントを通知するよ

うに設定します。マスターアラートは、ホストが検出されない（たぶん動作が停止している）か、あるいはエ

ラーが発生しているためログを大量に送信しているような場合にトリガーされます。以下の設定は、何百

ものアラートを不必要に受信することなく、これらのエラーを検出できます。 
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Figure 4-22 Log > Sources > Message rate alerting-マスターアラート例 

 

8. オプション手順：グローバルアラートは内部メッセージを含むすべてのソースで syslog-ng が

受信したすべてのメッセージの数を測定します。 

a. [Log]>[Options]>[Message rate alerting statistics]に移動します。[Global alerts]で を

クリックしてグローバルアラートを追加します。 

b. 測定時間（5分から 24時間）を選択します。 

c. [Minimum]と[Maximum]に、正常値と考えられる範囲の値を入力します。 

d. [Alert]フィールドでアラート回数を選択します。[Once]は 1 度のみ送信し、問題がなくな

ると、"Fixed" メッセージを送信します。[Always]は計測結果が指定した範囲を超える度

にアラートを送信します。 

e. アラートをシステム全体のマスターアラートに設定するには、[Global master alert]をチェ

ックします。マスターアラートがトリガーされた場合、他のログメッセージアラートは抑止

されます。 

 注釈： 

以下の場合に、”always”と呼ばれるタイプのスーパーマスターアラートが自動的に

トリガーされます。 

すべて、あるいはいくつかの統計情報に syslog-ng からフェッチすることができない

場合、アラートの送信後、エラーがフィックスされるまで他のすべてのエラーは抑止

されます。 

何らかの理由により、syslog-ngが処理不能な量の統計情報（無効な入力データ）を

送信した場合、同様なスーパーマスターアラートがトリガーされ入力プロセスが停止

されます。 

9. オプション手順：[Log]>[Options]>[Message rate alerting statistics]に移動します。アラートが

殺到しないように[Limit of alerts sent out in a batch]に受信するアラートの最大数を設定し

ます。SSBは、設定値までアラートを送信した後、アラートメッセージが超過し、これ以上送信
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しない旨のアラートを送信します。 

 注意： 

データ損失の危険。設定された制限を超えるアラートは送信されません。 

4.6.5 システム＆ヘルス関連アラート 

Name SNMP alert ID Description 

Login failed xcbLoginFailure SSB の webインターフェースへのログイン試行の失敗。 

Successful login xcbLogin SSB の webインターフェースへのログイン試行の成功。 

Logout from 

The 

management 

interface 

xcbLogout SSB の webインターフェースからのログアウト。 

Configuration 

changed 
xcbConfigChange SSB の設定変更。 

General alert xcbAlert 

SSB で発生した一般的なアラートとエラーメッセージ。 

一般的なアラートとエラーのアラートは、SSB のシステムログに

アラート、あるいはエラーレベルのメッセージが発生する度に送

信されます。これらのメッセージは非常に冗長で、主にデバッグ

目的にのみ役立ちます。 

これらのアラートを有効にすると、同じイベントについて複数の

e-mail または SNMP トラップが送られることもあります。 

General error xcbError 

Data and 

Configuration 

backup failed 

xcbBackupFailed バックアッププロセスが失敗した場合のアラート。 

Data archiving 

failed 
xcbArchiveFailed アーカイブプロセスが失敗した場合のアラート。 

Database error 

occurred 
xcbDBError 

SSB がアラートとアカウント情報を格納しているデータベースに

エラーが発生した場合のエラー。弊社カスタマーポータルまでご

連絡ください。 

License limit 

reached 
xcbLimitReached 

クライアント数が SSB ライセンスに設定された制限に到達しまし

た。 

HA node state 

changed 
xcbHaNodeChanged 

SSBクラスターのノードの状態が変化しました。例、テークオーバ

ーの発生。 

Timestamping 

error occurred 
xcbTimestampError 

タイムスタンププロセス中にエラーが発生。例、タイムスタンプサ

ーバーのレスポンスがありません。 

Time sync lost xcbTimeSyncLost システム時刻が同期できません。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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Raid status 

changed 
xcbRaidStatus ノードの RAID デバイスの状態が変化しました。 

Hardware 

error 

occurred 

xcbHWError SSB がハードウェアエラーを検出しました。 

Firmware is 

tainted 
xcbFirmwareTainted ユーザーがコンソールからローカルのファイルを変更しました。 

Disk usage is above 

the defined ratio 
xcbDiskFull 

使用ディスク容量が[Disk space fill up prevention]で設定した制

限を超えました。 

Table 4-1 システム&ヘルス関連のアラート 

4.6.6 syslog-ng関連アラート 

Name SNMP alert ID Description 

syslog-ng failure syslogngFailureTrap 

syslog-ng アプリケーションは正常に起動できない、予期

せずシャットダウンしました、あるいは他の問題が発生し

ました。エラーによっては、SSBは着信メッセージを受信

できません、またはメッセージをディスティネーションに

送信できません。 

Remote syslog-

ng peer 

configuration 

changed 

peerConfigChangeTrap 

SSB へログを送信しているリモートホストの syslog-ng

アプリケーションの設定が変更されました。syslog-ng ま

たは syslog-ng Agent のバージョン 3.0 以降で内部ソー

スのメッセージを SSB へ送信している場合にのみ変更

の検知がされることに注意してください。(7.0 以降ではこ

の通知は送信されなくなりました。) 

Logspace 

exceeded warning 

size 

spaceSizeLimit 
ログスペースの容量がワーニング制限に設定したサイ

ズを越えました。 

Message rate was 

outside the 

specified limits 

SSBAbsoluteMessageRateAler

t 

メッセージレートが最小値あるいは最大値を越えまし

た。 

Too many 

message rate 

alerts were 

generated 

SSBRateLimitTooManyAlerts 
SSB が大量のメッセージアラートを生成しました。調査

あるいは対策が必要です。 

Error during 

syslog-ng traffic 

statistics 

processing 

SSBStatisticsError 
クエリ中またはメッセージの着信、転送、保存およびドロ

ップの統計情報の処理中にエラーが発生しました。 

Maximum number 

of connections 

has already been 

reached 

syslogngConcurrentConnectio

nsReached 

新しい接続を確立しようとしましたが、ソースの接続で許

可されている最大数([Log]>[Sources]>[Maximum 

connections])に達しました。接続は拒否されました。 
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A destination 

path contains an 

invalid fragment 

syslogngInvalidPathError 

特定のディスティネーションのログスペースを開くことが

できませんでした。パスにアクセス禁止フラグ（親ディレ

クトリへの参照）が含まれているなどが原因です。 

Maximum number 

of dynamic 

clusters has been 

reached 

syslogngDynamicClustersMaxi

mumReached 

SSB はオブジェクト（各ソース、ディスティネーションおよ

びアプリケーションやプログラム）に対して、ログメッセー

ジの受信、処理およびドロップに関する様々な統計情報

を収集します。パフォーマンスの問題から、SSB が統計

情報を処理するオブジェクトの最大数は 100000になり

ます。このアラートは SSB がこの制限に達したことを意

味します。 

Table 4-2 syslog-ng 関連のアラート 

4.7 データとコンフィグレーションのバックアップ 

バックアップは SSB のコンフィグレーションのスナップショット、あるいは不具合発生時のリカバリ

に使用できるデータを作成します。SSB はリモートサーバーへのコンフィグレーション、および保存

されたログの自動バックアップを作成できます。 

バックアップを設定するには、最初に、バックアップポリシーを作成します。バックアップポリシーは

バックアップサーバーのアドレス、アクセスに使用するプロトコル、およびその他のパラメーターを

定義します。SSB はバックアップサーバーへのアクセスに Rsync、SMB/CIFS、および NFS プロト

コルを使用して設定することができます。 

 Rsync over SSHを使用してバックアップを設定するには、「4.7.1 Rsync over SSHを使用し

たバックアップポリシーの作成」を参照してください。 

 SMB/CIFS を使用してバックアップと設定するには、「4.7.2 SMB/CIFS を使用したバックアッ

プポリシーの作成」を参照してください。 

 NFS を使用してバックアップを設定するには、「4.7.3 NFS を使用したバックアップポリシーの

作成」を参照してください。 

各バックアッププロトコルは、バックアップサーバー上に保存されたファイルに異なるファイルの所

有権を割り当てます。各プロトコルを使用して作成されたバックアップファイルの所有者は以下の

通りです。 

 Rsync：webインターフェース上のユーザー。 

 SMB/CIFS：webインターフェース上のユーザー。 
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 NFS：no-root-squash の root、あるいは nobody。 

 注意： 

SSB はリモートサーバー上に既に存在するファイルの所有権を変更することはできません。バ

ックアッププロトコルを変更しても、リモートサーバーの同じディレクトリを使用してバックアップ

を保存する場合、新しいプロトコルに応じて既存のファイルの所有権を変更してください。さも

ないと、SSBはファイルを上書きすることができないため、バックアッププロセスは失敗します。 

バックアップポリシーを設定後、システムバックアップポリシー（コンフィグレーションのバックアッ

プ）、あるいはデータバックアップポリシー（ログスペースのバックアップ）を設定します。 

 システムバックアップポリシーを設定するには、「4.7.4 コンフィグレーションバックアップの作

成」を参照してください。 

 データバックアップポリシーを設定するには、「4.7.5 データバックアップの作成」を参照してく

ださい。 

 注釈： 

バックアップはターゲットディレクトリから他のすべてのデータを削除します。バックアップをリス

トアすると SSB から他のすべてのデータが削除されます。バックアップからコンフィグレーショ

ンとデータのリストアする、詳細については「16.6 SSBのコンフィグレーションおよびデータの

リストア」を参照してください。 

4.7.1 Rsync over SSHを使用したバックアップポリシーの作成 

Rsync over SSH バックアップ方式は、SSHでリモートサーバーに接続し、データをコピーするため

に rsync UNIX コマンドを実行します。SSBは公開鍵で SSB自身を認証します。パスワードベース

認証はサポートしていません。 

 注釈：  

バックアップサーバーは rsync バージョン 3.0 以上が動作している必要があります。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Backup policies]セクションで をクリック

して新しいバックアップポリシーを作成します。 
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Figure 4-23 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies — バックアップ設定 

 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、main-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：30） 

4. [Target settings]ラジオボタンで[Rsync over SSH]を選択します。 

Figure 4-24 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies — rsync を使用するバックアップ設定 

 

5. [Username]フィールドにリモートサーバーにログインするのに使用するユーザー名を入力し

ます。 

6. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。（例、
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backup.example.com） 

7. [Authentication key]フィールドの をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されま

す。 

8. [Generate]をクリックして新しい鍵ペアを生成するか、既存のキーをアップロードまたはペー

ストします。このキーはリモートサーバーで SSB を認証するのに使用します。この鍵ペアの

公開鍵はリモートサーバーにインポートする必要があります。 

9. [Server host key]フィールドの をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

10. [Query]をクリックしてサーバーのホストキーをダウンロードするか、手動でホストキーをアッ

プロードまたはペーストします。SSB は、このキーとサーバーから提示されたホストキーを比

較して、2つのキーが同一である場合のみ接続します。 

Figure 4-25 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies > Rsync over SSH > Server host key — 

SSH キー設定 

 

11. [Port]フィールドに、リモートサーバーで動作している SSHサーバーのポート番号を入力しま

す。 

12. [Path]フィールドに、ターゲットサーバーのバックアップディレクトリのパスを入力します。（例、

/backups） 

SSB は、このディレクトリに全てのデータを保存し、自動的にサブディレクトリを作成します。

その結果、同じバックアップポリシーを複数のログスペースに使用することができます。ログ

スペース名が変更されてもリストアを実行することができるように、サブディレクトリはログス
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ペースの永続的な内部 ID を使用して作成されます。このディレクトリには、管理を容易にす

るために、ログスペースの内部 ID を含んだログスペースの名前のテキストファイルも保存さ

れます。このテキストファイルはトラブルシューティング目的にのみ作成され、SSB では使用

されません。 

13. バックアップの e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Sen

d notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Manage

ment]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い場合、SSBの webイ

ンターフェースにアクセスできなくなる可能性があります。この場合、[Maximum number of 

files in notification]を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省

かれます。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通知

は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに送

信されます。詳細については、「4.6 SSBのシステム監視設定」を参照してください。 

14. をクリックします。 

15. ログスペースにバックアップポリシーを割り当てます。「4.7.5 データバックアップの作成」を

参照してください。 

4.7.2 SMB/CIFSを使用したバックアップポリシーの作成 

SMB/CIFS バックアップ方式は、Server Message Block プロトコルでターゲットサーバーの共有に

接続します。SMB/CIFS は主に Microsoft Windowsネットワークで使用します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive がサーバーに共有されていて、そのディレクトリが空の場合、ユーザーがバッ

クアップ/アーカイブの共有に archive/ssb1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/ア

ーカイブは失敗します。 

 

 注意： 

CIFS プロトコルを使用して SSB から NetApp デバイスにバックアップおよびアーカイブの作成
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を試行すると、次のようなエラーメッセージが表示され、操作が失敗する場合があります。 

/opt/SSB/mnt/14719217504d41370514043/reports/2010": Permission denied (13) '2

010/day/' rsync: failed to set times on. 

この問題を解決するには、以下のいずれかを行います。 

 NetApp デバイスへのアクセスに NFS プロトコルを使用します。 

 SSB と互換性のある CIFS実装（例、Windowsまたは Linux Samba）のバックアップデバイ

スを使用します。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Backup policies]セクションで をクリック

して新しいバックアップポリシーを作成します。 

Figure 4-26 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies — バックアップ設定 

 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、main-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：30） 

4. [Target settings]ラジオボタンから[SMB/CIFS]を選択します。 

 注釈： 

SSB のバージョン 5.2.0 以降、SSB は SMB2.1 以降のみサポートします。マウントするオ

ペレーティングシステムが SMB2.1 以降をサポートしていることを確認して下さい。さもな

いと、SSB はリモート共有をマウントすることができません。 
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Figure 4-27 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —SMB/CIFS を使用したバックアップ設定 

 

5. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。（例、

backup.example.com） 

6. [Username]フィールドにリモートサーバーにログインするのに使用するユーザー名を入力し、

[Password]フィールドにユーザー名に対応したパスワードを入力します。 

 注釈： 

Null（認証なしの）セッションはサポートしていません。すべてのケースで認証が必要で

す。 

 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

7. [share]フィールドに共有名を入力します。 

SSBはこのディレクトリにサブディレクトリを自動的に作成し、全てのデータを保存します。 

8. [Domain]フィールドにターゲットサーバーのドメイン名を入力します。 

9. バックアップの e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Sen

d notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Manage

ment]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 
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e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い場合、SSBの webイ

ンターフェースにアクセスできなくなる可能性があります。この場合、[Maximum number of 

files in notification]を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省

かれます。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通知

は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに送

信されます。詳細については、「4.6 SSBのシステム監視設定」を参照してください。 

10. をクリックします。 

11. ログスペースにバックアップポリシーを割り当てます。「4.7.5 データバックアップの作成」を

参照してください。 

4.7.3 NFSを使用したバックアップポリシーの作成 

NFS バックアップ方式は、Network File Shareプロトコルでターゲットサーバーの共有ディレクトリに

接続します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive がサーバーに共有されていて、そのディレクトリが空の場合、ユーザーがバッ

クアップ/アーカイブの共有に archive/ssb1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/ア

ーカイブは失敗します。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Backup policies]セクションで をクリッ

クして新しいバックアップポリシーを作成します。 
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Figure 4-28 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies — バックアップ設定 

 

2. バックアップポリシー名を入力します。（例、main-backup） 

3. [Start time]フィールドに、バックアッププロセスを開始する時刻を HH：MM 形式で入力しま

す。（例、23：00） 

4. [Target settings]ラジオボタンから[NFS]を選択します。 

Figure 4-29 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Backup policies —NFS を使用したバックアップ設定 

 

5. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。（例、

backup.example.com） 

6. [Export]フィールドに NFSエクスポート名を入力します。 
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SSBはこのディレクトリにサブディレクトリを自動的に作成し、全てのデータを保存します。 

7. リモートサーバー（バックアップサーバー）には SSB からのバックアップを許可するための設

定が必要です。 

バックアップサーバーの“/etc/exports”ファイルに SSBの設定に対応する行を追加します。

この行は以下のパラメーターを含む必要があります。 

 SSB のバックアップポリシーの[Export]フィールドに設定したバックアップディレクトリの

パス。 

 リモートサーバーにアクセスするために使用する SSBのインターフェースの IPアドレス。

SSB のネットワークインターフェースの詳細については、「4.3 ネットワーク設定」を参照

してください。 

 次のパラメーターを使います。(rw,no_root_squash,sync) 

Example 4.4 リモートサーバー（バックアップサーバー）の NFS 設定 

例えば、SSB が IP アドレス 192.168.1.15 からリモートサーバー(バックアップサーバー)に接続し、データ

を/var/backups/SSB ディレクトリに保存する場合は、/etc/exports ファイルに次の行を追加します。 

/var/backups/SSB 192.168.1.15(rw,no_root_squash,sync) 
 

8. リモートサーバー（バックアップサーバー）上で、次のコマンドを実行します。 

exportfs -a 

rpc portmapper と rpc.statd アプリケーションが実行していることを確認してください。 

9. バックアップの e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Sen

d notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Manage

ment]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い場合、SSB の web

インターフェースにアクセスできなくなる可能性があります。この場合、［Maximum number o

f files in notification］を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から

省かれます。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通知

は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに送

信されます。詳細については、「4.6 SSB のシステム監視設定」を参照してください。 
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10. をクリックします。 

11. ログスペースにバックアップポリシーを割り当てます。「4.7.5 データバックアップの作成」を

参照してください。 

4.7.4 コンフィグレーションバックアップの作成 

コンフィグレーションのバックアップを作成するには、バックアップポリシーを SSB の[System 

backup policy]に割り当てます。 

 注釈： 

クライアントマシン（バックアップサーバーではない）に SSBのコンフィグレーションのバックアッ

プを直ぐに作成するには、[Basic Settings]>[System]>[Export configuration]を選択します。

コンフィグレーションのエクスポートは、システム設定とコンフィグレーションファイル（チェンジ

ログを含む）のみ含まれます。システムバックアップはレポートやアラートなどの追加の情報が

含まれます。 

コンフィグレーションを暗号化する詳細については、「4.7.6 GPGでのコンフィグレーションバック

アップの暗号化」を参照してください。 

前提条件： 

この手順を始める前にバックアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細については、「4.7

データとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[System backup]に移動します。 

Figure 4-30 Basic Settings > Management > System backup —システムバックアップ設定 
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2. [System backup policy]フィールドでコンフィグレーションをバックアップするために使用する

バックアップポリシーを選択します。 

3. をクリックします。 

4. オプション手順：直ぐにバックアッププロセスを開始するには、[Backup now]をクリックします。

[Backup now]機能はバックアップポリシーを選択して、コミットした後にのみ作動します。 

4.7.5 データバックアップの作成 

データのバックアップを設定するには、ログスペースにバックアップポリシーを割り当てます。 

 注釈： 

データが SSBのメモリにまだある場合は、リモートサーバーにコピーされません。ディスクに書

き込まれたデータのみコピーされます。 

すべてのデータを確実にバックアップ（例えば、アップグレード前に）させるには、バックアップ

プロセスを開始する前に syslog-ngをシャットダウンします。 

 

 注意： 

syslog-ngとログスペースのサイズに関する統計情報はバックアップされません。その為、デー

タのリストア後、[Basic Settings]>[Dashboard]ページでバックアップ前の syslog-ng とログスペ

ースの統計情報は表示されません。 

前提条件： 

この手順を始める前にバックアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細については、「4.7

データとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

手順： 

1. [Log]>[ Logspaces]の各ログスペースに移動します。 

2. バックアップするログスペースを選択します。 

3. [Backup policy]フィールドでバックアップポリシーを選択します。 

4. をクリックします。 

5. オプション手順：直ぐにバックアッププロセスを開始するには、[Backup]または[Backup ALL]

をクリックします。[Backup]または[Backup ALL]機能はバックアップポリシーを選択して、コミ

ットした後にのみ作動します。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

84/315 

4.7.6 GPGでのコンフィグレーションバックアップの暗号化 

GPG 鍵の公開部分を使用してシステムバックアップ時に SSB のコンフィグレーションファイルを暗

号化できます。SSBのシステムバックアップには他の情報（例、データベース）も含まれていますが、

コンフィグレーションファイルのみ暗号化されます。システムバックアップにはログスペースのデー

タは含まれないことに注意してください。 

コンフィグレーションのバックアップからコンフィグレーションをリストアする詳細については、「16.6 

SSBのコンフィグレーションおよびデータのリストア」を参照してください。 

 注釈： 

GPG で暗号化されたコンフィグレーションを SSB に直接インポートすることはできません。最

初に、ローカルで復号する必要があります。 

前提条件： 

この手順を始める前にバックアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細については、「4.7

データとコンフィグレーションのバックアップ」を参照してください。 

データの暗号化を許可する GPG 鍵が必要です。署名のみに使用できる鍵はコンフィグレーション

の暗号化に使用することはできません。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[System backup]に移動します。 

2. [Encrypt configuration]を選択します。 

3. をクリックします。 

 鍵ファイルをアップロードするには、[参照]をクリックし、GPG 公開鍵が含まれたファイ

ルを選択して[Upload]をクリックします。SSBはバイナリと ASCII形式の両方の GPG鍵

を認識します。 

 クリップボードから鍵をコピーペーストするには、[Key]フィールドにペーストし[Set]をク

リックします。 

4. をクリックします。 

4.8 アーカイブとクリーンアップ 

アーカイブは、SSB から外部ストレージにデータを移動し、クリーンアップは古いファイルを削除
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（消去）します。アーカイブされたデータにアクセスし検索することはできますが、SSB アプライアン

スにリストア（戻す）ことはできません。 

アーカイブとクリーンアップを設定するには、まず、アーカイブ／クリーンアップポリシーを作成する

必要があります。アーカイブ／クリーンアップポリシーでリモートバックアップサーバーのアドレス、

アクセスに使用するプロトコル、およびその他のパラメーターを定義します。SSB はバックアップサ

ーバーへのアクセスに SMB/CIFS、および NFS プロトコルを使用するように設定することができま

す。 

 リモートサーバーにデータをアーカイブしない、クリーンアップポリシーを設定するには、

「4.8.1 クリーンアップポリシーの作成」を参照してください。 

 SMB/CIFS を使用してアーカイブを設定するには、「4.8.2 SMB/CIFS を使用したアーカイブ

ポリシーの作成」を参照してください。 

 NFS を使用してアーカイブを設定するには、「4.8.3 NFS を使用したアーカイブポリシーの作

成」を参照してください。 

 注意： 

データ損失の危機。データがアーカイブされている場合、アーカイブポリシーを削除しないでく

ださい。これにより、既存のアーカイブデータにアクセスできなくなります。 

アーカイブポリシーを作り直さ（つまり、アーカイブポリシーを削除し、同じ名前の異なるパラメ

ーターで作成し）ないでください。これによりデータにアクセスできなくなります。 

接続パラメーターを変更（つまり、ストレージサーバーを移行）する場合は、共有の内容とファ

イルパーミッションが変更されておらず、アーカイブあるいはバックアップタスクが実行されて

いないことを確認してください。 

アーカイブに新しくネットワーク共有を追加するには、以下の手順を実行してください。 

1. 新しい SMB/NFS ネットワーク共有を作成します。 

2. 新しいアーカイブポリシーをこのネットワーク共有に対して作成します。 

3. 新しく定義したアーカイブポリシーを使用してアーカイブするようにログスペースを変更し

ます。 

4. 既存のアーカイブポリシーがアンマウントされていないことを確認します。 

なお、サーバー側のネットワーク共有のサイズを拡張することも安全な対策です。 

各プロトコルは、リモートサーバー上に保存されたファイルに異なるファイルの所有権を割り当て

ます。各プロトコルを使用して作成されたアーカイブファイルの所有者は以下の通りです 

 SMB/CIFS：webインターフェース上のユーザー。 
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 NFS：no-root-squash の root、あるいは nobody。 

 注意： 

SSB はリモートサーバー上に既に存在するファイルの所有権を変更することはできません。 

アーカイブ／クリーンアップポリシーを設定後、アーカイブするログスペースにポリシーを割り当て

ます。詳細については、「4.8.4収集されたデータのアーカイブまたはクリーンアップ」を参照してくだ

さい。 

4.8.1 クリーンアップポリシーの作成 

クリーンアップは、バックアップコピーまたはアーカイブを作成しないで、保持期間(Retention time 

in days)より古いすべてのログファイルを削除します。これらのデータはリカバリ不能で失われます。

このオプションを使用するには注意してください。 

 注釈： 

このポリシーは外部の CIFS または NFS サーバーから既存のアーカイブを削除しません。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Archive/Cleanup policies]セクションで

をクリックして新しいクリーンアップポリシーを作成します。 

2. クリーンアップポリシー名を入力します。 

3. [Start time]フィールドに、クリーンアッププロセスを開始する時刻を HH：MM形式で入力しま

す。（例、23：00） 

4. [Retention time in days]を入力します。この値より古いデータは SSBから削除されます。 

5. [Target settings]ラジオボタンから[Only cleanup, no archiving]を選択します。 

6. クリーンアップのe-mail通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Send 

notification on all events] オ プ シ ョ ン を チ ェ ッ ク し ま す 。 通 知 は [Basic 

Settings]>[Management]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されま

す。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い場合、SSBの webイ

ンターフェースにアクセスできなくなる可能性があります。この場合、[Maximum number of 

files in notification]を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省
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かれます。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通知

は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに送

信されます。詳細については、「4.6 SSB のシステム監視設定」を参照してください。 

7. をクリックします。 

8. クリーンアップするログスペースにクリーンアップポリシーを割り当てます。「4.8.4 収集された

データのアーカイブまたはクリーンアップ」を参照してください。 

4.8.2 SMB/CIFSを使用したアーカイブポリシーの作成 

SMB/CIFS アーカイブ方式は、Server Message Blockプロトコルでターゲットサーバーの共有に接

続します。SMB/CIFS は主に Microsoft Windowsネットワークで使用します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive がサーバーに共有されていて、そのディレクトリが空の場合、ユーザーがバッ

クアップ/アーカイブの共有に archive/ssb1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/ア

ーカイブは失敗します。 

 

 注意： 

CIFS プロトコルを使用して SSB から NetApp デバイスにバックアップおよびアーカイブの作成

を試行すると、次のようなエラーメッセージが表示され、操作が失敗する場合があります。 

/opt/SSB/mnt/14719217504d41370514043/reports/2010": Permission denied (13) '2

010/day/' rsync: failed to set times on. 

この問題を解決するには、以下のいずれかを行います。 

 NetApp デバイスへのアクセスに NFS プロトコルを使用します。 

 SSB と互換性のある CIFS実装（例、Windowsまたは Linux Samba）のバックアップデバイ

スを使用します。 

手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Archive/Cleanup policies]セクションで

をクリックして新しいアーカイブポリシーを作成します。 
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Figure 4-31 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Archive/Cleanup Policies — クリーンアップ/アーカイブ設定 

 

2. アーカイブポリシー名を入力します。 

3. [Start time]フィールドに、アーカイブプロセスを開始する時刻を HH：MM形式で入力します。

（例、23：00） 

4. [Retention time in days]を入力します。この値より古いデータが外部サーバーにアーカイブ

されます。 

 注釈： 

アーカイブされたデータは SSB から削除されます。 

5. [Target settings]ラジオボタンから[SMB/CIFS]を選択します。 

 注釈： 

SSB のバージョン 5.2.0 以降、SSB は SMB2.1 以降のみサポートします。マウントするオ

ペレーティングシステムが SMB2.1 以降をサポートしていることを確認して下さい。さもな

いと、SSB はリモート共有をマウントすることができません。 

6. [Target server]フィールドにリモートサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。 

7. [Username]フィールドにリモートサーバーにログインするのに使用するユーザー名を入力し

ます、[Password]フィールドに対応したパスワードを入力します。anonymous ログインするに

は、ユーザー名に anonymous と入力して、[Password]フィールドは空白にします。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ
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とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

8. [share]フィールドに共有名を入力します。 

SSBはこのディレクトリにサブディレクトリを自動的に作成し、全てのデータを保存します。 

9. [Domain]フィールドにターゲットサーバーのドメイン名を入力します。 

10. アーカイブの e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Send

 notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Manage

ment]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い場合、SSBの webイ

ンターフェースにアクセスできなくなる可能性があります。この場合、[Maximum number of 

files in notification]を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から省

かれます。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通知

は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに送

信されます。詳細については、「4.6 SSB のシステム監視設定」を参照してください。 

11. をクリックします。 

12. アーカイブするログスペースにアーカイブポリシーを割り当てます。「4.8.4 収集されたデータ

のアーカイブまたはクリーンアップ」を参照してください。 

4.8.3 NFSを使用したアーカイブポリシーの作成 

NFS アーカイブ方式は、Network File Share プロトコルでターゲットサーバーの共有ディレクトリに

接続します。 

 注釈： 

バックアップおよびアーカイブポリシーは既存の共有およびサブディレクトリのみに動作しま

す。 

例えば、archive がサーバーに共有されていて、そのディレクトリが空の場合、ユーザーがバッ

クアップ/アーカイブの共有に archive/ssb1（または同様な）を設定した場合、バックアップ/ア

ーカイブは失敗します。 
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手順： 

1. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動し、[Archive/Cleanup policies]セクションで

をクリックして新しいアーカイブポリシーを作成します。 

Figure 4-32 Policies > Backup & Archive/Cleanup > Archive/Cleanup Policies — クリーンアップ/アーカイブ設定 

 

2. アーカイブポリシー名を入力します。 

3. [Start time]フィールドに、アーカイブプロセスを開始する時刻を HH：MM形式で入力します。

（例、23：00） 

4. [Retention time in days]を入力します。この値より古いデータが外部サーバーにアーカイブ

されます。 

 注釈： 

アーカイブされたデータは SSB から削除されます。 

5. [Target settings]ラジオボタンから[NFS]を選択します。 

6. [Export]フィールドに NFSエクスポート名を入力します。 

SSBはこのディレクトリにサブディレクトリを自動的に作成し、全てのデータを保存します。 

7. リモートサーバーでは SSBからの接続を許可するための設定が必要です。 

リモートサーバーの“/etc/exports”ファイルに SSBの設定に対応する行を追加します。この

行は以下のパラメーターを含む必要があります。 
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 SSB のアーカイブポリシーの[Export]フィールドに設定したアーカイブディレクトリのパ

ス。 

 リモートサーバーにアクセスするために使用する SSBのインターフェースの IPアドレス。

SSB のネットワークインターフェースの詳細については、「4.3 ネットワーク設定」を参照

してください。 

 次のパラメーターを使います。(rw,no_root_squash,sync) 

Example 4.5 リモートサーバー（アーカイブサーバー）の NFS 設定 

例えば、SSBが IPアドレス 192.168.1.15 からリモートサーバーに接続し、データを/var/backups/SSB デ

ィレクトリに保存する場合は、/etc/exports ファイルに次の行を追加します。 

/var/backups/SSB 192.168.1.15(rw,no_root_squash,sync) 
 

8. リモートサーバー（アーカイブサーバー）上で、次のコマンドを実行します。 

exportfs -a 

rpc portmapper と rpc.statd アプリケーションが実行していることを確認してください。 

9. アーカイブの e-mail 通知を受信するには、[Send notification on errors only]または[Send

 notification on all events]オプションをチェックします。通知は[Basic Settings]>[Manage

ment]>[Mail settings]で設定した管理者の e-mail アドレスに送信されます。 

e-mail にファイルのリストを含めるには、[Send notification on all events]にチェックして、

[Include file list]オプションを有効にします。ただし、リストが非常に多い場合、SSB の web

インターフェースにアクセスできなくなる可能性があります。この場合、［Maximum number o

f files in notification］を減らして設定します。この数に達した以降のファイル名は通知から

省かれます。 

 注釈： 

この e-mail 通知は、[Alerting & Monitoring]で設定されたものとは異なります。この通知

は管理者の e-mail アドレスに送信されます。アラートはアラート用 e-mail アドレスに送

信されます。詳細については、「4.6 SSB のシステム監視設定」を参照してください。 

10. をクリックします。 

11. アーカイブするログスペースにアーカイブポリシーを割り当てます。「4.8.4 収集されたデータ

のアーカイブまたはクリーンアップ」を参照してください。 
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4.8.4 収集されたデータのアーカイブまたはクリーンアップ 

データのアーカイブ／クリーンアップを設定するには、ログスペースにアーカイブ/アーカイブポリ

シーを割り当てます。 

前提条件： 

この手順を始める前にアーカイブ／クリーンアップポリシーを設定しておく必要があります。詳細に

ついては、「4.8アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

手順： 

1. [Log]>[Logspaces]に移動します。 

2. ログスペースを選択します。 

3. [Archive/Cleanup policy]フィールドで、使用するアーカイブ/クリーンアップポリシーを選択し

ます。 

4. をクリックします。 

5. オプション手順：直ぐにアーカイブあるいはクリーンアッププロセスを開始するには、

[Archive/Cleanup]または[Archive/cleanup ALL]をクリックします。この機能は、対応するポ

リシーが設定された後にのみ作動します。 

5 ユーザー管理とアクセスコントロール 

[AAA]（Authentication, Authorization, and Accounting）メニューは、SSB にアクセスするユーザー

の認証、承認、およびアカウント設定を制御することができます。ここでは、以下のセクションを説

明します。 

 SSBでローカル認証する方法の詳細については、「5.1 SSBのローカルユーザー管理」を参

照してください。 

 外部の LDAP(例、Microsoft Active Directory)データベースを使用してユーザーを認証する

方法の詳細については、「5.4 LDAPデータベースからの SSBユーザー管理」を参照してくだ

さい。 

 外部の RADIUS サーバーを使用してユーザーを認証する方法の詳細については、「5.5 

RADIUSサーバーへのユーザー認証」を参照してください。 
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 ユーザーとユーザーグループの権限を制御する方法の詳細については、「5.6 ユーザー権

限とユーザーグループの管理」を参照してください。 

 SSB の設定変更の履歴を表示する方法の詳細については、「5.7 設定変更のリスト表示と

検索」を参照してください。 

5.1 SSBのローカルユーザー管理 

デフォルトでは、SSB ユーザーは SSB 上でローカルに管理されます。SSB にローカルユーザーを

追加するには、以下の手順をすべて実行する必要があります。 

1. ユーザーの作成。 

ローカルユーザーを作成する方法の詳細については、「5.1.1 SSBローカルユーザーの作成」

を参照してください。 

2. ユーザーのグループ割り当て。 

ユーザーグループを追加する方法の詳細については、「5.3ローカルユーザーグループの管

理」を参照してください。 

3. グループへの権限の割り当て。 

ユーザーグループの権限を制御する方法の詳細については、「5.6 ユーザー権限とユーザ

ーグループの管理」を参照してください。 

5.1.1 SSBローカルユーザーの作成 

ローカルユーザーを作成するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

admin ユーザーはデフォルトで利用可能で、すべての権限を持っています。このユーザーは削

除することはできません。 

LDAP 認証（「5.5 RADIUS サーバーへのユーザー認証」を参照）を使用する場合、ローカルユ

ーザーを管理することはできません。LDAP 認証を有効にした場合、ローカルユーザーのアカ

ウントは無効になり、[AAA]>[Local Users]ページに表示されなくなりますが、削除はされてい

ません。 

ローカルユーザーと一緒に RADIUS 認証を使用する場合、ユーザーは RADIUS サーバーに
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認証され、グループメンバーシップのみ SSB 上でローカルに管理する必要があります。詳細

については、「5.5 RADIUSサーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

手順： 

1. [AAA]>[Local Users]に移動して、 をクリックします。 

Figure 5-1 AAA > Local Users — ローカルユーザーの作成 

 

2. [User]フィールドにユーザー名を入力します。 

 注釈： 

以下の文字はユーザー名に使用することはできません。 

< > ; \ / [ ] : | = , + * ? 

3. [Password]および[Verify password]フィールドにユーザーのパスワードを入力します。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

パスワードの強さは、[Password]フィールドの下に表示されます。パスワード強度ポリシーを

設定するには、「5.2 ローカルユーザーのパスワードポリシー設定」を参照してください。ユー

ザーは、後で SSB の webインターフェースからパスワードを変更することができます。 

4. [Groups]セクションで をクリックし、ユーザーがメンバーになるグループを選択します。複

数のグループにユーザーを追加するには、この手順を繰り返します。 

後で、ローカルユーザーのグループメンバーシップを変更するには、ここで行います。 

グループからユーザーを削除するには、グループの横の をクリックします。 

5. をクリックします。 

5.1.2 SSBローカルユーザーの削除 

SSBからローカルユーザーを削除するには、以下の手順を実行します。 
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手順： 

1. [AAA]>[Local Users]に移動します。 

2. 削除するユーザーを見つけます。 

3. ユーザー横（画面の右端）の をクリックします。 

4. をクリックします。 

5.2 ローカルユーザーのパスワードポリシー設定 

SSB は、最小のパスワード強度およびパスワードの有効期限を強制するためにパスワードポリシ

ーを使用できます。パスワードポリシーは、組込みの admin および root ユーザーを含む、ローカ

ルで管理されるユーザーにのみ適用されます。LDAP データベースで管理されるユーザー、ある

いは RADIUS サーバーへのユーザー認証では有効にはなりません。 

パスワードポリシーを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Settings]に移動します。 

Figure 5-2 AAA > Settings — パスワードポリシー設定 

 

2. [Authentication method]が[Password provided by database]に、[User database]が[Local]

に設定されていることを確認します。 
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 注釈： 

これらの設定が異なる（例、LDAP や RADIUS）場合、SSB はローカルでパスワードを管

理するように設定されません。ただし、admin および root ユーザーのパスワードは SSB

でローカルに管理されます。 

3. [Password expiration]フィールドにパスワード有効期限を入力します。この期限を過ぎると、

SSB ユーザーはパスワードを変更する必要があります。パスワードの期限を無効にするに

は、0を入力します。 

4. パスワードの再使用（例えば、ユーザーが 2 つのパスワードを使用して、新しいパスワード

に変更する代わりに、2 つのパスワードを切り替えるのみ）を防ぐには、 [Number of 

passwords to remember]フィールドに、ユーザーが古いパスワードを再使用する前に、使用

する必要のある異なるパスワード数を設定します。 

5. 強力なパスワードの使用を強制するには、[Minimal password strength]フィールドから、パス

ワードの複雑さのレベルを選択します。パスワードの強さは、[Password]フィールドの下に

表示されます。 

 注釈： 

パスワードの強度はエントロピー（長さのみではなく、数値、大文字や特殊文字のさまざ

まな使用）によって決定されます。強力なパスワードは最低でも 12文字の、大文字小文

字、数値、特殊文字を含める必要があります。 

弱いパスワードを見つけるために、いくつかの簡単な辞書ベース攻撃を実行するには、

[Cracklib (eg. dictionary) check on password]を[Enabled]に設定します。 

6. をクリックします。 

 注釈： 

パスワードの強度を上げた場合、既存のパスワードが弱いユーザーは、次のログイン

時にパスワードを変更するように強制されます。新しいパスワードはパスワードポリシー

が要求する強度に応じて設定する必要があります。 

5.3 ローカルユーザーグループの管理 

ローカルグループを使用して SSB のローカルユーザーの権限（だれが何を閲覧でき、何を設定で

きるなど）を制御することができます。また、グループは、利用可能な共有フォルダのログファイル

へのアクセス制御にも使用することができます。詳細については、「8.7 ネットワーク経由でのログ

ファイルのアクセス」を参照してください。 
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組込みグループの詳細については、「5.6.5 SSBの組込みユーザーグループ」を参照してください。 

[AAA]>[Group Management]ページを使用して、以下のことを行えます。 

 新しいユーザーグループの作成。 

 特定のユーザーグループに属するユーザーの表示。 

 グループメンバーシップの修正。 

新しいグループを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Group Management]に移動し、 をクリックします。 

Figure 5-3 AAA > Group Management — グループ管理 

 

2. グループ名を入力します。 

3. グループに属するユーザー名を入力します。さらにユーザーを追加するには をクリックし

ます。 

4. をクリックします。 

ユーザーグループを追加した後、次のステップは権限を割り当てることです。詳細について

は、「5.6.1 SSBの webインターフェースのユーザーグループへの権限の割り当て」を参照し

てください。 
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5.4 LDAPデータベースからの SSBユーザー管理 

SSBの webユーザーインターフェースは、既存のインフラストラクチャと SSBの連携を簡単にする

ために、外部の LDAP データベースにユーザー認証することができます。複数の LDAP サーバー

を指定することもできます。最初のサーバーが利用できない場合、SSBは二番目のサーバーへの

接続を試みます。 

ローカルで管理されるユーザーと同様に、グループを使用して、利用可能な共有フォルダのログフ

ァイルへのアクセスを制御します。詳細については、「8.7 ネットワーク経由でのログファイルのアク

セス」を参照してください。 

LDAP 認証を有効にするには、次の手順を実行します。 

 注釈： 

admin ユーザーはデフォルトで有効で、すべての権限を持っています。このユーザーは削除す

ることはできません。 

admin ユーザーは LDAP 認証を使用している場合でも SSB にログインできます。 

LDAP認証を有効にすると、自動的に adminを除くすべてのローカルユーザーのアクセスは無

効になります。 

SSBは win2000以前のスタイルとWin2003スタイル（ユーザープリンシパル名）のアカウント名

の両方を認証します。ユーザープリンシパル名(UPN)はユーザー名、アット‘@’とドメイン名で

構成されます。（例、administrator@example.com） 

次の文字はユーザー名とグループ名に使用することはできません。 

< > \ / [ ] : ; | = , + * ) ? @ " 

LDAP ユーザーと一緒に RADIUS 認証を使用する場合、ユーザーは RADIUS サーバーに認

証され、グループメンバーシップのみ LDAP で管理する必要があります。詳細については、「5.

5 RADIUS サーバーへのユーザー認証」を参照してください。 

 

 注意： 

ユーザーは最大で 10,000グループに属することができますが、それ以上のグループでは無視

されます。 

 

 注意： 

デフォルトでは、SSB は LDAP サーバーに問い合わせする時、ネストされたグループを使用し

ます。ネストされたグループは Microsoft Active Directory のユーザーを認証する時に最も有

益ですが、LDAP のツリーが非常に大きい場合、問い合わせが遅くなり接続がタイムアウトす
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る可能性があります。その場合、[Enable nested groups]オプションを無効にしてください。 

手順： 

1. [AAA]>[Settings]>[Authentication settings]に移動します。 

2. [LDAP]オプションにチェックし、LDAP サーバーのパラメーターを入力します。 

Figure 5-4 AAA > Settings > Authentication settings — LDAP 認証設定 

 

a. [Server Address]フィールドに LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名、およびポ

ートを入力します。SSB と LDAP サーバー間の通信を暗号化するには、ポート番号に、

SSL/TLSの場合は 636、STARTTLS の場合は 389を入力します。 

複数のサーバーを追加するには をクリックし、次のサーバーのアドレスを入力します。

サーバーに到達不能の場合は、SSB はフェールオーバー機能により、リストの次のサ

ーバーに接続を試みます。 

 注意： 

LDAP サーバーの接続に証明書認証で TLS 暗号化を使用する場合、[Server Ad

dress]フィールドには、完全なドメイン名（例、ldap.example.com）を使用してくださ
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い。そうしないと、証明書認証に失敗します。LDAP サーバーの名前は証明書のコ

モンネームに表示されている必要があります。 

b. [Base DN]フィールドに問い合わせの基に使用する DN（識別名）の名前を入力します。

（例、DC=demodomain,DC=exampleinc） 

c. [Bind DN]フィールドに SSB がデータベースにアクセスする前にバインドする必要のあ

る DN（識別名）の名前を入力します。（例、CN=Administrator,CN=Users,DC=demodom

ain,DC=exampleinc） 

 注釈： 

SSB は win2000 以前のスタイルと Win2003 スタイルアカウント名（ユーザープリン

シパル名）の両方を認証します。（例、administrator@example.com） 

 

 注釈： 

bind DN は CNを要求するため、sAMAccountName は使用しないでください。 

d. [Bind Password]フィールドに LDAP サーバーへのバインドに必要なパスワードを入力

します。 

 注釈： 

SSBは 150文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用す

ることができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

e. [Type]フィールドで LDAP サーバーのタイプをチェックします。Microsoft Active 

Directoryサーバーに接続するには[Active Directory]に、あるいは POSIX LDAP スキ

ームを使用してサーバーに接続するには[Posix]を選択します。 

3. SSB と LDAP サーバー間の通信を暗号化する場合、[Encryption]フィールドで[SSL/TLS]ま

たは[STARTTLS]を選択し、次の手順を実行します。 

 注釈： 

Microsoft Active Directory への TLS 暗号化接続は Windows2003 以降のプラットフォー

ムにのみサポートしています。Windows2000 サーバーではサポートしていません。 

 SSBにサーバー証明書を認証させる場合、[Only accept certificates authenticated by 

the specified CA certificate]にチェックして、[CA X.509 certificate]フィールドの アイ

コンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

[参照]をクリックし、LDAP サーバーの証明書を発行した認証局(CA)の証明書を選択し
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て[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste]フィールドに証明書をペーストして

[Set]をクリックします。 

SSBはサーバーの証明書を認証するのに、この CA証明書を使用します。認証に失敗

した場合、接続を拒否します。 

 注意： 

LDAP サーバーの接続に証明書認証で TLS 暗号化を使用する場合、[Server Ad

dress]フィールドには、完全なドメイン名（例、ldap.example.com）を使用してくださ

い。さもないと、証明書認証に失敗します。LDAP サーバーの名前は証明書のコモ

ンネームに表示されている必要があります。 

 LDAP サーバーが相互認証を必要とする場合、つまり、LDAP サーバーは SSB に証明

書を要求します。[Authenticate as client]を有効にします。SSBの証明書を生成して署

名します。それから、[Client X.509 certificate]フィールドの アイコンをクリックし、証

明書をアップロードします。次に[Client key]フィールドの アイコンをクリックし、証明

書に対応した秘密鍵をアップロードします。 

SSB は PEM(RSA と DSA)、PUTTY、および SSHCOM/Tectia 形式の秘密鍵を認証します。

パスワードで保護された秘密鍵もサポートしています。 

 2048ビットの RSAキー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

 公開鍵のフィンガープリントの作成には、SHA-256 ハッシュアルゴリズム（あるいはそ

れ以上）を使用することを推奨します 

4. オプション手順：LDAP サーバーがカスタム POSIX LDAPスキームを使用する場合は、どの

LDAP 属性にユーザー名を格納するか、あるいはグループメンバーシップを設定する属性を

設定する必要があります。例えば、LDAPスキームがユーザー名を格納するために uid属性

を使用しない場合、[Username (userid) attribute name]オプションを設定します。[POSIX 

group membership attribute name]および [GroupOfUniqueNames membership attribute 

name]オプションを使用して、グループメンバーシップ属性をカスタマイズすることができます。 

5. をクリックします。 

 注釈： 

また、SSB、あるいは LDAP サーバーでユーザーグループを設定する必要があります。

ユーザーグループの使用の詳細については、「5.6.4 ユーザーグループの使用方法」を

参照してください。 

6. ［Test］をクリックして、接続をテストします。SSL 暗号化接続テストは現在サポートされてい



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

102/315 

ません。 

5.5 RADIUSサーバーへのユーザー認証 

SSBは外部の RADIUSサーバーにユーザー認証することができます。ユーザーのグループメンバ

ーシップは SSBのローカルまたは LDAPデータベースのどちらかで管理する必要があります。 

 注意： 

チャレンジレスポンス認証方式は、現在サポートしていません。他の認証方式（例、パスワー

ド、SecureID）は動作します。 

SSBユーザーを RADIUSサーバーで認証させるには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Settings]に移動します。 

Figure 5-5 AAA > Settings —RADIUS 認証設定 

 

2. [Authentication method]で[RADIUS]を選択します。 

3. [Address]フィールドに RADIUS サーバーの IPアドレスまたはドメイン名を入力します。 

4. [Shared secret]フィールドに SSB がサーバーにアクセスするのに使用するパスワードを入

力します。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

5. さらに RADIUSサーバーを追加するには、 をクリックして手順 2-4を繰り返します。 
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複数のサーバーを追加するには、この手順を繰り返します。サーバーに到達不能の場合は、

SSBはフェールオーバー機能により、リストの次のサーバーに接続を試みます。 

6. ローカルに管理されたユーザーアカウントで RADIUS 認証を設定する場合、以下の手順を

実行します。 

a. [Password expiration]に 0を設定します。 

b. [Number of passwords to remember]に 0を設定します。 

c. [Minimal password strength]を無効に設定します。 

d. [Cracklib check on password]を無効に設定します。 

7.  

 注意： 

をクリックすると、SSB のユーザーインターフェースは RADIUS サーバーへの

認証に成功した後のみ使用できます。RADIUS サーバーにアクセス不能な場合でも、

SSB のデフォルトの admin アカウントは正常にログインできることに注意してください。 

をクリックします。 

5.6 ユーザー権限とユーザーグループの管理 

SSB では、ユーザー権限をユーザーグループに割り当てることができます。SSB はデフォルトで、

いくつものユーザーグループが定義されていますが、カスタムユーザーグループを定義することも

できます。全てのグループには権限（SSB の web インターフェースのページにアクセスできるか、

およびそれらのページを表示（読み取り）のみ、または修正（読み取りと書き込み／実行）、あるい

は特定の操作も実行できるかどうか）が設定されます。 
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Figure 5-6 AAA > Access Control — SSB ユーザーの管理 

 

 注釈： 

すべてのグループは、各ページに対して読み取り、または読み取りと書き込み/実行の権限を

持ちます。 

 ユーザーグループに権限を割り当てる方法の詳細については、「5.6.1SSB の web インター

フェースのユーザーグループへの権限の割り当て」を参照してください。 

 既存のグループを修正する方法の詳細については、「5.6.2 グループ権限の変更」を参照し

てください。 

 特定の権限を持つユーザーグループを検索する方法の詳細については、「5.6.3 特定のユ

ーザーグループの検索」を参照してください。 

 ユーザーグループを使用するヒントについては、「5.6.4 ユーザーグループの使用方法」を参

照してください。 

 組込みのユーザーグループの権限に関しての詳細な説明については、「5.6.5 SSB の組込

みユーザーグループ」を参照してください。 

admin ユーザーはデフォルトで利用可能で、共有ログスペースにリモートアクセスできないことを除

いて、すべての権限を持ちます。このユーザーを削除することはできません。 

5.6.1 SSB の web インターフェースのユーザーグループへの権限の割り
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当て 

新しいグループに権限を割り当てるには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Access Control]に移動し、 をクリックします。 

2. ユーザーグループ名を入力します。オートコンプリート機能により、ユーザーグループ名の

入力を開始すると、グループの候補が表示されます。 

3. グループ名の横の をクリックします。利用可能な権限のリストが表示されます。 

4. グループに、アクセスする権限（SSB のインターフェースのページ）を選択し、[Save]をクリッ

クします。 

 注釈： 

SSB のコンフィグレーションをエクスポートするには、[Export configuration]権限が必要

です。 

SSB のコンフィグレーションをインポートするには、[Import configuration]権限が必要で

す。 

ファームウェアを更新し、アクティブなファームウェアを設定するには、 [Basic 

settings]>[System]権限が必要です。 

5. [Type]フィールドから、アクセスタイプ（読み取りまたは読み取りと書き込み）を選択します。 

6. をクリックします。 

5.6.2 グループ権限の変更 

既存のグループの権限を変更するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [AAA]>[Access Control]に移動します。 

2. 変更するグループ名の横の をクリックします。利用可能な権限のリストが表示され

ます。 

3. グループに、アクセスする権限（SSB のインターフェースのページ）を選択し、[Save]をクリ

ックします。 
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Figure 5-7 AAA > Access Control > Edit — グループ権限の修正 

 

 注意： 

[AAA]ページで、ユーザーに[Search]権限を割り当てると、特定のログスペースで

[Access Control]オプションに入力されているグループのメンバーではなくても、す

べてのログスペースへの検索とアクセスが許可されます 

4. [Type]フィールドから、アクセスタイプ（読み取りまたは読み取りと書き込み）を選択します 

5. をクリックします。 

5.6.3 特定のユーザーグループの検索 

[AAA]>[Access Control]ページの[Filter ACLs]セクションでは、ユーザーグループの名前と権限を

検索するための、簡単な検索とフィルタリングのインターフェースを提供します。 

Figure 5-8 AAA > Access Control — 特定のユーザーグループの検索 
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 特定の文字で始まるユーザーグループを選択するには、[Group]フィールドにグループ名の

先頭の文字を入力し、コンプリート機能で候補を指定します。[Search]をクリックします。 

 特定の権限を持つユーザーグループを選択するには、 をクリックし権限を選択しま

す。[Search]をクリックします。 

 読み取りまたは書き込みアクスセス権をフィルターするには、[Type]オプションを使用します。 

5.6.4 ユーザーグループの使用方法 

SSBユーザーを管理する方法によってユーザーグループ名を設定します。 

 ローカルユーザー：ローカルユーザーのみを使用する場合、[AAA]>[Group Management]ペ

ージでユーザーグループを作成または変更し、[AAA]>[Access Control]ページで権限の割

り当てまたは変更して、[AAA]>[Local Users]または[AAA]>[Group Management]ページでグ

ループにユーザーを追加します。 

 LDAP ユーザーと LDAP グループ：LDAP でユーザーを管理し、SSBユーザーをグループ化

する方法にマッチした LDAP グループも持っている場合、[AAA]>[Access Control]ページで

ユーザーグループを作成または変更し、LDAPグループと SSBユーザーグループの名前が

同じであることを確認します。例えば、admins LDAPグループのメンバーが SSBで使用でき

るようにするには、[AAA]>[Access Control]ページで admins というユーザーグループを作成

して、必要に応じてグループの権限を編集します。 

 注意： 

ユーザーは最大で 10,000 グループに属することができますが、それ以上のグループで

は無視されます。 

 RADIUS ユーザーとローカルグループ：RADIUS でユーザーを管理する場合、LDAP でグル

ープを作成することはできません。[AAA]>[Access Control]ページでローカルグループを作

成し、[AAA]>[Group Management]ページで、これらのグループに RADIUS ユーザーを追加

します。 

5.6.5 SSBの組込みユーザーグループ 

SSB には、デフォルトで以下のユーザーグループが定義されています。これらのユーザーグルー

プは適宜、変更および削除することができます。 

 注意： 
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SSB の Web インターフェースで LDAP 認証を使用してデフォルトのユーザーグループを使用

する場合は、LDAP データベースにこれらのグループを作成して、ユーザーを割り当てる必要

があります。ユーザーグループの使用の詳細については「5.6.4 ユーザーグループの使用方

法」を参照してください。 

 basic-view：SSB のシステムログを含む[Basic Settings]メニューの設定を表示します。この

グループのメンバーは[Troubleshooting]ページのコマンドも実行することができます。 

 basic-write：[Basic Settings]メニューの設定を変更します。このグループのメンバーはホス

トとして SSBを管理できます。 

 auth-view：[AAA]メニューで SSB 管理者、設定されたユーザーグループの名前や権限、お

よび認証設定を表示します。このグループのメンバーは設定変更の履歴も表示することが

できます。 

 auth-write：認証設定を変更し、ユーザーとユーザーグループを管理します。 

 注意： 

[auth-write]グループ、あるいは[AAA]メニューに書き込み権限をもつ他のグループのメ

ンバーは SSB のシステム管理者と本質的に同等です。なぜなら、そのメンバーは自身

にどんな権限も付与することができるからです。権限が限られるユーザーは、そのよう

な特権を持つべきではありません。 

[AAA]メニューに書き込み権限を持つユーザーが、自身に新しい権限を付与（例えば、

新しいグループにグループメンバーシップを付与する）した場合、新しい権限を有効に

するために SSB の web インターフェースに再ログインする必要があります。 

 search：[Search]メニューでさまざまなログとアラートを閲覧およびダウンロードします。 

 注釈： 

admin ユーザーはデフォルトでこのグループのメンバーではないので、共有ログス

ペースへのリモートアクセスはできません。 

 changelog：[AAA]>[Accounting]メニューで SSB 設定変更履歴を表示します。 

 report：[Reports]メニューで、レポートを閲覧、作成および管理し、レポートに統計情報に基

づくチャプターを追加します。 

 注釈： 

ユーザーがレポートに含めることができる、統計情報に基づくチャプターとレポートを正

確に制御するには、[Use static subchapters]権限を使用します。 
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 policies-view：[Policies]メニューでポリシーと設定を表示します。 

 policies-write：[Policies]メニューでポリシーと設定を変更します。 

 注意： 

このグループのメンバーは、SSB に保存されたログを共有ネットワークドライブとして利

用可能にすることができます。暗号化されていないログファイルの場合には、機密デー

タへアクセスされる可能性があります。 

 log-view：[Log]メニューで、ログ設定を表示します。 

 log-write：[Log]メニューで、ログ設定を変更します。 

5.7 設定変更のリスト表示と検索 

SSB はすべての設定変更の履歴を自動的にとります。変更履歴を表示するには、

[AAA]>[Accounting]を選択します。変更はログメッセージのように構成され、SSB の検索インター

フェース（詳細については、「12 ログメッセージの検索」を参照してください）のように参照と検索す

ることができます。 

以下の情報が、各変更に関して表示されます。 

Figure 5-9 AAA > Accounting — 設定変更の閲覧 

 

 Timestamp：変更日付。 

 Author：SSBの設定を変更した管理者のユーザー名。 
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 Page：変更されたメニュー項目。 

 Field name：変更されたフィールドまたはオプションの名前。 

 New value：設定パラメーターの新しい値。 

 Message：管理者が提示した変更ログまたはコミットログ。このフィールドは、[Require 

commit log]オプションが有効な場合のみ利用可能です。 

 Old value：設定パラメーターの古い値。 

 Swap：ページでオブジェクトの順序が変更された場合に表示します。(例えば、ログパスの

順番など)。 

すべての設定変更の説明を記述させるように管理者に要求するには、[AAA]>[Settings]>[Accoun

ting settings]に移動し、[Require commit log]オプションをチェックします。 

6 SSBの管理 

以下のセクションでは、SSBの基本的な管理作業について説明します。 

 基本的な管理作業（シャットダウンとリブート、トラフィックの無効化）については、「6.1 SSB

の制御 – リブート、シャットダウン」を参照してください。 

 HA クラスターの管理については、「6.2 HA SSB クラスターの管理」を参照してください。 

 SSBのアップグレードする方法については、「6.3 SSBのアップグレード」を参照してください。 

 コンソールと SSH 経由で SSB にアクセスする方法については、「6.4 SSB のコンソールアク

セス」を参照してください。 

 シールドモード（リモートホストからの基本的な設定変更を無効にする）の有効化については、

「6.5 シールドモード」を参照してください。 

 アウトバンド(IPMI)インターフェースの設定の詳細については、「6.6 SSBのアウトバンド管理」

を参照してください。 

 SSBで使用する証明書の管理については、「6.7 SSBで使用する証明書の管理」を参照して

ください。 

 ホストリストポリシーを作成する方法については、「6.8 ホストリストポリシーの作成」を参照し

てください。 
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6.1 SSBの制御 – リブート、シャットダウン 

SSBをリブートまたはシャットダウンするには、[Basic Settings]>[System]>[System control]>[This 

node]に移動し、それぞれの実行ボタンをクリックします。[Other node]は HA SSB クラスターのス

レーブノードを指しています。HA クラスターの詳細については「6.2 HA SSB クラスターの管理」を

参照してください。 

 注意： 

 クラスターのノードをリブートする時は、不要なテークオーバーを避けるため、先に他の

（スレーブ）ノードをリブートします。 

 クラスターのノードをシャットダウンする時は、先に他の（スレーブ）ノードをシャットダウン

します。ノードの電源を入れるときは、不要なテークオーバーを避けるため、先にマスタ

ーノードを起動します。 

 両方のノードが稼働している時は、ノード間の接続を切断するのを避けてください。イー

サーネットケーブルを抜いたり、ノード間のスイッチまたはルーター（存在する場合）をリブ

ートしたり、SSB の HA インターフェースを無効にしないでください。 

Figure 6-1 Basic Settings > System > System Control — 基本管理の実行 

 

 注釈： 

SSB のインターフェースへの web セッションは恒久的で、SSB のリブート後もオープン状態を

維持しているので、リブート後に再ログインする必要はありません。 

6.2 HA SSB クラスターの管理 

HA（High availability）クラスターのノードは、建物、都市、さらには大陸間のように、長距離にまた

がることができます。HA クラスターのゴールは立地条件に依存しない、フェールオーバー、および

リカバリを提供することで、企業の事業継続をサポートすることです。 

HA クラスターをセットアップするには、HAモードで同一構成の 2つの SSBユニットを接続します。

プライマリ-セカンダリ(アクティブ-バックアップ、またはマスター-スレーブ)ノードのペアが作成され

ます。プライマリノードの機能が停止した場合、セカンダリノードがプライマリノードの機能を引き継

ぎ（テークオーバー）ます。これにより、SSBサーバーへ継続的にアクセス可能になります。 

 注釈： 

管理インターフェースと HA モードを一緒に使用するには、両方の SSB ノードの管理インター
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フェースをネットワークに接続します。そうしないと、テークオーバーが発生した場合に、SSB

にリモートアクセスできなくなります。 

プライマリノードは HAネットワークインターフェース（SSBアプライアンスの 4または HAとラベルさ

れた）を使用してセカンダリノードとすべてのデータを共有します。プライマリとセカンダリノードの

ディスクは HA サポートが正常に動作するために同期されている必要があります。稼働中のノード

間の接続が切断（イーサーネットケーブルを抜いたり、ノード間のスイッチまたはルーターをリブートし

たり、SSB の HA インターフェースを無効にする）されると、データ同期ができなくなり強制的にセカン

ダリノードがアクティブになります。これはデータ損失につながります。このような問題を解決し、

SSB クラスターをリカバリする方法については、「16.5 SSB クラスターのトラブルシューティング」を

参照してください。 

 注釈： 

HA 機能は物理 SSB ユニット用に設計されています。SSB を仮想環境で使用する場合は、代

わりに仮想化サービスで提供されているフォールバック機能を使用してください。 

バーチャル SSB アプライアンス、あるいは HA ライセンスオプションがない物理 SSB アプライ

アンスの場合、[Basic Settings]>[High Availability]メニュー項目は表示されません。 

[Basic Settings]>[High Availability]ページでは、HA クラスターおよび、そのノードに関する情報を

提供しています。 

Figure 6-2  Basic Settings > High Availability — HA クラスターの管理 
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以下の情報がクラスターについて利用可能です。 

 Status：SSB ノードが互いを正常に認識しているか、HA モードで動作するように設定されて

いるかどうかを表示します。 

各 HA ステータスの詳細については、「16.5.1 SSB クラスターのステータスの理解」を参照し

てください。 

 Current master：ノードの HAインターフェース（4または HA）の MACアドレス。 

 HA UUID：HA クラスターの一意な識別子。HA モードでのみ利用可能です。 

 DRBD status：SSB ノードが互いを正常に認識しているか、HA モードで動作するように設定

されているかどうかを表示します。 

各DRBDステータスの詳細については、「16.5.1 SSBクラスターのステータスの理解」を参照

してください。 

 DRBD sync rate limit：マスターとスレーブノード間の最大許容同期速度です。 

DRBD 同期レート制限に関する詳細については、「6.2.1 同期速度の変更」を参照してくださ

い。 

アクティブ（プライマリ）ノードは[This node]とラベルされていて、このユニットは着信したログメッセ

ージを受信し、web インターフェースを提供します。[Other node]とラベルされた SSB ユニットは、

プライマリノードが使用不能になった場合にアクティブになるセカンダリノードです。 

以下の情報が各ノードについて利用可能です。 

 Node ID：物理マシンの UUID(universally unique identifier)です。 

 注釈： 

下位互換のため、アップグレードした場合、[Node ID]はノードの HA インターフェースの

MAC アドレスになります。 

SSB クラスターでは、両ノードの IDが SSBの内部ログメッセージに含まれます。 

 Node HA state：SSB ノードが互いを正常に認識しているか、HA モードで動作するように設

定されているかどうかを表示します。 

各 HA ステータスの詳細については、「16.5.1 SSB クラスターのステータスの理解」を参照し

てください。 

 Node HA UUID：クラスターの一意な識別子。ソフト的に生成された識別子です。HAモードで
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のみ利用可能です。 

 DRBD status：ノード間のデータ同期のステータスです。詳細については、「16.5.1 SSB クラ

スターのステータスの理解」を参照してください。 

 RAID status：ノードの RAIDデバイスのステータスです。 

 Boot firmware version：boot ファームウェアのバージョン番号です。 

ブートファームに関する情報の詳細については、「2.8 SSBのファームウェア」を参照してくだ

さい。 

 HA link speed：マスターとスレーブノード間の最大許容同期速度です。HA リンク速度は

[DRBD sync rate limit]を上回る必要があります。そうしないと、web UI は応答しなくなり、デ

ータ損失が発生する可能性があります。 

サポートから特に指定がない限り、このフィールドは[Auto negotiation]のままにしておいてく

ださい。 

 Interfaces for Heartbeat：この仮想インターフェースはもう一方のノードが、まだ利用可能で

あることを検知するためにのみ使用されます。このインターフェースはノード間のデータ同期

には使用されません（ハートビートメッセージのみ転送します）。 

冗長ハートビートインターフェースの設定の詳細については、「6.2.3 冗長ハートビートインタ

ーフェース」を参照してください。 

 HA (Fix current)：HA インターフェースの IPアドレスです。[Fix current]をクリックすると IPア

ドレスが永続的に設定されます。自動設定がいくつかの理由により正常に機能しない場合、

あるいは動作が遅い場合に有効です。 

 注釈： 

両方のクラスターノードが同時に起動すると、1.2.4.1 の HA IP アドレスを持つノードがマ

スターノードになります。 

 Next hop monitoring：ICMP エコー(ping)メッセージを使用してプライマリとセカンダリノードの

両方から継続的に監視するための IP アドレス（通常はネクストホップルーター）です。監視

対象のアドレスのいずれかに、セカンダリノードから到達可能である間にプライマリノードか

ら到達不能になった（言い換えれば、より多くの監視されたアドレスにセカンダリノードから

到達可能な）場合、それは、プライマリノードが到達不能であるとみなされ、たとえプライマリ

ノードの他の状態が機能していても強制的にテークオーバーが発生します。 

ネクストホップ監視の設定に関する詳細については、「6.2.4 ネクストホップルータの監視」を
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参照してください。 

HA クラスターでは、以下の設定と管理オプションが利用可能です。 

 HA クラスターのセットアップ：HA クラスターをセットアップする方法の詳細については、

syslog-ng Store Box 6 LTS インストールガイドの「3.2 2つの SSBを HA 構成でセットアップ

する」を参照してください。 

 DRBD(マスター-スレーブ)同期速度の調整：DRBD の同期レートの制限を変更することがで

きます。 

DRBD 同期スピードの設定に関する詳細については、「6.2.1 同期速度の変更」を参照してく

ださい。 

 非同期データレプリケーションの有効：[DRBD asynchronous mode]オプションを使用して、

マスターとスレーブノード間の非同期データレプリケーションを有効にすることができ、高ネッ

トワークレイテンシーと HAのバーストを補うことができます。 

非同期データレプリケーションの設定に関する詳細については、「6.2.2 非同期データレプリ

ケーション」を参照してください。 

 冗長ハートビートインターフェース設定：もう一方のノードの可用性を監視するのに、各 HAノ

ードに仮想インターフェースを設定できます。 

冗長ハードビートインテ―フェースの設定に関する詳細については、「6.2.3冗長ハートビート

インターフェース」を参照してください。 

 ネクストホップ監視設定：ICMP エコー(ping)メッセージを使用してプライマリとセカンダリノー

ドの両方から継続的に監視するための IP アドレス（通常はネクストホップルーター）を設定

することができます。監視対象のアドレスのいずれかに、セカンダリノードから到達可能であ

る間にプライマリノードから到達不能になった（言い換えれば、より多くの監視されたアドレス

にセカンダリノードから到達可能な）場合、それは、プライマリノードが到達不能であるとみな

され、たとえプライマリノードの他の状態が機能していても強制的にテークオーバーが発生

します。 

ネクストホップ監視の設定に関する詳細については、「6.2.4 ネクストホップルータの監視」を

参照してください。 

 HA クラスターのリブート：両方のノードをリブートするには、[Reboot Cluster]をクリックします。

テークオーバーを防ぐために、トークンがセカンダリノードに置かれます。トークンが存在し

ている間、セカンダリノードは、プライマリノードが最初にブートすることを確認するまでブー

トプロセスを停止します。プライマリが起動後、プライマリがセカンダリノードからトークンを削

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
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除してブートプロセスを継続させます。 

プライマリノードの再起動後にセカンダリノードにまだトークンが残っている場合は、

[Unblock Slave Node]ボタンが表示されます。ボタンをクリックするとトークンが削除されセカ

ンダリノードがリブートします。 

 ノードのリブート：選択したノードをリブートします。 

クラスターのノードをリブートする時は、不要なテークオーバーを避けるため、先に他の（スレーブ）

ノードをリブートします。 

 ノードのシャットダウン：選択したノードを強制的にシャットダウンします。 

クラスターのノードをシャットダウンする時は、先に他の（スレーブ）ノードをシャットダウンします。

ノードの電源を入れるときは、不要なテークオーバーを避けるため、先にプライマリノードを起動

します。 

 手動テークオーバー：もう一方のノードをアクティブにして、現在アクティブなノードを無効に

するには[Activate slave]をクリックします。 

セカンダリノードをアクティブにすると、SSB のすべての接続が終了し、データ損失につなが

ります。セカンダリノードは約 60 秒後にアクティブになり、その間、SSB は着信メッセージを

受信できません。このような場合に、データ損失を防ぐのには、syslog-ngクライアントおよび

リレーでディスクバッファを有効にします。 

6.2.1 同期速度の変更 

2 つの SSB ユニットを HA モードで動作させる場合、すべての着信データはマスター(アクティブ)ノ

ードからスレーブ（パッシブ）ノードにコピーされます。データが同期されるまでシステムリソースは

大量に消費されるので、同期速度の最大値はデフォルトで 10Mbps に制限されています。しかしな

がら、これは大容量のデータの同期には非常に長い時間がかかることを意味します。例えば、シ

ングルノードを HA クラスターに変換した後でディスクを同期する場合など、特定の状況下で同期

スピードを上げることは有効です。 

[Basic Settings]>[High Availability]>[DRBD status]フィールドは、最新のデータ（SSB のコンフィグ

レーション、ログファイルなど）が両 SSB ノードで利用可能どうかを示しています。各ステータスの

詳細については、「16.5.1 SSB クラスターのステータスの理解」を参照してください。 

同期レートの設定は慎重に行ってください。SSB の負荷が高い場合、高くすることは推奨しません。

同期プロセスにより使用されるリソースが増加し SSB の一般的なパフォーマンスが低下するから
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です。一方、HA リンクスピードは着信するログのスピードを上回る必要があります。さもないと、

webインターフェースは応答しなくなり、データロスが発生する可能性があります。 

高バーストが発生する場合、非同期データレプリケーションに切り替えることを検討してください。 

6.2.2 非同期データレプリケーション 

HA SSB クラスターが、高レイテンシー環境下、あるいは高負荷で動作している場合、動作が遅く

なることや、レイテンシー、あるいはパケット損失のリスクがあります。これに対応するには、非同

期データレプリケーションを使用してレイテンシーを補うことができます。 

非同期データレプリケーションは、プライマリノードのローカルの書き込みの操作が、ローカルディ

スクへの書き込みが終了し、レプリケーションパケットがローカルの TCP 送信バッファに書き込ん

だ時に、完了したと見なされる方法です。アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えず、ネッ

トワークレイテンシーを許容し、物理的に離れたストレージノードの使用を可能にします。ただし、

データは、ローカルの応答確認後にリプリケートされるので、リモートのストレージノードとは僅か

に同期しません。プライマリデータセンターのローカルノードが故障した場合、データ損失が発生し

ます。 

非同期データレプリケーションに切り替えるには、[Basic Settings]>[High Availability]に移動し、

[DRBD asynchronous mode]を有効にします。変更を有効にするためにクラスターを（[Reboot 

cluster]をクリックして）再起動する必要があります。 

高負荷が続くと、非同期データレプリケーションはレイテンシー、あるいは高いパケット損失率（1%

以上）を補えない場合があります。このような状況では、一時的に冗長化を無効にしてデータ損失

を防ぐためにスレーブマシンを停止することを推奨します。 

6.2.3 冗長ハートビートインターフェース 

不必要なテークオーバーを避け、スプリットブレイン状態になる事態を最小限にするために、SSB

に追加のハートビートインターフェースを設定することができます。これらのインターフェースはもう

一方のノードがまだ利用可能であることを検知するのみに使用されます。ノード間のデータ同期に

は使用されません（ハートビートメッセージのみ転送されます）。例えば、メインの HA インターフェ

ースが故障したり、誤ってプラグが抜かれたりしても、ノードは冗長 HA インターフェース上でお互

いにまだアクセスできている場合、テークオーバーが発生しませんが、メインの HA リンクが回復

するまでスレーブノードに、データは同期しません。同様に冗長ハートビートインターフェースの接

続が失われてもメインの HA 接続が利用可能な場合、テークオーバーは発生しません。 
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冗長ハートビートインターフェースが設定されている場合、ステータスは[Basic Settings]>[High 

Availability]>[Redundant Heartbeat status]フィールドに表示され、システムモニターの

[HA]>[Redundant]フィールドにも表示されます。各状態の説明については、「16.5.1 SSB クラスタ

ーのステータスの理解」を参照してください。 

冗長ハートビートインターフェースは、SSB の既存のインターフェース（例えば、外部あるいは管理

インターフェース）を使用する、仮想 MAC アドレスを持つ仮想インターフェースです。仮想冗長ハ

ートビートインターフェースの MACアドレスは[HA MAC]に表示されます。 

冗長ハートビートインターフェースの MAC アドレスは物理インターフェースの MAC アドレスと干渉

することがないように生成されます。同様に、冗長ハートビートインターフェース上の HA トラフィッ

クは、使用されるインターフェース上の他のトラフィックと干渉することはありません。 

ノードのメインの HA インターフェース上の接続が失われた場合で、冗長ハートビートインターフェ

ース上の接続も失われた後はスレーブノードがアクティブになります。しかしながら、ノード間でデ

ータ同期が不可能な時間にマスターノードがアクティブであったため、HA 機能を回復する前に解

決する必要のあるスプリットブレイン状態という結果になります。詳細については、「16.5.3 スピリッ

トブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

 注釈： 

冗長 HA リンクが設定されていた場合でも、専用の HA リンクがフェールするとスレーブノード

は HA ページに何も表示されなくなります。 

SSB ノードは UDP ポート 694を使用して、お互いにハードビート信号を送信します。 

冗長ハートビートインターフェースを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[High Availability]>[Interfaces for Heartbeat]に移動します。 

2. 冗長ハートビートインターフェースに使用するインターフェース（例、External）にチェックしま

す。インターフェースを冗長ハートビートインターフェースとして使用しても、インターフェース

の元のトラフィックには影響を与えません。 
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Figure 6-3 Basic Settings > High Availability > Interfaces for Heartbeat—冗長ハートビートインターフェース設定 

 

3. チェックしたインターフェースの[This node]>[Interface IP]フィールドに IPアドレスを入力しま

す。以下の点に注意してください。 

 2つのノードは異なるインターフェース IPを持つ必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用しない場合、任意のインターフェース

IP（ネットワークに存在しない場合でも）が使用できます。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IP はも

う一方のノードから見える実在する IPアドレスにする必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IPはネ

クストホップアドレスからアクセス可能である必要があります。また、逆の場合も同様で

す。詳細については、「6.2.4ネクストホップルータの監視」を参照してください。 

4. チェックしたインターフェースの[Other node]>[Interface IP]フィールドに IP アドレスを入力し

ます。以下の点に注意してください。 

 2つのノードは異なるインターフェース IPを持つ必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用しない場合、任意のインターフェース

IP（ネットワークに存在しない場合でも）が使用できます。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IP はも
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う一方のノードから見える実在する IPアドレスにする必要があります。 

 冗長インターフェースにネクストホップ監視を使用する場合は、インターフェース IPはネ

クストホップアドレスからアクセス可能である必要があります。また、逆の場合も同様で

す。詳細については、「6.2.4ネクストホップルータの監視」を参照してください。 

5. 必要に応じて、追加の冗長ハートビートインターフェースを追加するには前の手順を繰り返

します。 

6. をクリックします。 

7. 変更を有効にするためにノードを再起動します。[Reboot Cluster]をクリックします。 

6.2.4 ネクストホップルータの監視 

デフォルトでは、スレーブノードが動作を停止した場合、あるいはスレーブノードから到達不能にな

った場合のみ HA のテークオーバーが発生します。しかしながら、スレーブノードがまだアクセス可

能である状態（例えば、異なるルータに接続されている）で、マスターノードは外部にアクセス不能

になる場合（例えば、外部インターフェースに接続されているルーターやスイッチの故障など）のシ

ナリオには対応していません。 

このような状況に対処するために、ICMP エコー(ping)メッセージを使用して、マスターとスレーブの

両方のノードから継続的に監視するための IPアドレス（通常はネクストホップルータ）を指定できま

す。このようなアドレスはすべてのインターフェースに設定することができます。 

ネクストホップルータ監視を設定する場合は、マスターとスレーブノードが指定されたアドレスに直

接 pingできることを確認する必要があります。次のいずれかを行うことができます。 

 ネクストホップアドレスと同じサブネット上となるように、冗長 HA SSBインターフェースのアド

レスを選択します。 

 冗長 HA SSB インターフェースと同じサブネット上にある、追加の IP アドレスでネクストホッ

プデバイスを設定します。 

監視対象のアドレスのいずれかに、スレーブノードから到達可能である間にマスターノードから到

達不能になった（言い換えれば、より多くの監視されたアドレスにスレーブノードから到達可能な）

場合、それは、マスターノードが到達不能であるとみなされ、たとえマスターノードの他の状態が機

能していても強制的にテークオーバーが発生します。 

当然、セカンダリノードがマスターノードからテークオーバーできない（例えば、現在のマスターノー

ドから、まだ同期されていないデータがある）場合は、テークオーバーは実行されません。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

121/315 

ネクストホップ監視を設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[High Availability]>[Next hop monitoring]に移動します。 

2. ネクストホップルータの監視に使用するインターフェースにチェックします。 

Figure 6-4 Basic Settings > High Availability > Next hop monitoring — ネクストホップ監視設定 

 

3. チェックしたインターフェースの[This node]>[Next hop IP]フィールドに、現在のマスターノー

ドから監視する IP アドレス（例えば、インターフェースに接続されたスイッチまたはルーター

の IPアドレス）を入力します。この IPアドレスはインターフェースから見える実在する IPアド

レスで、かつ同じローカルネットワークセグメント上に存在する必要があります。 

4. チェックしたインターフェースの[Other node]>[Next hop IP]フィールドに、現在のスレーブノ

ードから監視する IP アドレス（例えば、インターフェースに接続されたスイッチまたはルータ

ーの IPアドレス）を入力します。この IPアドレスはインターフェースから見える実在する IPア

ドレスで、かつ同じローカルネットワークセグメント上に存在する必要があります。 

5. 必要に応じて、他のインターフェースから監視するインターフェースを追加するには前の手

順を繰り返します。 

6. をクリックします。 

 注意： 
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変更を有効にするために、両方のノードを再起動します。両方のノードを再起動するに

は、[Reboot Cluster]をクリックします。 

6.3 SSBのアップグレード 

SSBアプライアンスは、最新の利用可能な Long Term Support (LTS)リリースがプレインストール

されています。フィーチャーリリースは、LTS リリースにまだ統合されない追加機能を提供します。

これらの機能を利用するには、アプライアンスにサポートされたフィーチャーリリースをインストー

ルします。以下の条件があります。 

 フィーチャーリリースから LTS リリースにロールバックできません。 

 フィーチャーリリースはリリースされてから 6(+2)か月間のタイムラインでサポートされます。

アプライアンスがサポートされていることを確実にするには、SSB を最新のフィーチャーリリ

ースにアップグレードし続ける必要があります。 

LTS とフィーチャーリリースの両方ともに、定期的にセキュリティパッチとバグフィックスを組み込み、

リリースした製品の更新したリビジョンをリリースします。使用しているソフトウェアリリースの最新

リビジョンを、常にインストールすることを強く推奨します。 

 注意： 

最新のフィーチャーリリースからのダウングレード（LTS リリースについても）は、サポートされ

ません。 

以下のセクションでは、SSB を最新のものに保つ方法、および新しいライセンスをインストールす

る方法について説明します。 

 前提条件：「6.3.1アップグレードチェックリスト」。 

 シングルノードのアップグレード：「6.3.2 SSBアップグレード（シングルノード）」。 

 HA クラスターのアップグレード：「6.3.3 SSB クラスターのアップグレード」。 

 トラブルシューティング：「6.3.4 トラブルシューティング」。 

 SSBライセンス更新：「6.3.5 SSBライセンスのアップデート」。 

 SSB のコンフィグレーションのエクスポート：「6.3.6 SSB のコンフィグレーションのエクスポー

ト」。 

 SSBのコンフィグレーションのインポート：「6.3.7 SSBのコンフィグレーションのインポート」。 
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6.3.1 アップグレードチェックリスト 

以下のリストはすべての設定に当てはまります。 

 SSBのコンフィグレーションバックアップの作成。 

詳細については、「6.3.6 SSBのコンフィグレーションのエクスポート」を参照してください。 

 最新の SSB ファームウェアのダウンロード。弊社、電子納品サイトよりダウンロードできます。 

 アップグレードする前にファームウェアのリリーノートを照会してください。リリースノートには、

そのファームウェアバージョン固有の追加の説明が含まれています。 

リリースノートは弊社ドキュメントセンターよりダウンロードできます。 

HA クラスターの場合は以下も必要になります。 

 セカンダリノードへの IPMI アクセスが必要です。IPMI インターフェースの使用する詳細な情

報については、次のドキュメントを参照してください。 

「IPMI User's Guide」(英文)を参照してくだい。 

 [Basic Settings]>[High Availability]ページの HAステータスがデグレードでないことを確認し

ます。 

 ジオクラスタリングを有効にした HA クラスターの場合： 

実際のアップグレードより 1時間前にファームウェアのアップロードを実施します。ジオクラス

タリングは、プライマリスレーブの同期が遅延し、セカンダリノードはオンタイムにプライマリノ

ードからの新しいファームウェアと同期できない可能性があるためです。 

仮想環境に SSBをアップグレードするには以下も確認します。 

 アップグレードプロセスを開始する前に仮想マシンのスナップショットを作成します。 

 コンソールリダイレクション（仮想マシンで許可されている場合）を設定し、有効にします。 

アップグレード中、SSB はアップグレードの進行状況と問題に関する情報をコンソールに表示しま

す。IPMI(ILOM)、あるいはコンソールアクセスでモニターできます。 

最初に、別の環境（仮想）でアップグレードプロセスをテストすることを推奨します。 

SSB をアップグレードするには再起動が必要です。データ損失を避けるために、メンテナンス時間

中にのみ、本稼働中のアプライアンスのアップグレードを実行することを強く推奨します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/edelivery/
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/ssbdoc.html
https://www.supermicro.com/manuals/other/IPMI_Users_Guide.pdf
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6.3.2 SSBアップグレード（シングルノード） 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Upgrade]に移動します。 

Figure 6-5 Basic Settings > System > Upgrade — SSB のアップグレード 

 

2. [参照]をクリックしてアップロードする ISO ファイルを選択します。 

3. [Upload]をクリックします。 

アップロードが完了すると、[Upgrade notes]ポップアップウィンドウが表示されるので確認し

ます。 

4. をクリックします。SSB は自動的にアップグレードし、新しいバージョ

ンで再起動します。アップグレードプロセスが終了するまで待ちます。 

5. [Basic Settings]>[System]>[Version details]に移動し、SSBのバージョン番号を確認します。

問題が発生した場合、「6.3.4 トラブルシューティング」の一般的なトラブルシューティングを行

ってください。 

6.3.3 SSB クラスターのアップグレード 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Upgrade]に移動します。 
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Figure 6-6 Basic Settings > System > Upgrade — SSB のアップグレード 

 

2. [参照]をクリックしてアップロードする ISO ファイルを選択します。 

3. [Upload]をクリックします。 

アップロードが完了すると、[Upgrade notes]ポップアップウィンドウが表示されるので確認し

ます。 

4. をクリックします。SSB は自動的にアップグレードし、

新しいバージョンで再起動します。アップグレードプロセスが終了するまで待ちます。 

 注釈： 

HA モードでは、マスターノードの起動後、IPMI 経由でスレーブノードを起動する必要が

あります。スレーブノードの起動に失敗すると、HA ステータスが[DEGRADED]になりま

す。 

5. [Basic Settings]>[System]>[Version details]に移動し、SSBのバージョン番号を確認します。

問題が発生した場合、「6.3.4 トラブルシューティング」の一般的なトラブルシューティングを行

ってください。 

6.3.4 トラブルシューティング 

webインターフェースにおかしな動作を感じた場合は、まず、SHIFTキーを押しながらブラウザのリ

ロードボタンをクリックしてページをリロードし、キャッシュされたバージョンのページを削除してくだ

さい。 

万一、SSB のアップグレードプロセス中に問題が発生し、元の状態に戻せない場合は、以下の処

理を実行してください。 

 既に設定されている IPアドレスを使用してネットワークインターフェースを初期化します。 

 SSB がシールドモードで動作していなければ、SSB への SSH アクセスを有効にします。アッ
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プグレードプロセスのログにアクセスすることができ、問題の調査と解決に役立ちます。SSH

アクセスは、インターフェースの管理アクセスが有効でない場合でも、すべてのアクティブな

インターフェースで有効になることに注意してください。 

SSBをリブートしてから 30分以内に web インターフェースが利用できない場合は、ローカルコンソ

ールに表示された情報を確認して、弊社カスタマーポータルまでお問い合わせください。 

6.3.5 SSBライセンスのアップデート 

SSBのライセンスは、既存のライセンスの有効期限が切れる前、あるいは新しいライセンスを購入

した時にアップデートする必要があります。現在の SSB のライセンス情報は[Basic Settings]>[Sy

stem]>[License]ページに表示されます。次の情報が表示されます。 

Figure 6-7 Basic Settings > System > License — ライセンスのアップデート 

 

 Customer：ライセンスの使用が許可された会社。（例、Example Ltd.） 

 Serial：ライセンスの一意なシリアル番号。 

 Host limit：SSBがログメッセージを受信するピアの数。 

 Valid：ライセンスの有効期間。日付は YYYY/MM/DD形式で表示されます。 

SSBはライセンスの有効期間が切れる 1週間前に自動的にアラートを通知します。アラートはピア

の数がライセンスに設定された制限の 90%を越えた場合にも送信されます。 

ライセンスをアップデートするには、以下の手順を実行します。 

 注意： 

新しいライセンスをアップロードする前には、SSB のコンフィグレーションをバックアップするこ

とを推奨します。詳細については、「6.3.6 SSB のコンフィグレーションのエクスポート」を参照し

てください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[License]に移動します。. 

2. [参照]をクリックして、新しいライセンスファイルを選択します。 

 注釈： 

ライセンスファイルを手動で解凍する必要はありません。圧縮されたライセンスファイル

(zip アーカイブ)もアップロードすることができます。 

3. [Upload]をクリックして、 をクリックします。 

4. 新しいライセンスを有効にするには、[Service control]>[ Syslog traffic & indexing]に移動し

て[Restart syslog-ng]をクリックします。 

6.3.6 SSBのコンフィグレーションのエクスポート 

SSB のコンフィグレーションは、[Basic Settings]>[System]ページからエクスポート（手動アーカイ

ブや他の SSB ユニットに移行するのに）することができます。それぞれの実行ボタンを使用して目

的の操作を実行します。 

Figure 6-8 Basic Settings > System — SSB コンフィグレーションのエクスポート 

 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Export configuration]に移動します。 

2. 暗号化設定を選択します。 

 暗号化しないでコンフィグレーションファイルをエクスポートするには、[No encryption]

にチェックします。 

 注意： 

暗号化しないで SSB コンフィグレーションをエクスポートすることは、パスワードハ
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ッシュや秘密鍵などの機密情報が含まれているため推奨しません。 

 単純なパスワードでコンフィグレーションファイルを暗号化するには、[Encrypt with 

password]にチェックして[Encryption password]と[Confirm password]フィールドにパス

ワードを入力します。 

 注釈： 

SSBは 150文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用す

ることができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

 GPGでコンフィグレーションファイルを暗号化するには、[GPG encryption]にチェックし

ます。このオプションは自動システムバックアップの暗号化に使用される同じ GPGキー

を使用します。[Basic Settings]>[Management]>[System backup]で、SSB に GPGの

公開部分をアップロードした場合にのみ利用可能です。詳細については、「4.7.6 GPG

でのコンフィグレーションバックアップの暗号化」を参照してください。 

3. [Export]をクリックします。 

 注釈： 

エクスポートされたファイルは gzip 圧縮形式でアーカイブされます。Windows プラットフ

ォームでは、フリーの 7-Zipツールのような一般的なアーカイブマネージャーで解凍する

ことができます。 

エクスポートファイルの名前は、<hostname_of_SSB>-YYYYMMDDTHHMM.config で、パス

ワードで暗号化されたファイルと GPG で暗号化されたファイルには、それぞれ、-encry

pted と-gpg というサフィックスが付加されます。 

6.3.7 SSBのコンフィグレーションのインポート 

SSB のコンフィグレーションは[Basic Settings]>[System]ページからインポートすることができます。

それぞれの実行ボタンを使用して目的の操作を実行します。 

Figure 6-9 Basic Settings > System — SSB コンフィグレーションのインポート 
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 注意： 

バージョンが異なるコンフィグレーション間のエクスポート－インポートはできない場合がりま

す。常に最新コンフィグレーションをバックアップするようにしてください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[System]>[Import configuration]に移動します。 

2. [参照]をクリックしてインポートするコンフィグレーションファイルを選択します。 

3. [Encryption password]フィールドにパスワードを入力し、[Upload]をクリックします。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

 

 注意： 

古いコンフィグレーションをインポートする時に、SSB に古いコンフィグレーションをバッ

クアップした後に作成されたログスペースが存在する場合があります。このような場合、

新しいログスペースは損失しませんが、非アクティブ化され設定されません。再度アク

セス可能にするには、以下を実行します。 

1. [Log]>[Logspaces]に移動し、ログスペースを設定します。[Access Control]フィール

ドを入力することは特に重要です。さもないと、ログスペースに保存されたメッセー

ジは[Search]>[Logspaces]インターフェースで利用できなくなります。 

2. [Log]>[Paths]ページでログパスを変更します。ここでは、ログスペースにメッセージ

を送信していたログパスを再作成する必要があります。 

6.4 SSBのコンソールアクセス 

このセクションでは、SSB のコンソールメニューの使用方法、SSB へのリモート SSH アクセスを有

効にする方法、および web インターフェースから root パスワードを変更する方法について説明し

ます。 

6.4.1 SSBのコンソールメニューの使用方法 

syslog-ng Store Box(SSB)にローカル、あるいは Secure Shell(SSH)を使用してリモートで接続する

と SSBのコンソールメニューにアクセスできます。コンソールメニューは SSBの主な基本設定と管
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理設定へのアクセスを提供しています。これは主にトラブルシューティングの目的に使用され、

SSBの主要なインターフェースは webインターフェースになります。 

 注釈： 

詳細なホストの情報がシェルプロンプトに表示されます。 

Bash プロンプトの形式は以下の通りです。 

(firmware_type/HA_node/hostname)username@HA_node_name:current_working_direc

tory# 

例： 

(core/master/documentation-SSB)root@SSB1:/etc# 

 firmware_type は bootまたは core になります。 

 HA_node は master または slave になります。 

 hostname は GUI で設定したホスト名になります。 

 username は常に rootになります。 

コンソールメニューはウェルカムウィザードで設定したパスワードを使用して root ユーザーでアク

セスできます。 

Figure 6-10 コンソールメニュー 

 

コンソールメニューは以下の操作を実行することができます。 

 rootおよび adminユーザーのパスワードを変更します。 

 ローカルのコアとブートシェルにアクセスします。これは通常、推奨されていません。特定の

トラブルシューティングの状況においてのみ必要とされます。 

 ネットワークのトラブルシューティング機能へのアクセス、および利用可能なログファイルを
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表示します。 

 システムをリブート、シャットダウンします。 

 シールドモードを有効または無効にします。詳細については、「6.5 シールドモード」を参照し

てください。 

 HAインターフェースの IPアドレスを設定します。 

このオプションはバーチャルアプライアンス、あるいは HA オプションが含まれない SSB ライ

センスの場合は利用できません。仮想環境で HA を動作させる必要がある場合は仮想環境

が提供している HA 機能を使用してください。 

 注釈： 

コンソールメニューにログインすると SSB のインターフェースは自動的にロックされます。つま

り、コンソールメニューが使用されている間、webインターフェースにアクセスできなくなります。

コンソールメニューへは web インターフェースにアクセスしているユーザーがいない時にのみ

にアクセスしてください。Web インターフェースユーザーの接続は、コンソールメニューにアクセ

スするために強制的に終了させられます。 

6.4.2 SSBホストへの SSHアクセスの有効化 

トラブルシューティング目的にのみ、SSHを使用して SSB ホストにアクセスすることができます。ウ

ェルカムウィザードを完了すると、SSH アクセスは自動的に無効になります。再度有効にするには

以下の手順を実行します。 

 注意： 

SSHを使用して SSBホストに直接アクセスすることはトラブルシューティングの目的を除いて、

推奨しませんし、サポートもされません。このような場合は弊社カスタマーポータルまでお問い

合わせください。 

SSH サーバーを有効にすると SSB へリモートで接続でき、root ユーザーを使用してログインでき

ます。ルートユーザーのパスワードはウェルカムウィザードで設定したものです。web インターフェ

ースからルートパスワードを変更する方法の詳細については、「6.4.3 SSB のルートパスワードの

変更」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Local Services]>[SSH server]に移動します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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Figure 6-11 Basic Settings > Local Services > SSH server — リモート SSH アクセスの有効化 

 

2. [Enable remote SSH access]オプションをチェックします。 

 注釈： 

シールドモードが有効な場合、リモート SSH アクセスは自動的に無効になります。詳細

については、「6.5 シールドモード」を参照してください。 

3. リモート SSH接続の認証方式を選択します。 

 パスワードベース認証を有効にするには、[Enable password authentication]オプション

をチェックします。 

 公開鍵認証を有効にするには、[Authorized keys]フィールドで をクリックし、 をクリ

ックして、SSH 経由で SSB にリモートでアクセスして管理できるユーザーの秘密鍵をア

ップロードします。 

4. をクリックします。 

SSB の SSH サーバーは、管理インターフェースが設定されている場合、管理インターフェー

スでのみ接続を許可します。管理インターフェースが設定されていない場合は外部インター

フェースで接続を受け入れます。可能であれば、管理インターフェースを設定しない場合は

SSBの SSHサーバーを有効にしないでください。管理接続を有効にする方法の詳細につい

ては、「4.3.1 管理インターフェースの設定」を参照してください。 
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6.4.3 SSBのルートパスワードの変更 

ルートパスワードはローカルで、または SSH経由で SSBにリモートでアクセスするのに必要です。

root ユーザーのパスワードはコンソールメニューからも変更することができます。詳細については、

「6.4 SSBのコンソールアクセス」を参照してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[Change root password]に移動します。 

Figure 6-12 Basic Settings > Management > Change root password — ルートパスワードの変更 

 

2. [New root password]と[Confirm password]フィールドに新しいパスワードを入力します。パ

スワード強度は[AAA]>[Settings]>[Password settings for root, admin and local users]>

[Minimal password strength]オプションの要件を満たしている必要があります。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

3. をクリックします。 

6.5 シールドモード 

シールドモードを有効にした場合、以下の設定が自動的に適用されます。 
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 SSH経由で SSBにリモートでアクセスすることができません。また、リモート SSHアクセスに

関する設定も削除されます。 

 シールドモードでは SSBのルートパスワードを変更することはできません。 

 シールドモードはローカルコンソールからのみ無効にすることができます。詳細については、

「6.5.1シールドモードの無効化」を参照してください。 

シールドモードを有効にするには、以下の方法のいずれかを使用します。 

 ウェルカムウィザード時に[Sealed mode]オプションを選択します。 

 SSBの webインターフェースで[Basic Settings]>[System]>[Sealed mode]>[Activate sealed 

mode]を有効にします。 

 SSH またはローカルコンソールを使用してルートで SSB にログインして、コンソールメニュー

から[Sealed mode]>[Enable]を選択します。 

6.5.1 シールドモードの無効化 

シールドモードを無効にするには以下の手順を実行します。 

手順： 

1. SSBアプライアンスのローカルコンソールにアクセスします。 

2. rootでログインします。 

3. コンソールメニューで[Sealed mode]>[Disable]を選択します。 

4. [Back to Main menu]>[Logout]を選択します。 

5. SSH を使用して SSB にリモートでアクセスするには、SSH アクセスを設定します。シールド

モードを無効にしても SSHの設定は復元されません。詳細については、「6.4.2 SSBホストへ

の SSHアクセスの有効化」を参照してください。 

6.6 SSBのアウトバンド管理 

物理 SSBアプライアンスには、IPMI(Intelligent Platform Management Interface) v2.0 標準に準拠

した専用のアウトバンド管理インターフェースが含まれています。IPMI インターフェースで、システ

ム管理者は SSB のシステムヘルスを監視することや、SSB のオペレーティングシステムとは独立
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して、コンピューターのイベントをリモートで管理することができます。SSB は、IPMI インターフェー

スが物理的にネットワークに接続されている場合にのみ IPMI インターフェースを使用してアクセス

できます。 

IPMI インターフェースは 100Mbps Full-Duplex モードのみサポートされていることに注意してくださ

い。 

 IPMIインターフェースの接続に関する詳細については、syslog-ng Store Box 6 LTS インスト

ールガイドの「3.1 SSBのハードウェアセットアップ」を参照してください。 

 IPMI インターフェースの設定の詳細については、「6.6.1 IPMI インターフェースの設定」を参

照してください。 

 IPMI インターフェースを使用して SSB のリモート監視と管理する詳細については、次のドキ

ュメントを参照してください。 

「IPMI User's Guide」(英文)を参照してくだい。 

IPMIインターフェースに関する基本情報は SSBの webインターフェースの[Basic Settings]>[High 

Availability]ページでも利用可能です。以下の情報が表示されます。 

Figure 6-13 Basic Settings > High Availability — IPMI インターフェース関する情報 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://www.supermicro.com/manuals/other/IPMI_Users_Guide.pdf
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 IPMI IP address：IPMIインターフェースの IPアドレス。 

 IPMI subnet mask：IPMIインターフェースのサブネットマスク。 

 IPMI default gateway：IPMI インターフェースに設定されたデフォルトゲートウェイの IP アド

レス。 

 IPMI IP address source：IPMI インターフェースの IP アドレスを取得した方法。DHCP サー

バーから動的に取得したか、固定された静的アドレスを使用。 

6.6.1 IPMI インターフェースの設定 

SSBのコンソールから IPMIのネットワーク設定を変更するには、以下の手順を実行します。 

前提条件： 

SSB は、IPMI インターフェースが物理的にネットワークに接続されている場合にのみ IPMI インタ

ーフェースを使用してアクセスできます。IPMI インターフェースの接続に関する詳細については、

syslog-ng Store Box 6 LTSインストールガイドの「3.1 SSBのハードウェアセットアップ」を参照して

ください。 

 注意： 

IPMI はブート時に利用可能なネットワークインターフェースを検索します。SSB の電源を入れ

る前に専用のイーサーネットインターフェースがネットワークに接続されていることを確認してく

ださい。 

IPMIインターフェースをインターネットからアクセス可能にする必要はありませんが、ベンダーのサ

ポートが必要な場合に、サポートとトラブルシューティングの目的で SSB の管理者がアクセスでき

る必要があります。以下のポートが IPMIで使用されます。 

 Port 623 (UDP): IPMI (変更不可)。 

 Port 5123 (UDP): floppy (変更不可)。 

 Port 5901 (TCP): video display (設定可能)。 

 Port 5900 (TCP): HID (設定可能)。 

 Port 5120 (TCP): CD (設定可能)。 

 Port 80 (TCP): HTTP (設定可能)。 

手順： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
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1. ローカルコンソール（または SSH）を使用してルートで SSBにログインします。 

2. [Shells]>[Boot shell]を選択します。 

3. インターフェースのネットワーク設定を確認します。 

# ipmitool lan print 

ここでの説明は、channel 1が LANに使用されていることを前提としています。異なる設定

の場合には、以下のコマンドを、それに応じて置き換えてください。 

4. インターフェース設定。DHCPを使用するか、手動で静的に IPアドレスを設定します。 

 DHCPを使用するには、以下のコマンドを入力します。 

# ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp 

 静的 IPを使用するには、以下のコマンドを入力します。 

# ipmitool lan set 1 ipsrc static 

IPアドレスを設定します。 

# ipmitool lan set 1 ipaddr <IPMI-IP> 

ネットマスクを設定します。 

# ipmitool lan set 1 netmask <IPMI-netmask> 

デフォルトゲートウェイの IPアドレスを設定します。 

# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr <gateway-IP> 

5. 専用のイーサーネットインターフェースを使用するように IPMIを設定します。 

# ipmitool raw 0x30 0x70 0xc 1 0 

6. IPMI のネットワーク設定を確認します。 

# ipmitool lan print 1 

ブラウザを使用して、表示されたネットワークアドレスに接続します。 

7. デフォルトパスワードを変更します。 

a. デフォルトのログイン資格情報を使用して IPMI の web インターフェースにログインしま

す（ユーザー名：ADMIN、パスワード：ADMIN または changeme（ハードウェアによりま
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す。））。 

 注釈： 

ログイン資格情報は大文字、小文字を区別します。 

b. [Configuration]>[Users]に移動します。 

c. [ADMIN]を選択し、[Modify User]を選びます。 

d. パスワードを変更して、[Modify]で変更を保存します。 

6.6.2 BIOSから IPMI インターフェースの設定 

SSB 物理アプライアンスを設定する場合、BIOS から IPMI を設定するには、以下の手順を実行し

ます。 

前提条件： 

この手順を実行するには、モニターとキーボードを物理的に接続しておく必要があります。 

手順： 

1. アプライアンスのブート中に POST 画面が表示されたら[DEL]ボタンを押します。 

Figure 6-14 POST 画面 

 

2. BIOSの[IPMI]ページに移動します。 
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3. [BMC Network Configuration]を選択して、[Enter]を押します。 

Figure 6-15 IMPI > BMC Network Configuration 

 

4. [Update IPMI LAN Configuration]を選択して、[Enter]を押して[Yes]を選択します。 

Figure 6-16 BMC Network Configuration > Update IPMI LAN Configuration 

 

5. [Configuration Address Source]を選択して、[Enter]を押して[Static]を選択します。 
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Figure 6-17 BMC Network Configuration > Configuration Address Source 

 

6. [Station IP Address]、[Subnet Mask]、および[Gateway IP Address]を設定します。 

Figure 6-18 BMC Network Configuration > Station IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address 

 

7. [F4]を押して設定を保存し、BIOSを終了します。 

約 1分後に、IPMI webインターフェースにログインすることができます。 
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6.7 SSBで使用する証明書の管理 

SSBは、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]メニューで管理することができる、個々

のタスクのために複数の証明書を使用します。 

Figure 6-19 Basic Settings > Management > SSL certificate — SSB の web 証明書の変更 

 

このページで、以下の証明書を変更することができます。 

 CA certificate：SSB の内部認証局の証明書です。 

 注釈： 

独自の CA 証明書をアップロードする場合、アップロードする証明書がサーバー証明書

と TSA 証明書の発行者証明書であることを確認してください。 

 Server certificate：SSBのwebインターフェースの証明書で、SSBと管理者間の接続を暗号

化するために使用します。 

 注釈： 

この証明書が変更された場合、SSB ユーザーのブラウザはサイトの証明書が変更され

たことを通知するワーニングを表示します。 

 

 注釈： 
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証明書チェーンの場合、PEM フォーマットを使用して、チェーン全体を一つのファイルに

してアップロードする必要があります。アップロードされるファイル(またはペーストしたテ

キスト)は、以下の要素がこの順番で連結されて含まれている必要があります。 

1. サーバー証明書 

2. CA 発行者 

3. ルート CA 証明書 

 TSA certificate：暗号化されたログスペースを作成する時に使用されるタイムスタンプを発

行する内部タイムスタンプ局の証明書です。 

 注釈： 

SSB は、例えば、SSB に保存されたデータを暗号化するなど、ここでは管理されていない、

様々な目的のために他の証明書を使用します。詳細については、「8.1.1 ログストアの作成」を

参照してください。 

すべての鍵ペアあるいは証明書は一つの目的にのみ使用してください。暗号鍵または証明書

を再利用しないでください。例えば、SSB の web サーバーとログストアを暗号化するのに同じ

証明書を使用したりしないでください。 

すべての証明書で、X.509 証明書の識別名（DN）と秘密鍵のフィンガープリントが表示されます。

証明書全体を表示するには DN をクリックします。秘密鍵の公開部分を表示するにはフィンガープ

リントをクリックします。SSB の web インターフェースから秘密鍵をダウンローすることはできませ

んが、鍵の公開部分を様々な形式（例、PEM, DER, OpenSSH, Tectia）でダウンロードすることがで

きます。また、PEM形式でダウンロードすることのみできる証明書チェーンを除いては、X.509証明

書は PEM と DER 形式でダウンロードすることができます。 

 注釈： 

SSB の他の箇所で、ここでは管理されない追加の証明書を使うことがあります。 

初期設定時、SSB は自己署名 CA 証明書を生成し、この CA を使用して web インターフェース

（Server certificate）と内部タイムスタンプ局（TSA certificate）の証明書を発行します。 

SSBの証明書を管理するには 2つの方法があります。 

 推奨：自身の PKI ソリューションを使用して証明書を作成し、SSBにアップロードします。 

自身の PKI ソリューションを使用して、CA 証明書、およびこの CAで署名した 2つの他の証

明書を生成し、SSB にアップロードします。サーバーと TSA 証明書には、秘密鍵もアップロ

ードします。以下を推奨します。 

 2048ビットの RSAキー（あるいはそれ以上）を使用します。 
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 公開鍵のフィンガープリントを作成する場合は SHA-256 ハッシュアルゴリズム（あるい

はそれ以上）を使用します。 

外部 PKIを使用して作成された証明書と鍵のアップロードの詳細については、「6.7.2 SSBへ

の外部証明書のアップロード」を参照してください。 

 注意： 

サーバーと TSA 証明書は同じ認証局で発行されている必要があります。 

 SSB で生成された証明書を使用します。自己署名 CA 証明書を使用して、SSB の新しい証

明書と鍵を生成、または新しく自己署名 CA 証明書を生成する場合は、「6.7.1 SSB の証明

書の生成」を参照してください。 

 注釈： 

可能であれば自身の PKI ソリューションを使用して証明書を生成して SSB にアップロー

ドしてください。SSB で生成した証明書は取り消すことができず、何らかの侵害があった

場合、セキュリティリスクになる可能性があります。 

6.7.1 SSBの証明書の生成 

SSBの内部CAを使用して SSBのwebサーバーまたはタイムスタンプ局の新しい証明書を作成、

あるいは SSBの内部認証局の自己署名 CA 証明書を新しく作成します。 

2048ビットの RSAキー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

2. 新しい証明書のフィールドを入力します。 

a. [Country]：SSB が設置されている場所の国を選択します。（例、HU-Hungary） 

b. [Locality name]：SSBが設置されている場所の都市です。（例、Budapest） 

c. [Organization name]：SSBを保有している組織です。（例、Example.Inc） 

d. [Organizational unit name]：SSB を保有している組織の部署です。（例、IT Security 

Department） 

e. [State or Province name]：SSBが設置されている場所の都道府県です。 

3. 生成する証明書を選択します。 
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 SSB の web インターフェースの新しい証明書を作成するには、[Generate Server]を選

択します。 

 タイムスタンプ局の新しい証明書を作成するには、[Generate TSA]を選択します。 

 SSBの内認証局の新しい証明書を作成するには、[Generate All]を選択します。この場

合、サーバーと TSA の証明書も自動的に新しく証明書が作成されます。 

 注釈： 

新しい証明書を生成する場合、サーバーと TSA証明書は CAの証明書を使用して署名

されます。秘密鍵と一緒に外部 CA 証明書をアップロードした場合は、外部 CA 証明書

がサーバーと TSA証明書を作成するために使用されます。秘密鍵無しで外部 CA証明

書をアップロードした場合は、外部 PKI ソリューションを使用して証明書を生成し、SSB

にアップロードしてください。 

 

 注意： 

新しい証明書を生成すると、以前の証明書は自動的に削除されます。 

4. をクリックします。 

6.7.2 SSBへの外部証明書のアップロード 

SSBに外部 PKI ソリューションによって生成された証明書をアップロードします。 

前提条件： 

証明書のアップロードでは、TSA およびサーバー証明書には、その証明書の秘密鍵も必要になり

ます。証明書は以下の要件を満たしている必要があります。 

 SSBは PEM形式の証明書を受け入れます。DER 形式は、現在サポートしていません。 

 SSB は PEM（RSA と DSA）、PUTTY、および SSHCOM/Tectia 形式の秘密鍵を受け入れま

す。パスワードで保護された秘密鍵もサポートしています。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

SSBの内部 CA 証明書には、秘密鍵をアップロードする必要はありません。 
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 以下を推奨します。 

 2048ビットの RSAキー（あるいはそれ以上）を使用します。 

 公開鍵のフィンガープリントを作成する場合は SHA-256 ハッシュアルゴリズム（あるい

はそれ以上）を使用します。 

 TSA 証明書では、“X509v3 Extended Key Usage”属性を有効にし、“critical”に設定する必

要があります。また、そのデフォルト値は“Time Stamping”に設定する必要があります。 

 サーバー証明書では、“X509v3 Extended Key Usage”属性を有効にし、デフォルト値は“TLS 

Web Server Authentication”に設定する必要があります。また、証明書のコモンネームは

SSB ホストのドメイン名または IP アドレスが含まれている必要があります。複数のインター

フェース、または IP アドレスで web インターフェースにアクセスする場合は、“Subject Alt 

Name”オプションを使用して、すべての IPアドレスをリストアップします。 

2048ビットの RSAキー（あるいはそれ以上）を使用することを推奨します 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

2. 新しい証明書をアップロードするには をクリックします。ポップアップウィンドウが表示され

ます。 

Figure 6-20 Basic Settings > Management > SSL certificate — 証明書のアップロード 

 

[参照]をクリックして、証明書を含むファイルを選択して[Upload]をクリックします。あるいは、

[Certificate]フィールドに証明書をコピー/ペーストして[Set]をクリックすることもできます。 

シングル証明書または証明書チェーン（つまり、中間証明書とエンドエンティティ証明書）を
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アップロードすることができます。 

証明書または証明書チェーンのアップロード後、証明書の名前をクリックしてポップアップウ

ィンドウに表示された情報を参照することで詳細を確認できます。 

Figure 6-21 X.509 証明書の詳細 

 

ポップアップウィンドウでは以下のことが行えます。 

 証明書または証明書チェーンのダウンロード。 

 注釈： 

証明書チェーンは PEM 形式のみでダウンロードできます。 

 証明書または証明書チェーンの表示とコピー。 

 証明書の名前と階層の確認（証明書チェーンで複数の証明書がある場合）。 

証明書の名前にマウスを置くと、証明書のサブジェクトが表示され、証明されたエンティ

ティが出力されます。 

 証明書または証明書チェーンの有効期限の確認。 

日付にマウスを置くと、詳細な有効期間が表示されます。 

証明書または証明書チェーンのアップロード後、証明書の名前の下に表示された文字列

（チェーン）があるかどうかで、シングル証明書かチェーン証明書かどうかわかります。 

3. 証明書に対応した秘密鍵をアップロードするには、 をクリックします。ポップアップウィンド

ウが表示されます。 

[参照]をクリックして、秘密鍵を含んだファイルを選択して、パスワードで保護された鍵の場

合は[Password]にパスワードを入力して[Upload]をクリックします。あるいは、[Key]フィール

ドに秘密鍵をコピー/ペーストして、[Password]にパスワードを入力して[Set]をクリックするこ
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ともできます。 

期待される結果： 

新しい証明書がアップロードされます。証明書のインポート後に、“Certificate issuer 

mismatch”エラーメッセージが表示された場合は、証明書に署名した CA 証明書もインポー

トする必要があります（CA証明書の秘密鍵は必要ではありません）。 

 注釈： 

アップロードした証明書をダウンロードするには、証明書をクリックし、1 つの PEM また

は DER ファイルでダウンロードします。 

証明書チェーンは PEM 形式でのみダウンロードすることができます。 

6.7.3 Windows Server 2008のWindows認証局を使用した TSA証明

書の生成 

SSB で動作する TSA 証明書を Windows 認証局（CA）で作成するには、OpenSSL が実行している

コンピューターで CSR（証明書署名要求）を生成し、WindowsCAで署名し、タイムスタンプするため

に、この証明書を SSBにインポートします。 

前提条件： 

OpenSSLのコンフィグレーションファイルで以下の拡張属性を有効にします。 

[ tsa_cert ] 

extendedKeyUsage = critical,timeStamping 

 

 注釈： 

/etc/ssb/openssl-ca.cnf を SSB から署名に使用されるコンピューターにコピーすることが

できます。openssl-temp.cnfにリネームします。 

以下の条件を満たしている場合、SSB で、互換性の観点から TSA 証明書は有効だと評価されま

す。 

 CA 証明書を有効（CA を true）にします。 

 Key Usage：“Time Stamping”が必要です。他のキーの使用は許可されていません。 

 Extended Key Usage：“critical”に設定します。 

 Optional Key Usage：[Key Usage]が存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

148/315 

“nonRepudiation”にします。他の値は許可されていません。 [Encryption]、[Allow key 

exchange without key encryption (key agreement)]が選択されていることを確認します。 

 注意： 

[Encryption]では、[Allow key exchange only with key encryption (key enciphermen

t)]を選択してはいけません。その結果、エラーになります。 

以下の X509v3拡張属性はサポートされています。 

 ハードウェア要件： 

X509v3 Extended Key Usage は“critical”にし、“Time Stamping”のみ含めます。 

 オプション： 

X509v3 Key Usageが存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは“nonRepudiat

ion”にします。 

手順： 

1. 新しいコンフィグレーションファイルを使用して CSRを作成します。 

openssl req -set_serial 0 -config openssl-temp.cnf -reqexts tsa_cert -new -

newkey rsa:2048 -keyout timestamp.key -out timestamp.csr –nodes 

2. 環境に合わせて必要なフィールを入力します。 

Generating a 2048 bit RSA private key 
........................+++ 
......................................+++ 
writing new private key to 'timestamp.key' 
----- 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
----- 
Country Name (2 letter code) [AU]:HU 
State or Province Name (full name) []:Budapest 
Locality Name (eg, city) []:Budapest 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:BalaBit IT 
Security 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Service Delivery 
Common Name (eg, YOUR name) []:ssb35-1-i1.tohuvabohu.balabit 
Email Address []:vlad@balabit.com 

3. WindowsCA で、生成された CSR に署名します。CSR ファイルは WindowsCA サーバーから



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

149/315 

アクセス可能であることを確認してください。 

a. 新しい証明書要求を発行して署名するには、Microsoft Certification Authority 

Management Console（証明機関管理ツール）を開きます。[Start(スタート)]>[run(ファイ

ル名を指定して実行)]で“certsrv.msc”を実行します。 

b. サーバー名上で右クリックし、[All Tasks(すべてのタスク)]>[ Submit new request...(新し

い要求の送信...)]に移動します。 

Figure 6-22 新しい要求の送信 

 

c. 手順 2.で作成した CSR ファイルを選択します。 

d. 左側のペインで[Pending Requests(保留中の要求)]をクリックし、右側のペインに新しい

証明書要求が表示されます。 

Figure 6-23 新しい証明書の発行 

 

e. 新しい SSL 証明書を発行するには、保留中の証明書要求上で右クリックして[All 

Tasks(すべてのタスク)]>[Issue(発行)]を選択します。 

f. [Issued Certificates(発行された証明書)]を選択し、前の手順で発行した証明書上でダ

ブルクリックします。 

g. CA 証明書ウィンドウが開きます。[Details(詳細)]タブに移動します。必要な[Enhanced 

Key Usage]フィールドが表示され、“Time Stamping”値が含まれていることを確認しま

す。 
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Figure 6-24 証明書の詳細の確認 

 

h. [Copy to File(ファイルにコピー)]をクリックします。証明書のエクスポートウィザードが起

動します。[Next(次へ)]をクリックします。 

i. 証明書の形式で[Base-64 encoded X.509 (.CER)]を選択し、[Next(次へ)]をクリックしま

す。 

Figure 6-25 証明書のファイル形式の選択 

 

j. 証明書の保存先を選択して、保存します。 

k. [Completing the Certificate Export Wizard(証明書のエクスポートウィザードの完了)]画

面が表示されます。[Finish(完了)]をクリックします。 

4. SSBで、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

5. [TSA X.509 certificate]の をクリックし、前の手順で生成された証明書を選択して

[Upload]をクリックします。 
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6. [TSA private key]の をクリックし、前の手順で生成されたキーを選んで[Upload]をクリック

します。 

 注釈： 

SSB で他の証明書に使用されているルート CA（[Basic Settings]>[Management]>[SSL

 certificate]の[CA X.509 certificate]フィールド）が TSA 証明書の署名に使用された C

A と異なっている場合、警告が表示されます。このシナリオの場合はワーニングを無視

してください。 

6.7.4 Windows Server 2012のWindows認証局を使用した TSA証明

書の生成 

SSB で動作する TSA 証明書を、Windows 認証局（CA）で作成するには、OpenSSL が実行してい

るコンピューターで CSR（証明書署名要求）を生成し、WindowsCA で署名し、タイムスタンプするた

めに、この証明書を SSBにインポートします。 

前提条件： 

OpenSSLのコンフィグレーションファイルで以下の拡張属性を有効にします。 

[ tsa_cert ] 

extendedKeyUsage = critical,timeStamping 

 

 注釈： 

/etc/ssb/openssl-ca.cnf を SSB から署名に使用されるコンピューターにコピーすることが

できます。openssl-temp.cnfにリネームします。 

以下の条件を満たしている場合、SSB で、互換性の観点から TSA 証明書は有効だと評価されま

す。 

 CA 証明書を有効（CA を true）にします。 

 Key Usage：“Time Stamping”が必要です。他のキーの使用は許可しません。 

 Extended Key Usage：“critical”に設定します。 

 Optional Key Usage：Key Usage が存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは

“nonRepudiation”にします。他の値は許可されていません。 [Encryption]、[Allow key 

exchange without key encryption (key agreement)]が選択されていることを確認します。 

 注意： 
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[Encryption]では、[Allow key exchange only with key encryption (key enciphermen

t)]を選択してはいけません。その結果、エラーになります。 

以下の X509v3拡張属性はサポートされています。 

 ハードウェア要件： 

X509v3 Extended Key Usage は“critical”にし、“Time Stamping”のみ含めます。 

 オプション手順： 

X509v3 Key Usageが存在する場合、“digitalSignature”および/あるいは“nonRepudiat

ion”にします。 

手順： 

1. 新しいコンフィグレーションファイルを使用して CSRを作成します。 

openssl req -set_serial 0 -config openssl-temp.cnf -reqexts tsa_cert -new -

newkey rsa:2048 -keyout timestamp.key -out timestamp.csr -nodes 

2. 環境に合わせて必要なフィールを入力します。 

Generating a 2048 bit RSA private key 
........................+++ 
......................................+++ 
writing new private key to 'timestamp.key' 
----- 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
----- 
Country Name (2 letter code) [AU]:HU 
State or Province Name (full name) []:Budapest 
Locality Name (eg, city) []:Budapest 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:BalaBit IT 
Security 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Service Delivery 
Common Name (eg, YOUR name) []:ssb35-1-i1.tohuvabohu.balabit 
Email Address []:vlad@balabit.com 

3. タイムスタンプ webサーバーテンプレートを作成し設定して、TSA 証明書を生成します。 

a. Microsoft Certification Authority Management Console（証明機関管理ツール）を起動

して CA サーバーを選択します。 
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b. [Certificate Templates(証明書テンプレート)]上で右クリックし、[Manage(管理)]を選択し

ます。 

Figure 6-26 証明書テンプレートの管理 

 

[Certificate Templates Console(証明書テンプレートコンソール)]が開きます。 

c. [Web Server(Web サーバー)]テンプレート上で右クリックし、[Duplicate Template(テンプ

レートの複製)]を選択します。 

Figure 6-27 テンプレートの複製 

 

[Properties of New Template window(新しいテンプレートのプロパティ)]ウィンドウが表

示されます。 

d. 新しいテンプレートで以下の変更を行います。 

 [General(全般)]タブの[Template display name(テンプレートの表示名)]を“TSA”に

変更します。 
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Figure 6-28 新しいテンプレートの作成 

 

 [Request Handling(要求処理)]タブの[Allow private key to be exported(秘密キー

のエクスポートを許可する)]オプションを有効にします。 

 [Extensions(拡張機能)]タブで次の変更を行います。 

アプリケーションポリシーの編集： 

[Application Policies(アプリケーションポリシー)]を選択して、拡張機能リストの下

の[Edit(編集)]をクリックします。 

Figure 6-29 アプリケーションポリシーの編集 

 

サーバー認証の削除： 
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[Server Authentication(サーバー認証)]を選択して[Remove(削除)]をクリックしま

す。 

Figure 6-30 サーバー認証の削除 

 

タイムスタンプの追加： 

[Add(追加)]をクリックして、[Time Stamping (タイムスタンプ)]を選択して[OK]をクリ

ックします。 

Figure 6-31 Time Stamping の追加 

 

タイムスタンプの重要設定： 

[Time Stamping(タイムスタンプ)]を選択して[Make this extension critical(重要な拡
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張機能として登録する)]オプションを有効にします。[OK]をクリックします。 

Figure 6-32 タイムスタンプと重要設定 

 

[Time Stamping（タイムスタンプ）]と[Critical extension（重要な拡張機能です）]が

[Description of Application Policies（アプリケーションポリシーの説明）]にリストさ

れます。 

Figure 6-33 アプリケーションポリシーの説明 

 

キー使用法の編集： 

[Key usage(キー使用法)]を選択し、[Edit(編集)]をクリックします。[Signature is 

proof of origin (nonrepudiation)(署名は発行元の証明である（非否認）)]オプション

を有効にします。 
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[Allow key exchange without key encryption (key agreement)(キー暗号化をしな

いキー交換を許可する(キーの承諾))]を選択します。 

[OK]をクリックします。 

Figure 6-34 キー使用法の編集 

 

以下が、[Description of Key Usage(キー使用法の説明)]にリストされます。 

Figure 6-35 キー使用法の説明 

 

 [Security(セキュリティ)]タブで[Authenticated Users]を選択し、[Enroll(登録)]を

[Allow(許可)]に設定します。 
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Figure 6-36 テンプレートのアクセス許可設定 

 

e. [Apply(適用)]をクリックして[OK]をクリックします。新しい TSAテンプレートがテンプレー

トリストに表示されます。 

Figure 6-37 新しい TSAテンプレートの表示 

 

f. このウィンドウを閉じて Certification Authority（証明機関管理ツール）メイン画面に戻り、

[Certificate Templates(証明書テンプレート)]フォルダを選択します。 
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Figure 6-38 証明書テンプレート 

 

リストの下を右クリックして、[New(新規作成)]>[ Certificate Template to Issue(発行す

る証明書テンプレート)]を選択します。 
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Figure 6-39 発行する証明書テンプレート 

 

[Enable Certificate Templates(証明書テンプレートの選択)]ウィンドウが表示されます。 

Figure 6-40 証明書テンプレートの選択 

 

g. TSA 証明書テンプレートを選んで[OK]をクリックします。ウィンドウが閉じます。 

h. コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行します。 

certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:TSA" <CSR> 

<CSR>は以前（手順 2.）に作成した CSR ファイルのフルパスに置き換えてください。 

i. [Certification Authority List(証明機関の一覧)]が表示されます。CA を選択します。

[OK]をクリックします。 
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j. [Save Certificate(証明書の保存)]ウィンドウが表示されます。ファイル名と保存先フォ

ルダを指定して保存します。 

証明書は指定されたフォルダに生成されます。 

4. SSBで、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]に移動します。 

5. [TSA X.509 certificate]の をクリックし、前の手順で生成された証明書を選択して

[Upload]をクリックします。 

6. [TSA private key]の をクリックし、前の手順で生成されたキーを選んで[Upload]をクリック

します。 

 注釈： 

SSB で他の証明書に使用されているルート CA（[Basic Settings]>[Management]>[SSL

 certificate]の[CA X.509 certificate]フィールド）が TSA 証明書の署名に使用された C

A と異なっている場合、警告が表示されます。このシナリオの場合はワーニングを無視

してください。 

6.8 ホストリストポリシーの作成 

SSBは、例えば、ログソースにログメッセージを送信できるクライアントや共有ログスペースにアク

セスできるホストを制限するなど、さまざまな設定でホストとネットワークアドレスのリストを使用で

きます。 

 新しいホストリストを作成する詳細については、「6.8.1ホストリストの作成」を参照してくださ

い。 

 ファイルからホストリストをインポートする方法については、「6.8.2 ホストリストのファイルから

のインポート」を参照してください。 

6.8.1 ホストリストの作成 

新しいホストリストを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Policies]>[Hostlists]に移動し、 をクリックします。 

2. ホストリストの名前を入力します。（例、servers） 
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Figure 6-41 Policies > Hostlists — Creating hostlists 

 

3. [Match]>[Address]フィールドに許可するホストの IPアドレスを入力します。IPアドレス/ネッ

トマスク形式(例、192.168.1.0/24)のネットワークアドレスも入力できます。さらにアドレスを追

加するには をクリックして、この手順を繰り返します。 

4. リストから除外するホストを追加するには、[Ignore]>[Address]フィールドに拒否するホストの

IPアドレスを入力します。 

 注釈： 

特定のホストあるいはネットワークを除くすべてのアドレスを追加するには、[Match]リスト

に 0.0.0.0/0 を入力し、[Ignore]リストに拒否するホストまたはネットワークを入力します。 

5. をクリックします。 

 注意： 

ホストリストを変更する場合、[Basic Settings]>[System]>[Service control]>[Syslog traf

fic, indexing & search]に移動して、[Restart syslog-ng]をクリックして変更を反映しま

す。 

6.8.2 ホストリストのファイルからのインポート 

ホストリストをテキストファイルからインポートするには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. インポートするプレーンなテキストファイルを作成して、ホストリストを入力します。ファイルの

すべての行には IPアドレスあるいはネットワークを記述します。以下の形式を使用します。 
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name_of_the_policy;match 

または 

ignore;IP address 

例えば、192.168.5.5 の IPアドレスを拒否して、10.70.0.0/24 のサブネットに一致するホストを

許可するには、以下のように記述します。 

policy1;ignore;192.168.5.5 

policy2;match;10.70.0.0/24 

同じポリシーに複数のアドレスあるいはサブネットを追加するには、すべてのアドレスあるい

はサブネットを個々に記述します。 

policy1;ignore;192.168.7.5 

policy1;ignore;192.168.5.5 

policy1;match;10.70.0.0/24 

2. [Policies]>[Hostlists]>[Import from file]の[Browse(参照)]をクリックし、インポートするホスト

リストが含まれたテキストファイルを選択します。 

Figure 6-42 Policies > Hostlists — ホストファイルのインポート 

 

3. 既存のポリシーをアップデートする場合、それにアドレスを追加するには、[Append]をクリック

します。 

既存のアドレスをテキストファイルのアドレスに置き換える場合は、[Replace]をクリックしま

す。 
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4. [Upload & Commit]をクリックします。 

 注意： 

ホストリストを変更する場合、[Basic Settings]>[System]>[Service control]>[Syslog traf

fic, indexing & search]に移動して、[Restart syslog-ng]をクリックして変更を反映しま

す。 

7 メッセージソースの設定 

SSBは、ソースを経由してリモートホストからのログメッセージを受信します。いくつかのソースが

デフォルトで利用可能ですが、新しいソースを作成することもできます。syslogプロトコルとは別

に、SSBは SNMP プロトコルのメッセージを受信し、これらのメッセージを syslog メッセージに変換

することもできます。 

SSBの組込みのメッセージソースを使用方法の詳細については、「7.1 SSBのデフォルトメッセー

ジソース」を参照してください。 

SNMP メッセージの受信方法の詳細については、「7.2 SNMP メッセージの受信」を参照してくださ

い。 

新しい syslog メッセージソースを作成する方法の詳細については、「7.3 syslog メッセージソース

の作成」を参照してください。 

7.1 SSBのデフォルトメッセージソース 

SSBは、以下の組込みソースでメッセージを自動的に受信します。 

Figure 7-1 SSB のデフォルトメッセージソース 

 

legacy：ポート 514で legacy BSD-syslogプロトコルを使用した UDP メッセージを受信します。 

tcp：ポート 601で IETF-syslogプロトコル(RFC 5424)を使用した TCP メッセージを受信します。 
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tls：ポート 6514で IETF-syslogプロトコルを使用した TLS暗号化されたメッセージを受信しま

す。相互認証するには、クライアントは証明書の提示する必要があり、SSBはウェルカムウィザ

ードで作成した証明書を送信します。 

tcp_legacy：ポート 514で BSD-syslogプロトコルを使用した TCP メッセージを受信します。 

設定の詳細については、「7.3 syslog メッセージソースの作成」を参照してください。 

 注釈： 

すべてのデフォルトソースは名前解決が有効になっています。 

7.2 SNMP メッセージの受信 

SSBは SNMPv2cプロトコルを使用した SNMP メッセージを受信し、それらのメッセージを syslog メ

ッセージに変換することができます。SNMP メッセージは、他のソースと同じようにログパスで使用

できる特別な SNMP ソースを使用して受信されます。SNMP メッセージを受信するように設定する

には、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Log]>[Options]>[SNMP source]に移動します。 

2. [SNMP source]オプションが有効になっていることを確認します。 

Figure 7-2 Log > Options > SNMP source — SNMP メッセージの受信 

 

3. SNMP メッセージのデフォルトのコミュニティは public です。ホストが異なるコミュニティを使

用している場合は、[Community]フィールドを変更します。 

 注釈： 

SSB は単一のコミュニティからのみメッセージを受信できます。 
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4. SSB に SNMP メッセージを送信できるホストを制限するにはホストリストポリシーを作成して

許可するホストをポリシーに追加し、[Hostlist]フィールドでポリシーを選択します。ホストリス

トを作成する詳細については、「6.8ホストリストポリシーの作成」を参照してください。 

5. ホストが SSB に送信できるメッセージレートを制限するには、[Rate limit]フィールドに、SSB

が単一のホストから受信できる最大パケット数（メッセージではありません）を入力します（こ

の値は、ソースに適用されている iptables パケットフィルターの hashlimit パラメーターに設

定されます）。 

 注意： 

レート制限が有効な場合、ホストが大量のメッセージを送信すると、SSB は[Rate limit]

フィールドに設定された総数のみ処理します。それ以上のメッセージはドロップされメッ

セージはロストされます。 

6. SNMP メッセージに対して名前解決を使用するには、[Use DNS]オプションを有効にします。 

7. をクリックします。 

7.3 syslog メッセージソースの作成 

カスタム syslog メッセージソースを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Log]>[Sources]に移動し、 をクリックします。 

2. ソースの名前を入力します。簡単にソースを特定するのに役立つ記述的な名前にします。 
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Figure 7-3 Log > Sources — 新しいメッセージソースの作成 

 

3. [Listening address]フィールドで SSB がメッセージを受信するインターフェースの IP アドレス

を選択します。 

4. [Listening port]フィールドに、SSB がメッセージを受信するポート番号(例、1999)を入力しま

す。 

5. [Transport]フィールドで、クライアントが SSB へメッセージを転送するのに使用するネットワ

ークプロトコル（UDP、TCP、TLS、ALTP、または ALTP TLS）を選択します。 

6. UDP、TCP、または TLS の場合、[Incoming log protocol and message format]セクションでク

ライアントが使用する syslogプロトコルを選択します。ALTPおよびALTP TLSソースは IETF-

syslogプロトコルのみ動作します。 

 クライアントが legacy BSD-syslog プロトコル (RFC3164)を使用する場合は、

[Legacy(BSD-syslog, RFC3164)]を選択します。このプロトコルは、syslog メッセージを送

信できる、ほとんどのデバイスおよびアプリケーションでサポートされています。 

 クライアントが、新しい IETF-syslogプロトコル(例えば、クライアントが syslog-ng 3.0アプ

リケーションで syslog ドライバあるいは flags(syslog-protocol)オプションを使用した他の

ドライバを使用している場合)、[Syslog(IETF-syslog, RFC5452)]を選択します。 

syslog メッセージのパース処理を無効にして MESSAGE 部にログの全体を格納するには、
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[Do not parse]をチェックします。これは、着信メッセージが syslog フォーマットに準拠してい

ない場合に有効です。 

7. TLS を使用する場合、 SSB はクライアントに証明書を提示します。証明書は

[Log]>[Options]>[TLS settings]で設定することができます（詳細については、「11.4 TLS暗号

化ログ転送に使用される証明書の設定」を参照してください）。オプションで、SSB はリモート

ホスト(ピア)の証明書を要求し、検証して相互認証を行うことができます。[Peer verification]

フィールドで使用する検証方式を選択します。 

 None：リモートホストに証明書を要求しません。ホストが証明書を送信してきた場合、証

明書を受け入れます。 

 Optional trusted：リモートホストが証明書を送信してきた場合、SSB は有効（期限切れ

でない）か、ホストのドメイン名あるいは IP アドレスが証明書のコモンネームに含まれて

いるかどうかをチェックします。これらのチェックに失敗すると、SSB は接続を拒否します。

ただし、SSBはホストが証明書を送信しない場合、接続を許可します。 

 Optional untrusted：リモートホストによって提示される任意の証明書を受け入れます。

ホストは証明書を提示する必要があります。 

 Required trusted(デフォルト設定)：リモートホストの証明書を検証します。信頼された認

証局によって署名された有効な証明書のみ受け入れます。CA 証明書をインポートする

方法については、「6.7.2 SSBへの外部証明書のアップロード」を参照してください。証明

書のコモンネームに、ホストのドメイン名または IPアドレスが含まれている必要がありま

す。 

 Required untrusted：SSB はリモートホストに証明書を要求します、証明書が受信できな

い場合、接続を拒否します。ただし、以下の場合は接続を受け入れます。 

 証明書が有効（有効期限が切れている）ではない場合、あるいは 

 証明書のコモンネームにホストのドメイン名あるいは IP アドレスが含まれていない

場合。 

ALTP TLSを使用する場合、[Required-trusted]ピア検証のみ認証します。 

 注釈： 

ALTP の詳細については、「2.5 Advanced Log Transfer Protocol」を参照してください。 

 

 注意： 

UDP は信頼性のないプロトコルです。UDP を使用する場合、大量のメッセージが発生し
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た場合、警告なしにロストします。可能であれば、TCP、TLS、または ALTP を使用してく

ださい。 

8. 選択したトランスポートに応じて、[Other source options]セクションで他のソース関連のオプ

ションを設定します。 

 TCPまたは TLSを使用する場合、[Maximum connections]フィールドに最大同時接続数

を設定します。このオプションは syslog-ng の max_connections()パラメーターに相当しし

ます。 

ALTPあるいは ALTP TLSの場合、最大同時接続数を設定します。デフォルト値は 1000

です。レベル 6の圧縮を許可するには、[Allow compression]をチェックします。圧縮レベ

ルは変更すことはできません。 

 TLSあるいは ALTP TLS を使用する場合、以下のオプションの 1 つを使用して、許可さ

れた暗号スイートの強度を設定します。 

 Compatible：以下の文字列によって定義される暗号スイートのセットです。 

ALL:!aNULL:!eNULL 

Compatible を設定すると、TLS(Transport Layer Security)ネゴシエーションで安全

でない暗号スイートが許可される場合があります 

 Secure：脆弱な暗号アルゴリズムが除かれた暗号スイートのセットです。この暗号

スイートは、以下の文字列によって定義されます。 

HIGH:!COMPLEMENTOFDEFAULT:!aNULL:!eNULL:!DHE-RSA-AES128-SHA:!DHE-RSA-

AES256-SHA:!ECDHE-RSA-AES128-SHA:!ECDHE-RSA-AES256-SHA:!AES128-

SHA:!AES256-SHA 

9. [Hostname and timestamp related settings]セクションでは、以下の設定を行えます。 

 選択されたホストからのみメッセージを受信するには、ホストリストを作成して[Hostlist]

フィールドでホストリスト選択します。ホストリストの作成方法の詳細については、「6.8 ホ

ストリストポリシーの作成」を参照してください。 

 必要に応じて着信メッセージの[Timezone]オプションを設定します。 

 このソースに送信されたホストからの情報を信頼する場合は、[Trusted]オプションを有

効にします。SSBは信頼されたクライアントからのタイムスタンプとホスト名を保持します。

これは、syslog-ng のソースオプションで keep_timestamp()と keep_hostname()を有効に

することに対応します。 
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 送信ホストの完全修飾ドメイン名を保存する場合には[Use FQDN]をチェックします。 

10. [Use DNS]セクションで使用する名前解決の方法を選択します 

11. ソースにメッセージアラートを設定するには、「4.6.4 メッセージレートアラート設定」を参照して

ください。 

12. 必要に応じて、着信メッセージの[Encoding]オプションを設定します。 

13. をクリックします。 

 注釈： 

このソースに到着したメッセージを実際に保存するには、ログパスにこのソースを含め

る必要があります。詳細については、「10 ログパス：メッセージのルーティングと処理」を

参照してください。 

14. オプション手順：ALTP または ALTP TLS プロトコルを使用してメッセージを受信する場合、

syslog-ng クライアントが、ALTPまたは ALTP TPS プロトコルを使用して SSB へメッセージを

転送するように設定されていることを確認してください。詳細については、「syslog-ng 

Premium Edition Administrator Guide」(英文)の「Adivanced Log Transfer Protocol」を参照し

てください。 

8 メッセージの保存 

SSBは、ログスペースと呼ばれるバイナリまたはプレーンなテキストファイルにログメッセージを保

存します。複数のログスペース、リモートログスペースを定義でき、各ログスペースのフィルターさ

れたサブセットを設定することもできます。 

バイナリログファイル（ログストア）は syslog-ngの暗号化された logstore()ディスティネーションに

対応します。ログストアは圧縮、暗号化、および外部タイムスタンプ局(TSA)によりタイムスタンプを

つけることができます。ログストアの内容を検索可能にするには、各ログストアに個別にインデク

サを作成します。 

マルチプルログスペースは、複数の SSB（異なるサイトに存在する）からメッセージを集約し、異な

るインターフェースにログインせずに 1つの webインターフェースから複数の SSB のログを閲覧

および検索することができます。 

リモートログスペースは、他の SSBアプライアンスのログスペース(フィルターされたログスペース

を含む)にアクセスし検索することができます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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フィルターログスペースは、既存のローカル、リモートあるいはマルチプルログスペースに含まれ

るログのフィルターされたサブセットです。フィルターされたログスペースをユーザーグループに割

り当てることで、ログスペースのログのサブセットのみを参照できるグループを作成でき詳細なア

クセス制御が可能になります。 

これら 3つのログスペースの概要および比較表を以下に示します。 

種類 ソース 主な使用目的 検索可能 フィルター可能 

マルチプル 異なるサイトに存

在する複数の

SSB 

複数のログスペースを 1 つの

ログスペースにメッセージを集

約します。 

ログメッセージを事前にフィルタ

ーし、選択したユーザーグルー

プのみと共有します。 

可 可 

リモート リモートの SSB 他の SSB のログスペースにア

クセスします。 

可 可 

フィルター ローカル/マルチ

プル/リモート

SSB 

ログスペースのサブセットのみ

アクセス許可することで、ログ

スペースへの詳細なアクセス

制御を行います。 

可 不可 

Table 8-1 マルチプル、リモートおよびフィルターログスペースの種類 

デフォルトで、SSBには以下のログスペースがあります。 

Figure 8-1 Log > Logspaces — デフォルトのログスペース

 

 local：SSBのログメッセージを保存する非暗号化のバイナリログスペース。 

 center：クライアントから送信されるログメッセージを保存する非暗号化のバイナリログスペ

ース。 

ログスペースは SSBのハードディスクにローカルに保存されます。リモートでログスペースにアク

セスするには、他の SSBでリモートログスペースとしてログスペースを閲覧および検索できるよう

に設定するか、ログスペースをネットワークドライブとしてアクセスできるようにします。 

 暗号化されたログファイル（ログストア）を使用する詳細については、「8.1 ログストアの使用」

を参照してください。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

172/315 

 プレーンなテキストログスペースを作成する方法の詳細については、「8.2 テキストログスペ

ースの作成」を参照してください。 

 ログスぺースを管理する方法の詳細については、「8.3ログスペースの管理」を参照してくだ

さい。 

 フィルターログスペースを作成する方法の詳細については、「8.4 フィルターログスペースの

作成」を参照してください。 

 リモートログスペースを作成する方法の詳細については、「8.5 リモートログスペースの作

成」を参照してください。 

 マルチプルログスペースを作成する方法の詳細については、「8.6マルチプルログスペース

の作成」を参照してください。 

 ログファイルをネットワークドライブとしてリモートでアクセス可能にする方法の詳細について

は、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照してください。 

8.1 ログストアの使用 

ログストアはクライアントから送信されたログメッセージを保存するのに、バイナリ形式のログファ

イルを使用するログスペースです。ログストアは圧縮、暗号化、および外部のタイムスタンプ局

(TSA)によってタイムスタンプをつけることができます。ログストアの内容を検索可能にするには、

各ログストアに個別にインデクサを作成します。 

以下の制限がログストアに適用されます。 

 ログストアファイルのインデックス付けは現在次の制限があります。：インデクサは 1日ごと

に作成されるログストアの 1つのファイルのみしか処理できません（SSBは日ごとに新しい

ログファイルを自動的に作成します）。 

 ログストアファイルはチャンクで構成されます。稀ですが、SSB上の syslog-ngアプリケーシ

ョンが何らかの理由でクラッシュした場合、チャンクも破損する可能性があります。つまり、ロ

グメッセージは含まれているが、チャンクが完全に終了していない場合があります。ただし、

SSBバージョン 2 F1 以降、SSBで実行している syslog-ngアプリケーションはログストアフ

ァイルにメッセージを書き込む前にジャーナルファイルに対してログメッセージを処理し、予

期しないクラッシュが発生した場合でもメッセージの損失を減らしています。 

同様に、何らかの理由でインデクサアプリケーションがクラッシュした場合、ログストアファイ

ルの一部がインデックス付けされない可能性があり、したがって、ファイルのこの一部のメッ
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セージが検索結果に表示されない場合があります。これはメッセージが損失したことを意味

するものではありませんが、現在、ファイルを再インデックス付けすることはできません。 

これらの制限は SSBの将来のバージョンで改善される予定です。 

 ログストアを作成する方法の詳細については、「8.1.1ログストアの作成」を参照してくださ

い。 

 ログストアをインデックス付けする設定の詳細については、「8.1.2インデクササービスの設

定」を参照してください。 

 暗号化されたログを含む、ログストアファイルの内容を表示する方法の詳細については、

「8.1.3 logcatでの暗号化されたログの閲覧」を参照してください。 

8.1.1 ログストアの作成 

手順： 

1. [Log]>[Logspaces]に移動し、 をクリックします。 

2. ログスペースの名前を入力します。簡単にスペースを特定するのに役立つ記述的な名前に

します。ログスペースの名前は、数値または文字で始まる必要があります。 
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Figure 8-2 Log > Logspaces — 新しいログストアの作成 

 

3. [Type]フィールドで[LogStore]をチェックします。 

4. 公開鍵を使用してログファイルを暗号化するには、[Encryption certificate]フィールドの を

クリックします。 

ポップアップウィンドウが表示されます。 

[参照]をクリックし、ログファイルを暗号化するのに使用する証明書を選択して[Upload]をクリ

ックします。あるいは[Certificate]フィールドに証明書をペーストして[Set]をクリックすることで

もできます。 

 注釈： 

暗号化されたログメッセージを閲覧するには、この証明書の秘密鍵が必要です。SSB

の web インターフェースで暗号化されたログストアをオンラインで閲覧する方法の詳細

については、「12.2 暗号化されたログスペースの閲覧」を参照してください。 

暗号化されたログファイルを、logcat コマンドラインツールを使用して表示することもでき

ます。logcat アプリケーションは、現在 UNIX ベースのシステムでのみ利用可能です。 
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以下を推奨します。 

 2048ビット RSAキー（または、それ以上）。 

 公開鍵のフィンガープリントを作成する場合、SHA-256 ハッシュアルゴリズム（またはそれ以

上）。 

 注釈： 

上述で説明している各証明書あるいは暗号化に関する設定は、翌日から反映されま

す。 

ただし、秘密鍵を復号に使用する場合、秘密鍵をアップロード後すぐに暗号化されたロ

グストアを検索できます。詳細については、「12.2.3 ログストアへの復号キーの割り当

て」を参照してください。 

5. デフォルトで、SSB は内部のタイムスタンプ局から 10分ごとにタイムスタンプを要求します。

必要に応じて[Timestamping frequency]フィールでタイムスタンプを要求する間隔を変更しま

す。外部プロバイダーからタイムスタンプを要求する方法の詳細については、「11.2 タイムス

タンプ設定」を参照してください。 

6. インデックス付けはデフォルトで有効になっています。インデックス設定の詳細については、

「8.1.2 インデクササービスの設定」を参照してください。 

 注釈： 

検索ページで検索を可能にするにはインデクスサを有効にする必要があります。 

7. ログストアファイルはデフォルトで圧縮されます。圧縮を使用しない場合は[Compressed 

logstore]オプションのチェックを外してください。 

8. [Filename template]で、このログスペースのログファイルを構成する方法を選択します。 

 1つのファイルに 1日に受信したすべてのメッセージを保存するには、[All messages in 

one file]をチェックします。 

 注釈： 

インデクサを有効(デフォルト)にした場合、[All messages in one file]のみ指定可能

です。 

 メッセージを送信したピア(IPアドレスまたはホスト名)ごとにログファイルを分けて作成

するには、[Per host]オプションにチェックします。このオプションは syslog-ng の

${HOST}マクロを使用することに相当します。 
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 メッセージを送信するアプリケーションごとにログファイルを分けて作成するには、[Per 

application]オプションにチェックします。このオプションは syslog-ngの${PROGRAM}マ

クロを使用することに相当します。 

 メッセージを送信する各ピアのアプリケーションごとにログファイルを分けて作成するに

は、[Per host and application]オプションにチェックします。syslog-ngの${HOST}-

${PROGRAM}マクロを使用することに相当します。 

 ログファイルの名前にカスタムテンプレートを指定するには、[Custom]オプションにチェ

ックして、表示された[Template]フィールドにテンプレートを入力します。 

 注釈： 

無効なパスを生成するテンプレート（例えば、246 文字を越えるファイル名の使用、

あるいは親ディレクトリを参照するなど）は動作しません。 

ファイル名にテンプレートを使用する方法の詳細については、「The syslog-ng Premium 

Edition LTS Administrator Guide」(英文)を参照してください。 

9. リモートサーバーにログスペースの日次バックアップを自動で作成するには、バックアップポ

リシーを作成して[Backup policy]フィールドで、そのポリシーを選択します。バックアップポリ

シーを作成する方法の詳細については、「4.7データとコンフィグレーションのバックアップ」を

参照してください。 

10. ログスペースを毎日自動的にアーカイブするには、アーカイブポリシーを作成して

[Archive/Cleanup policy]フィールドで、そのポリシーを選択します。アーカイブポリシーを作

成する方法の詳細については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

 注意： 

アーカイブおよびクリーンアップポリシーを使用して、SSB から古いログファイルを削除し

てください。さもないと、SSB のハードディスクが一杯になってしまいます。 

11. ネットワーク経由でログスペースのログファイルを利用可能にするには、共有ポリシーを作成

して[Sharing policy]フィールドで、そのポリシーを選択します。共有ポリシーを作成する方法

の詳細については、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照してください。 

12. [Warning size]フィールドにログスペースの容量を設定します。ログスペースの容量が制限を

超えた場合、SSB はアラートを送信します。 

 注意： 

[Logspace exceeded warning size]アラートが[Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]ペ

ージで有効で、[Basic Settings]>[Management]ページのメールおよび SNMP 設定が正し

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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いことを確認してください。さもないと、ログスペースのサイズ制限が超えた場合に、アラ

ートを受信できません。アラートとモニタリングの詳細については、「4.6 SSB のシステム

監視設定」を参照してください。 

13. デフォルトで、[search]グループのメンバーは保存されたメッセージをオンラインで閲覧できま

す。ログスペースにアクセスできるユーザーグループを制御するには[Access control]オプシ

ョンを使用します。詳細については、「5.6ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照

してください。 

14. をクリックします。 

8.1.2 インデクササービスの設定 

インデクササービスは、選択されたフィールドのインデックスを保存し、検索可能にします。フィー

ルドにインデックスを付けるにはディスク容量および処理能力を使用します。 

このセクションでは、インデクササービスの制限およびログストアにインデックスを設定する方法に

ついて説明します。 

制限： 

 メッセージは、指定された区切り文字に基づいてトークン化されます。最初の 512 トークンの

みがメッセージでインデックス付けされ、残りは無視されます。この制限は、他の静的フィー

ルド（[PROGRAM]、[HOST]など）、パターンデータベースによって追加された name-valueペ

ア、あるいは着信したメッセージの SDATA 部の値には影響しません。 

 空白文字(スペース、タブなど)は、常に区切り文字として認識されます。 

 2文字より短いトークンはインデックス付けされません。 

 トークンは 59文字で切り捨てられます。従って、最小で 59文字長の共通プレフィックスのト

ークンは同一のものとして処理されます。 

 name-valueペアをインデックス付けする場合、59文字の制限は次の形式："<name-of-

nvpair>=<value-of-nvpair>"に適用されます。value値の部分が切り捨てられないよう

に、長い name部を使用しないでください。 

 統計情報の検索および作成の最小時間は 1 秒です。それより間隔を短くすることはできま

せん。 
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 メッセージ内のトークンの順序は保持されません。従って、'first_token second_token'

を含むメッセージと'second_token first_token'を含む他のメッセージは、

'first_token second_token'の検索式で両方のメッセージが検索されます。 

手順： 

1. [Log]>[Logspaces]に移動し、インデックス付けするログストアを選択します。 

2. ログストアファイルのインデックス付けを有効にするには、[Indexer]フィールドの[Enable]オプ

ションをチェックします。 

3. ログストアの検索時にヒット数を制限するには、[Maximum number of search results]フィー

ルドに検索でヒットする最大数を入力します。 

制限を無効にするには、0を入力します。 

4. [Memory limit]に、インデクサが現在のログスペースで使用できるメモリの最大容量を入力し

ます。 

 注意： 

データ損失の危機。[Memory limit]オプションが(1280MiB より)高すぎると、メッセージ損

失とパフォーマンスの低下の原因になる可能性があります。問題を起こすような値は、設

定と環境によって異なります。 

5. [Indexed fields]フィールドでインデックス付けするフィールドを設定します。 

 注釈： 

少なくとも 1 つのフィールドを選択する必要があります。 

次のフィールドをインデックス付けすることができます。[Facility]、[Priority]、[Program]、

[Pid]、[Host]、[Tags]、[Name/value pairs]、[Message]。 

[Name/value pairs]フィールドでは、すべての Name/value フィールドをインデックス付けする

のに[All]をチェックするか、[Only with the name]フィールドに、カンマ区切りでインデックス付

けする名前を入力します。 

[Message]フィールドのインデックス付けを有効にした場合、現在の[Delimiters]が表示されま

す。デフォルトで、インデクサはメッセージを単語(トークン)に分けるために次の区切り文字を

使用します。& : ~ ? ! [ ] = , ; ( ) ' "。 

メッセージにこれらの区切り文字を含むセグメントが含まれていて、これらのセグメント全体を

検索する場合、リストから区切り文字を削除してください。例えば、ログメッセージに MACア

ドレスが含まれていて特定の MACアドレスを含むメッセージを検索できるようにするには、
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区切り文字のリストからコロン(:)を削除します。さもないと、インデックスアは MACアドレスを

複数のトークンに分割します。 

 注釈： 

ログメッセージの[MESSAGE]部で空白文字を検索することはできません。ハードコーディ

ングされた区切り文字であるためです。 

8.1.3 logcatでの暗号化されたログの閲覧 

ログストアファイルにアクセスするには、以下を行うことで可能です。 

 ネットワーク共有を使用してログストアにアクセスします。 

これは推奨される方法です。詳細については、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのア

クセス」を参照してください。 

 SSBにローカルまたは SSHを使用してリモートでログインします。 

ログストアファイルの内容を表示するには、syslog-ngに提供されている logcat コマンドを使用しま

す。 

logcat /var/log/messages.lgs 

暗号化されたログファイルの内容を表示するには、ファイルを暗号化するのに使用した証明書の

秘密鍵を指定します。 

logcat -k private.key /var/log/messages.lgs 

ファイルの内容は標準出力に出力され、特定のログメッセージを検索するのに grepや他のツー

ルを使用することができます。 

logcat /var/log/messages.lgs | grep 192.168.1.1 

ログストアに保存されたすべてのレコードは、一意のレコード IDを持ちます。logcat アプリケーショ

ンは--seekオプションを使用して特定のレコードに、すばやくジャンプできます。 

syslog-ngによって使用されているファイルの場合、開かれている最後のチャンクを読み込むこと

ができません。チャンクは、新しいメッセージが到着していない場合で chunk_size パラメーターに

設定されている制限サイズ、あるいは chunk_time パラメーターに設定された制限時間に達した時

に閉じられます。 
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ログストアファイルが暗号化されている場合、ハッシュもチャンクの整合性を検証するためにチャ

ンクごとに生成されます。チャンクのハッシュは、ログストアファイルにチャンクを挿入しないように

連鎖しています。使用されている暗号アルゴリズムは CBCモードの aes128 で、ハッシュアルゴリ

ズム(HMAC)は hmac-sha1 です。 

 注意： 

syslog-ng PE アプリケーション、またはコンピューがクラッシュした場合、クローズされていない

チャンクはファイルの最後に残ります。このチャンクは破損されているとマークされ、データは

存在しますが logcat で表示することはできません。 

8.2 テキストログスペースの作成 

プレーンなテキストファイルにメッセージを保存する新しいログスペースを作成するには、以下の

手順を実行します。 

 注意： 

バイナリ形式のログスペース(ログストアファイル)と比べて、プレーンテキストのログスペース

は以下の制限があります。 

 プレーンテキストのログスペースはインデックス付けできないため、SSB の検索インター

フェースで閲覧することも検索することもできません。 

 テキストログスペースはリモート、フィルターあるいはマルチプルログスペースを作成する

ことはできません。 

 RPC APIを使用してテキストログスペースにアクセスすることはできません。 

外部アプリケーションから共有ファイルとしてアクセスする場合にのみテキストログスペースを

使用してください。詳細については、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照

してください。 

同時に、プレーンテキストのログスペース（共有できます）とログストアにメッセージを保存する

ように設定して、SSB の検索インターフェースでアクセスすることもできます。これを行うには、

ログパスに 2 つのディスティネーション(1 つはプレーンテキスト、もう 1 つはログストア)を設定

します。 

手順： 

1. [Log]>[Logspaces]に移動して、 をクリックします。 

2. ログスペースの名前を入力します。簡単にスペースを特定するのに役立つ記述的な名前に

します。 
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Figure 8-3 Log > Logspaces — 新しいテキストログスペースの作成 

 

3. [Type]フィールで[Text file]をチェックします。 

4. ログメッセージのパーサーに使用するテンプレートを選択します。以下のテンプレートが利用

可能です。 

 Legacy は以下の syslog-ngテンプレートに対応します。 

template("${DATE} ${HOST} ${MSGHDR}${MSG\n}") 

 ISO date は以下の syslog-ngテンプレートに対応します。 

template("${ISODATE} ${HOST} ${MSGHDR}${MSG\n}") 

 Extended は廃止されたオプションです。現在、ISO date の機能が複製されています。 

 Custom は表示された[Template]フィールドにカスタム syslog-ngテンプレートを指定し

ます。 

syslog-ngテンプレートの詳細については、「The syslog-ng Premium Edition 

Administrator Guide」(英文)を参照してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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5. [Filename template]で、このログスペースのログファイルを構成する方法を選択します。 

 1つのファイルに 1日に受信したすべてのメッセージを保存するには、[All messages in 

one file]をチェックします。 

 メッセージを送信したピア(IPアドレスまたはホスト名)ごとにログファイルを分けて作成

するには、[Per host]オプションにチェックします。このオプションは syslog-ng の

${HOST}マクロを使用することに相当します。 

 メッセージを送信するアプリケーションごとにログファイルを分けて作成するには、[Per 

application]オプションにチェックします。このオプションは syslog-ngの${PROGRAM}マ

クロを使用することに相当します。 

 メッセージを送信する各ピアのアプリケーションごとにログファイルを分けて作成するに

は、[Per host and application]オプションにチェックします。syslog-ngの${HOST}-

${PROGRAM}マクロを使用することに相当します。 

 ログファイルの名前にカスタムテンプレートを指定するには、[Custom]オプションにチェ

ックして、表示された[Template]フィールドにテンプレートを入力します。 

 注釈： 

無効なパスを生成するテンプレート（例えば、246 文字を越えるファイル名の使用、

あるいは親ディレクトリを参照するなど）は動作しません。 

ファイル名にテンプレートを使用する方法の詳細については、「The syslog-ng Premium 

Edition Administrator Guide」(英文)を参照してください。 

6. リモートサーバーにログスペースの日次バックアップを自動で作成するには、バックアップポ

リシーを作成して[Backup policy]フィールドで、そのポリシーを選択します。バックアップポリ

シーを作成する方法の詳細については、「4.7データとコンフィグレーションのバックアップ」を

参照してください。 

7. ログスペースを毎日自動的にアーカイブするには、アーカイブポリシーを作成して

[Archive/Cleanup policy]フィールドで、そのポリシーを選択します。アーカイブポリシーを作

成する方法の詳細については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

 注意： 

アーカイブおよびクリーンアップポリシーを使用して、SSB から古いログファイルを削除し

てください。さもないと、SSB のハードディスクが一杯になってしまいます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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8. ネットワーク経由でログスペースのログファイルを利用可能にするには、共有ポリシーを作成

して[Sharing policy]フィールドで、そのポリシーを選択します。共有ポリシーを作成する方法

の詳細については、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照してください。 

9. [Warning size]フィールドにログスペースの容量を設定します。ログスペースの容量が制限を

超えた場合、SSB はアラートを送信します。 

 注意： 

[Logspace exceeded warning size]アラートが[Basic Settings]>[Alerting & Monitoring]ペ

ージで有効で、[Basic Settings]>[Management]ページのメールおよび SNMP 設定が正

しいことを確認してください。さもないと、ログスペースのサイズ制限が超えた場合に、ア

ラートを受信できません。アラートとモニタリングの詳細については、「4.6 SSB のシステ

ム監視設定」を参照してください。 

10. デフォルトで、[search]グループのメンバーは保存されたメッセージをオンラインで閲覧できま

す。ログスペースにアクセスできるユーザーグループを制御するには[Access control]オプシ

ョンを使用します。詳細については、「5.6ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照

してください。 

11. をクリックします。 

8.3 ログスペースの管理 

ログスペースは、「4.7データとコンフィグレーションのバックアップ」および「4.8アーカイブとクリー

ンアップ」で説明されているバックアップおよびアーカイブポリシーを使用してほとんど自動的に管

理されます。とはいえ、バックアップおよびアーカイブは手動で実行することもできます。ログスペ

ースの詳細を表示するには、 をクリックします。一番上にアクションボタンが表示されます。 

 注釈： 

これらのオプションはフィルターおよびリモートログスペースでは利用できません。 

Figure 8-4 Log > Logspaces > Get current size — ログスペースの管理 

 

 注釈： 

ログスペースのサイズはログスペースの詳細ページの[Size]フィールドに表示されます。デー

タを再表示するには[Get current size]をクリックします。 
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 バックアッププロセスを手動で実行するには[Backup]をクリックします。 

 SSBにバックアップサーバーからログファイルをリストアするには[Restore]をクリックしま

す。 

 注意： 

バックアップをリストアすると、ログスペースのすべてのログファイルがバックアップから

のファイルに置き換えられます。バックアップ後にログスペースに保存されたログメッセ

ージはリカバリにより失われます。 

 アーカイブおよびクリーンアッププロセスを手動で実行するには、[Archive/Cleanup]をクリッ

クします。 

 注意： 

ログスペースで選択されているアーカイブポリシーがクリーンアップのみ実行するように

設定されている場合、[Retention time in days]より古いログメッセージは削除され、取り

消しできません。詳細については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」を参照してください。 

 ログスペースのすべてのログファイルを削除するには[Empty]をクリックします。これは、SS

Bの容量をすぐに開ける必要がある場合、あるいはログスペースを削除する場合に便利で

す。 

 注意： 

この操作はログスペースのすべてのファイルを削除します。アーカイブあるいはバック

アップされていないログメッセージはすべて失われます。 

ログスペースのアーカイブされたログは検索できます。 

すべてのログスペースをバックアップ、アーカイブあるいは削除するのに[Log]>[Logspaces]ページ

の上部の同様なアクションボタンが利用可能です。これらのアクションは、それぞれに設定された

すべてのログスペースで実行されます。つまり、[Backup All]をクリックすると、個々に設定された

バックアップポリシーを使用して、すべてのログスペースのバックアップが作成されます。 

8.4 フィルターログスペースの作成 

フィルターログスペースは既存のローカルログスペース、リモートログスペース、あるいはマルチプ

ルログスペースに含まれたログのフィルターされたサブセットを作成できます。ログスペースのサ

ブセットのみ表示するグループを作成し、フィルターログスペースにユーザーグループを割り当て

ることで詳細なアクセスコントロールが可能になります。 
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検索インターフェースと同じ検索式を使用して、フィルターログスペースを作成できます。以下の例

は、syslog-ngのメッセージのみフィルターするフィルターログスペースの設定です。 

 注釈： 

フィルターログスペースは、ベースログスペース(元の既存ログスペース)の閲覧のみになりま

す。ログメッセージはベースログスペース（ベースログスペースがリモートログスペースの場合

には、ログメッセージはリモート SSB に保存されています）に保存されます。従って、ログスペ

ースのコンフィグレーションパラメーターを直接変更することはできません。これを行うには、ベ

ースログスペース(元の既存ログスペース)自身に移動する必要があります。 

Figure 8-5 Log > Filtered Logspaces — フィルターログスペース 

 

手順： 

1. [Log]>[Filtered Logspaces]に移動し、 をクリックします。 

2. 最初のフィールドにフィルターログスペース名を入力します。簡単にスペースを特定するのに

役立つ記述的な名前にします。ログスペースの名前は、数値または文字で始まる必要があ

ります。 

3. [Base logspace]でフィルターするログスペースを選択します。 

4. [Filter]フィールドに検索式を入力します。 

ワイルドカードやブール演算子を使用して複雑な検索式を作成できます。詳細および実用例

については、「12.1.3 複雑な検索クエリの使用」を参照してください。 

 注釈： 

SSB はすべての name-value ペア(パラメーター)で最初の 59 文字のみをインデックス付

けします。これには 2 つの結果をもたらします。 

 パラメーターが 59 文字を越える場合、検索が複数の不正確な結果になります。 

以下のパラメーターの場合、 
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.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

SSB は以下のようにインデックス付けします。 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname- 

上記は最初の 59 文字に対応しています。そのため以下のように検索すると。 

nvpair:.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-

12345 

以下を含むすべてのログメッセージが返ります。 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname- 

 ワイルドカードを使用すると、検索結果から特定のメッセージが省かれます。 

上述の同じ例を使用すると、以下の検索式では結果が何も返されません。12345 がイン

デックス付けされてないためです。 

nvpair:*=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

代わりに、以下の検索式を使用する必要があります。ただし、これは上述の例と同様に

複数の結果を返します。 

nvpair:*=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-* 
 

5. デフォルトでは、search グループのメンバーが保存されたメッセージを閲覧できます。ログス

ペースにアクセスできるユーザーグループをコントロールするには、[Access control]オプシ

ョンを使用します。詳細については、「5.6ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照

してください。 

6. をクリックします。 

8.5 リモートログスペースの作成 

SSBは、他の SSBアプリケーションのログスペースにアクセスして検索することができます。他（リ

モート）の SSBのログスペースにアクセスできるように SSBを設定するには、リモートログスペー

スを設定します。 

設定後、リモートログスペースは SSBの他のログスペースと同様に検索できます。リモートログス

ペースを基にしてフィルターログスペースを作成することもできます。 

 注釈： 

リモート SSBのログスペースのコンフィグレーション変更、内容のアーカイブ、バックアップある



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

187/315 

いは削除することはできません。 

 

 注釈： 

リモートログスペースがアクセス不能の場合、ログスペースの内容を閲覧することはできませ

ん。 

Figure 8-6 Log > Remote Logspaces — リモートログスペース 

 

前提条件： 

 リモート SSBのバージョン番号とリモートログスペースを作成する SSBのバージョン番号が

同じ(または以上)である必要があります。 

 利用するログスペースにアクセスできるリモート SSBのユーザーを設定する必要がありま

す。 

 ログスペースが暗号化されている場合、ユーザーは、必要な証明書を持っている必要があ

ります。 

 リモート SSBの CA X.509証明書をダウンロードしておく必要があります。 

サーバー証明書をダウンロードするには、[Basic Settings]>[Management]>[SSL certificat

e]>[CA X.509 certificate]に移動し、証明書をクリックします。 

手順： 

1. [Log]>[Remote Logspaces]に移動し、 をクリックします。 

2. 最初のフィールドにリモートログスペース名を入力します。簡単にスペースを特定するのに役

立つ記述的な名前にします。ログスペースの名前は、数値または文字で始まる必要があり

ます。 

3. [Host]フィールドにリモート SSBの IPアドレスまたはホスト名を入力します。 
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4. [Username]フィールドにリモート SSBのログスペースへのアクセス用に設定したユーザー名

を入力します。 

5. [Password]フィールドにユーザーのパスワードを入力します。 

6. [Remote logspace name]フィールドにリモート SSB のログスペース名を入力します。 

7. [Remote certificate authority]セクションで、 をクリックしてリモート SSBのサーバー証明

書をアップロードします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

 注釈： 

[Remote certificate authority]に証明書チェーンをアップロードすることはできません。

また、アップロードする必要もありません。証明書チェーンはサーバーで使用され、リモ

ートログスペースでは使用されません。 

リモートログスペースの認証時に証明書チェーンを使用する場合は、以下を行います。 

1. [Log]>[Remote Logspaces]>[Remote certificate authority]でルードCAをアップロ

ードします。 

2. [Basic Settings]>[Management]>[SSL certificate]>[Server X.509 certificate]で中

間CAとエンドエンティティ(サーバー)証明書をアップロードします。 

[参照]をクリックして、リモート SSBの証明書を選択し[Upload]をクリックします。 

8. デフォルトでは、search グループのメンバーが保存されたメッセージを閲覧できます。ログス

ペースにアクセスできるユーザーグループをコントロールするには、[Access control]オプシ

ョンを使用します。詳細については、「5.6ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照

してください。 

9. をクリックします。 

8.6 マルチプルログスペースの作成 

異なるサイトに配置された複数の SSBがある場合、複数の異なるインターフェースにログオンしな

いで同じ webインターフェースから、これらのマシンのログを閲覧および検索することができます。 

マルチプルログスペースを作成すると、異なった視点に基づいてログメッセージをあらかじめフィ

ルターして、特定のユーザーグループにのみ、これらのフィルターされたログを共有することがで

き有用です。 

マルチプルログスペースはメンバーログスペースから到着したメッセージの集合です。新しいログ

メッセージは、毎秒おきにマルチプルログスペースに出力されます。 
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設定後、マルチプルログスペースは SSBの他のログスペースと同様に検索することができます。

マルチプルログスペースを基にしてフィルターログスペースを作成することもできます。 

 注釈： 

マルチプルログスペースは、メンバーログスペースの閲覧のみになります。ログメッセージはメ

ンバーログスペース（メンバーログスペースがリモートログスペースの場合には、ログメッセー

ジはリモート SSB に保存されます）に保存されます。従って、ログスペースのコンフィグレーシ

ョンパラメーターを直接変更することはできません。これを行うには、メンバーログスペース自

身に移動する必要があります。 

 

 注釈： 

リモートのメンバーログスペースがアクセス不能の場合、ログスペースの内容を閲覧すること

はできません。 

 

 注釈： 

マルチプルログスペースを使用すると、アプライアンスのパフォーマンスが低下する場合があ

ります。可能であれば、マルチプルログスペースを使用しないで(例えば、マルチプルログスペ

ースで複数のフィルターログスペースを作成する代わりに、フィルターログスペースで検索式

を使用して)ログスペースを管理してください。 

Figure 8-7 Log > Multiple Logspaces — マルチプルログスペース 

 

手順： 

1. [Log]>[Multiple Logspaces]に移動し、 をクリックします。 

2. 最初のフィールドにマルチプルログスペース名を入力します。簡単にソースを特定するのに

役立つ記述的な名前にします。ログスペースの名前は、数値または文字で始まる必要があ

ります。 

3. [Member Logspaces]セクションでメンバーログスペースを選択します。新しいメンバーログス

ペースを追加するには、 をクリックして、別のログスペースを選択します。既存のメンバー

ログスペースのみ選択できます。 
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4. デフォルトでは、search グループのメンバーが保存されたメッセージを閲覧できます。ログス

ペースにアクセスできるユーザーグループをコントロールするには、[Access control]オプシ

ョンを使用します。詳細については、「5.6ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照

してください。 

5. をクリックします。 

8.7 ネットワーク経由でのログファイルのアクセス 

SSBに保存されたログファイルは、必要に応じて、CIFS(Samba)または NFS(Netowrk File System)

プロトコルを使用してネットワーク共有でアクセスすることができます。共有は、共有のタイプとクラ

イアント(ホスト)、およびログファイルにアクセスできるユーザーを指定したポリシーを使用して制

御されます。共有は、SSBがドメインの一員である場合にも可能です。 

 SSBユーザーをローカルで管理している場合には、SSBアカウントのユーザーは共有フォ

ルダにアクセスできます。「8.7.1スタンドアローンモードでのログファイル共有」を参照してく

ださい。 

 LDAPで SSBユーザーを管理している場合には、ドメインに SSBを参加させる必要があり

ます。「8.7.2 ドメインモードでのログファイル共有」を参照してください。 

 共有されたファイルにアクセスする方法の詳細については、「8.7.3 共有されたファイルへの

アクセス」を参照してください。 

 RPC API 経由でもログスペース(ローカルログスペース、フィルターログスペース、リモートロ

グスペース、およびマルチプルログスペース)にアクセスできます。RPC API の詳細につい

ては、「15 SSBの RPC API」を参照してください。 

8.7.1 スタンドアローンモードでのログファイル共有 

手順： 

1. [Policies]>[Shares]>[SMB/CIFS options]に移動し、[Standalone mode]をチェックします。 
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Figure 8-8 Policies > Shares > SMB/CIFS options — ログスペースの共有 

 

2. をクリックして新しい共有ポリシーを作成して、ポリシーの名前を入力します。 

3. [Type]セクションでネットワーク共有のタイプを選択します。 

Figure 8-9 Policies > Shares > SMB/CIFS options — 共有ポリシーの作成 

 

 NFS(Network File System)を使用してログファイルにアクセスするには、[NFS]をチェック

します。 

 Samba(Server Message Block protocol)を使用してログファイルにアクセスするには、

[CIFS]をチェックします。 

 注釈： 

SSB のバージョン 5.2.0 以降、SSB は SMB2.1 以降のみサポートします。Windows 

2008 R2 より以前の Windows バージョンを使用する場合は、それらが SMB2.1 以降

をサポートしていることを確認してください。さもないと、Windows マシンは SSB 共有

にアクセスできません。 
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4. Sambaプロトコルを使用する場合には、共有にアクセスできるユーザーおよびホストを制御

できますが、それ以外は SSBアカウントのすべてのユーザーは、すべての共有ログファイル

にアクセスできます。 

 共有ファイルにアクセスできるユーザーを制御するには、[Allowed group]フィールドに、

ファイルにアクセスできるユーザーグループの名前を入力します。ローカルユーザーグ

ループの詳細については、「5.3ローカルユーザーグループの管理」を参照してくださ

い。 

 共有にアクセスできるホストを制限するには、ホストリストを作成して[Hostlist]フィールド

からそのホストリストを選択します。ホストリストを作成する方法の詳細については、「6.8

ホストリストポリシーの作成」を参照してください。 

5. をクリックします。 

6. [Log]>[Logspaces]に移動して、 をクリックします。 

7. [Sharing policy]フィールドから使用する共有ポリシーを選択します。 

Figure 8-10 Log > Logspaces > Policies — ログスペースの共有ポリシー設定 

 

8. をクリックします。 

9. ログスペースにアクセスするには、コンピューターから共有ログスペースをマウントします。 

8.7.2 ドメインモードでのログファイル共有 

手順： 

1. [Policies]>[Shares]>[SMB/CIFS options]に移動し、[Mode]セクションで[Domain]をチェックし

ます。 

2. [Domain]フィールドにドメイン名(例、mydomain)を入力します。 
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Figure 8-11 Policies > Shares > SMB/CIFS options — ドメインへの参加 

 

3. [Full domain name]フィールドにレルム名(例、mydomain.example.com)を入力します。 

一度、 をクリックして、[Domain]および[Full domain name]を保存します。 

 注釈： 

DNS 設定が正しく、フルドメイン名が SSB から名前解決できることを確認してください。

これをチェックするには[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[Ping]に移動して、[Hostna

me]フィールドにフルドメイン名を入力し、[Ping host]をクリックします。 

をクリックして、[Domain]および[Full domain name]を保存します。 

4. [Join domain]をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

5. ドメインへ参加するにはドメインアカウントが必要です。[Username]フィールドにユーザー名、

[Password]フィールドにパスワードを入力します。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

オプションで、[Domain controller]フィールドにドメインコントローラー名を入力できます。この

フィールドが空欄のままの場合でも、SSBは自動的にドメインコントローラーを検索します。 

 注釈： 

DNS 設定が正しく、ドメインコントローラーのホスト名が SSB から名前解決できることを

確認してください。これをチェックするには[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[Ping]に

移動して、[Hostname]フィールドにドメインコントローラー名を入力し、[Ping host]をクリ

ックします。 

6. [Join domain]をクリックします。 

7. をクリックして新しい共有ポリシーを作成して、ポリシーの名前を入力します。 
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Figure 8-12 Policies > Shares > Share policies — 共有ポリシーの作成 

 

8. [Type]セクションでネットワーク共有のタイプを選択します。 

 NFS(Network File System)を使用してログファイルにアクセスするには、[NFS]をチェック

します。 

 Samba(Server Message Block protocol)を使用してログファイルにアクセスするには、

[CIFS]をチェックします。 

9. Sambaプロトコルを使用する場合には、共有にアクセスできるユーザーおよびホストを制御

できますが、それ以外は SSBアカウントのすべてのユーザーは、すべての共有ログファイル

にアクセスできます。 

 共有ファイルにアクセスできるユーザーを制御するには、[Allowed group]フィールドに、

ファイルにアクセスできるドメインの名前（手順 2で指定した）を入力します。ユーザーと

SSBは同じドメインのメンバーである必要があります。 

 共有にアクセスできるホストを制限するには、ホストリストを作成して[Hostlist]フィールド

からそのホストリストを選択します。ホストリストを作成する方法の詳細については、「6.8

ホストリストポリシーの作成」を参照してください。 

10. をクリックします。 

11. [Log]>[Logspaces]に移動して、 をクリックします。 

12. [Sharing policy]フィールドから使用する共有ポリシーを選択します。 
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Figure 8-13 Log > Logspaces > Policies — ログスペースの共有ポリシー設定 

 

13. をクリックします。 

14. ログスペースにアクセスするには、コンピューターから共有ログスペースをマウントします。 

8.7.3 共有されたファイルへのアクセス 

このセクションでは、共有ポリシーを使用して共有されたログファイルにアクセスする方法について

説明します。ログファイルを共有する方法の詳細については、「8.7ネットワーク経由でのログファ

イルのアクセス」を参照してください。 

すべての共有されたログスペースは、すべてに 1つの共有ポリシーを使用していても個々の共有

フォルダとして利用可能です。共有フォルダの名前はログスペースの名前になります。 

共有フォルダ内で、ログファイルは次のディレクトリ構成で編成されます。YEAR/MM-DD/。ファイル

名はログスペースで設定した[Filename template]に従って命名されます。ログストアファイルの拡

張子は.storeで、テキストファイルの拡張子は.logです。共有ディレクトリには、ログスペースに

関連するさまざまなファイル(ログストアのインデックスファイルなど)も含まれていることに注意して

ください。すべてのファイルは読み取り専用です。 

ログスペースの共有に NFSを使用する場合、共有フォルダの名前は次のようになります。/expor

ts/{logspace_id}/...。 

共有ログスペースのマウント 

以下の例は、NFSを使用して共有ログスペースにマウントする方法を示しています。 

Linux NFSの場合： 

mount -t nfs {SSB_ip}:/exports/{logspace_id} {where_to_mount} 

Linux SMB の場合： 

SSBのバージョン 5.2.0 以降、SSBは SMB2.1以降のみサポートします。2.1より以前の SMBプロ

トコルバージョンを使用する Linuxバージョンを使用している場合、オプション -o vers=2.1 を追

加します。 
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mount -t cifs //{ssb_ip}/{logspace_id} /path/to/mount/shared/logspace/ -o 

username={username},password={password},vers=2.1 

Windows NFS の場合： 

手順： 

1. 「Services for NFS」ウィンドウズコンポーネントがインストールされていることを確認します。

インストールされていない場合、「NFS client」(英文)を参照してインストールしてください。 

2. regedit を開いて、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\Current

Version\Default に移動します。 

3. AnonymousGID と AnonymousUID という 2つの新しい DWORDキーを作成します。値は 0

に設定します。 

4. 管理者権限でコマンドプロンプトを開いて NFS Client service を再起動します。次のコマンド

を実行します。nfsadmin client stop としてから nfsadmin client start。 

5. コマンドプロンプトから共有をマウントします。あるいは、エクスプローラーの「ネットワークドラ

イブの割り当て機能」を使うこともできます。 

mount {SSB_ip}://exports/{logspace_id} {DRIVE-LETTER}: 

例えば、以下のコマンドは localログスペースを G ドライブにマウントします。 

mount 192.168.1.1://exports/local G: 

共有ログスペースをマウント後、ファイルはエクスプローラーで表示されます。ファイルがエク

スプローラーに表示されない場合、共有のマウントに異なるユーザーを使用した可能性があ

ります。この問題を対処するには、再度、同じユーザーで共有をマウントし直してください。ま

たは、エクスプローラーにファイルが表示されていない場合でも、{ドライブ名}:コマンド

使用してコマンドプロンプトからアクセスできる場合があります。 

Windows SMBの場合： 

SSB のバージョン 5.2.0 以降、SSB は SMB2.1 以降のみサポートします。Windows 2008 R2 より以前の

Windows バージョンを使用する場合は、それらが SMB2.1 以降をサポートしていることを確認してくださ

い。さもないと、Windows マシンは SSB 共有にアクセスできません。 

コマンドプロンプトから共有をマウントします。あるいは、エクスプローラーの「ネットワークドライブ

の割り当て機能」を使うこともできます。 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732891(v=ws.11).aspx
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net use {drive_letter}: \\{ssb_ip}\{logspace_name} /user:{user_name} "{password}" 

例えば、以下のコマンドは localログスペースを G ドライブにマウントします。 

net use G: \\192.168.1.1:\local /user:myuser "mypassword" 

共有ログスペースをマウント後、ファイルはエクスプローラーで表示されます。ファイルがエクスプ

ローラーに表示されない場合、共有のマウントに異なるユーザーを使用した可能性があります。こ

の問題を対処するには、再度、同じユーザーで共有をマウントし直してください。または、エクスプ

ローラーにファイルが表示されていない場合でも、{ドライブ名}:コマンド使用してコマンドプ

ロンプトからアクセスできる場合があります。 

暗号化されたログスペースファイルを表示する方法については、「8.1.3 logcatでの暗号化された

ログの閲覧」を参照してください。 

9 メッセージの転送 

SSBはリモートディスティネーションにメッセージを転送できます。リモートディスティネーションはリ

モートサーバー上で実行している SQLデータベース、あるいはリモートサーバー上で実行してい

る syslogまたはログ解析アプリケーション、HDFS(Hadoop Distributed File System)にすることが

できます。 

 リモート SQLデータベースにメッセージを転送するには、「9.1SQLデータベースへのログメ

ッセージ転送」を実行してください。現在、Oracle、 Microsoft SQL (MSSQL)、MySQL、およ

び PostgreSQLがサポートされています。 

 リモートサーバーにメッセージを転送するには、「9.3 リモートサーバーへのログメッセージ転

送」を実行してください。 

 HDFSディスティネーションにメッセージを転送するには、「9.4 HDFSディスティネーションへ

のメッセージ転送」を実行してください。 

9.1 SQLデータベースへのログメッセージ転送 

このセクションでは、リモート SQLデータベースサーバーに SSBからログメッセージを転送する方

法について説明します。 

テストされた SQLディスティネーション： 
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SSB 6.0.0は以下のデータベースサーバーでテストされています。 

 MS SQL (with "select @@version") 

Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.5057.00 (Intel X86)   Mar 25 2011 13:50:04   

Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation  Standard Edition on Windows NT 

5.2 (Build 3790: Service Pack 2) 

 PostgreSQL (with "select version()") 

PostgreSQL 8.3.15 on i486-pc-linux-gnu, compiled by GCC cc (GCC) 4.2.4 

(Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4) 

 MySQL (with "select version()") 

5.0.51a-3ubuntu5.8-log 

 Oracle (with "SELECT * FROM V$VERSION;") 

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production 

PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production 

"CORE 11.2.0.4.0 Production" 

TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production 

NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production 

 

Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production 

PL/SQL Release 12.1.0.2.0 - Production 

"CORE 12.1.0.2.0 Production" 

TNS for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production 

NLSRTL Version 12.1.0.2.0 - Production 

手順： 

1. 新しいリモートディスティネーションを作成するには、[Log]>[Destinations]に移動し をクリッ

クします。 

2. ディスティネーションの名前を入力します。 

 注釈： 

この名前は SSB により作成されたデータベーステーブルの名前で使用されます。互換

性の理由で、数字、小文字およびアンダースコア(_)のみ含めることができます(例、

example_database_destination)。 
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3. [Database Server]をチェックします。 

Figure 9-1 Log > Destinations — データベースディスティネーションの作成 

 

4. [Database type]フィールドからリモートデータベースのタイプを選択します。 

5. [Address]フィールドにデータベースサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。非

標準ポートで実行しているデータベースの場合、[Port]の設定を変更します。 

6. [Username]と[Password]フィールドにデータベースにアクセスするのに使用するユーザーア

カウント名とパスワードを入力します。このユーザーには、新しいテーブルを作成する適切な

権限が必要です。 

 注釈： 

SSB は 150 文字を超えるパスワードは設定できません。以下の特殊文字を使用するこ

とができます。 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ - ` { | } 

7. [Database name]フィールドにログメッセージを保存するデータベース名を入力します。 

8. SSBがデータベーステーブルにインサートをどの列にするかを選択します。いずれかの定義

済みのテンプレートを使用するか、カスタムテンプレートを作成するために[Custom columns]

を選択することができます。利用可能なテンプレートの詳細については、「9.2 SQLテンプレ

ート」を参照してください。 
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9. オプション手順：[Flush lines]フィールドに、SSB が 1回のバッチで送信するログメッセージの

行数を入力します。この数値を高く設定すると、データで完全に満たされたフレームがネット

ワークに送信され、スループットが向上します。ただし、メッセージの遅延も増加します。 

10. SSBは、データベースから古いメッセージおよびテーブルを自動的に削除できます。デフォ

ルトでは、メッセージは 1か月後に削除されます。必要に応じて[Retention time]を変更してく

ださい。 

11. SSBは、日次または月次で新しいテーブルを自動的に作成します。オプションで、カスタムテ

ーブルを作成することもできます。[Table rotation]フィールドからテーブル名のテンプレート

を選択します。 

12. データベースに保存されたログは、SSBの検索インターフェースを使用してアクセスすること

ができます。[Access control]>[Group]フィールドにログにアクセスすることができるユーザー

グループ名を入力します。さらにグループを(必要に応じて)追加するには をクリックしてく

ださい。 

13. メッセージアラートを設定するには、「4.6.4 メッセージレートアラート設定」を参照してくださ

い。 

14. ほとんどのログメッセージのタイムスタンプは秒単位です。SSBはより精度の高いタイムスタ

ンプを含めることができます。[Timestamp fractions of a second]フィールドに桁数を入力し

ます。このオプションは syslog-ngの frac_digits()パラメーターに相当します。 

15. サーバーと SSBが異なるタイムゾーンに設置されていて[Legacy]メッセージテンプレート(タ

イムゾーン情報が含まれていない)を使用している場合、[Timezone]フィールドからサーバー

のタイムゾーンを選択します。 

16. [Output disk buffer]フィールドにディスクバッファのサイズを(MB単位で)入力します。リモー

トサーバーが利用不可能な場合、SSBはハードディスクにメッセージをバッファし、リモートサ

ーバーが利用可能になった時にメッセージの送信を継続します。このオプションは syslog-ng

の log_disk_fifo_size()パラメーターに相当します。 

SSBはディスクバッファに必要なハードディスクを事前に割り当てていません、そのため SSB

で必要とされるディスクスペースが利用可能か確認してください。アーカイブポリシーを作成

する方法およびディスク飽和防止設定については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」および

「4.6.3ディスクスペース飽和防止」を参照してください。 

Example 9.1 ディスクバッファサイズの計算 

ディスクバッファのサイズは、着信メッセージのレート、メッセージのサイズ、および対応したいネットワーク
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の停止時間に依存します。例えば、 

 SSB の受信メッセージは 15,000 メッセージ/秒 

 平均メッセージサイズは 250 バイト長 

 ディスティネーションが利用不可能な最大時間を 4 時間と仮定 

上記の場合、250 [bytes] * 15000 [messages per second] * 4*60*60 [seconds] = 54000000000 [bytes] 

で、54,000MB(約 50GB)になります。 

17. をクリックします。 

18. ディスティネーションにメッセージを送信するには、ログパスに新しいディスティネーションを

含めます。詳細については、「10ログパス：メッセージのルーティングと処理」を参照してくだ

さい。 

19. データベースへのアクセスが可能かテストするには[Test connection]をクリックします。 

9.2 SQLテンプレート 

以下のセクションでは、SSBで利用可能な SQLテンプレートについて説明します。 

 Legacy：「9.2.1 Legacyテンプレート」を参照してください。 

 Full：「9.2.2 Fullテンプレート」を参照してください 

 Custome：「9.2.3 Custom テンプレート」を参照してください。 

9.2.1 Legacyテンプレート 

Legacy テンプレートは、SSB_sql_messages_${R_YEAR}_${R_MONTH}テーブルにメッセージを保存

します。以下のカラムが作成されます。 

 insert_time：UNIX 時刻形式の SSBがメッセージを受信した時の日付。 

 rule_id：メッセージに一致したパターンデータベースルールの ID。 

 __row_id：行の ID。 

 date_time：メッセージが送信された日付(YEAR-MONTH-DAY HOUR:MINUTE:SECOND形式)。 

 facility：メッセージを送信したファシリティ。 

 priority：メッセージのプライオリティ。 
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 host：メッセージを生成したホストの IPアドレスまたはホスト名。 

 program：メッセージを生成したアプリケーションの名前。 

 pid：メッセージを生成したプロセスの ID番号(PID がメッセージに含まれていない場合、この

フィールドは自動的に 0が設定されます)。 

 message：ログメッセージのテキスト。 

insert_time、rule_id、date_time、facility、host、および program カラムはインデックスされます。 

9.2.2 Fullテンプレート 

Full テンプレートは、SSB_sql_messages_${R_YEAR}_${R_MONTH}テーブルにメッセージを保存し

ます。以下のカラムが作成されます。 

 insert_time：UNIX 時刻形式の SSBがメッセージを受信した時の日付。 

 rule_id：メッセージに一致したパターンデータベースルールの ID。 

 __row_id：行の ID。 

 date_time：メッセージが送信された日付(YEAR-MONTH-DAY HOUR:MINUTE:SECOND形式)。 

 facility：メッセージを送信したファシリティ。 

 priority：メッセージのプライオリティ。 

 sourceip：メッセージを送信したホストの IPアドレス。 

 host：メッセージを生成したホストの IPアドレスまたはホスト名。 

 program：メッセージを生成したアプリケーションの名前。 

 pid：メッセージを生成したプロセスの ID番号(PID がメッセージに含まれていない場合、この

フィールドは自動的に 0が設定されます)。 

 message：ログメッセージのテキスト。 

insert_time、rule_id、date_time、facility、host、sourceip、および program カラムはインデックスされ

ます。 
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9.2.3 Customテンプレート 

Custom テンプレートは使用するカラムを指定できます。カラムの名前を入力し、タイプを選択して

マクロを使用し内容を指定します。マクロの使用方法の詳細については、syslog-ng PE 管理者ガ

イドの「syslog-ng PE のマクロ」を参照してください。データベースのカラムをインデックスするに

は[Indexed]オプションをチェックします。 

9.3 リモートサーバーへのログメッセージ転送 

このセクションでは、リモートサーバーに SSBからメッセージを転送する方法の詳細を説明しま

す。 

手順： 

1. 新しいリモートディスティネーションを作成するには、[Log]>[Destinations]に移動し をクリッ

クします。 

2. [Remote host]をチェックします。 

Figure 9-2 Log > Destinations — サーバーディスティネーションの作成 

 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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3. [Address]フィールドにリモートサーバーの IPアドレスまたはホスト名を入力します。[Port]フ

ィールドに、サーバーが syslog メッセージを受信するポート番号を入力します。 

[Address]および[Port]のペアは、リモートディスティネーション毎に一意にする必要がありま

す。 

4. [Transport]フィールドからログメッセージを転送するのに使用するネットワークプロトコルを選

択します。UDP、TCP、および暗号化された TLSプロトコルが利用可能です。UDP と TLSプ

ロトコルには追加のパラメーターがあります。 

UDPを使用してメッセージを転送する場合、リモートホストではメッセージが SSBから生成さ

れたように見えます。[Spoof source address]オプションにチェックすると、元の送信者から生

成されたように見えます。 

 注意： 

[Spoof source address]オプションを使用した場合、[Log]>[Options]>[Message size]の

設定に関係なく、SSB は長いメッセージを自動的に 1024byte で切り捨てます。 

TLSでは、リモートホストの IDを検証する方法を選択します。以下のオプションが利用可能

です。 

 None：リモートホストに証明書を要求しません。ホストが証明書を送信してきた場合、証

明書を受け入れます。 

 Optional trusted：リモートホストが証明書を送信してきた場合、SSBは有効（期限切れで

ない）か、ホストのドメイン名あるいは IP アドレスが証明書のコモンネームに含まれてい

るかどうかをチェックします。これらのチェックに失敗すると、SSB は接続を拒否します。

ただし、SSBはホストが証明書を送信しない場合、接続を許可します。 

 Optional untrusted：リモートホストによって提示される任意の証明書を受け入れます。ホ

ストは証明書を提示する必要があります。 

 Required trusted(デフォルト設定)：リモートホストの証明書を検証します。信頼された認

証局によって署名された有効な証明書のみ受け入れます。CA 証明書をインポートする

方法については、「6.7.2 SSBへの外部証明書のアップロード」を参照してください。証明

書のコモンネームに、ホストのドメイン名または IPアドレスが含まれている必要がありま

す。 

 Required untrusted：SSB はリモートホストに証明書を要求します、証明書が受信できな

い場合、接続を拒否します。ただし、以下の場合は接続を受け入れます。 

 証明書が有効（有効期限が切れている）ではない場合、あるいは 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

205/315 

 証明書のコモンネームにホストのドメイン名あるいは IP アドレスが含まれていない

場合。 

5. [Syslog protocol]フィールドから使用する syslogプロトコルを選択します。 

 注釈： 

どのプロトコルがサポートされているかは、リモートサーバーアプリケーションのドキュメ

ントを確認してください。 

UDP は信頼性のないプロトコルです。UDP を使用する場合、大量のメッセージが発生し

た場合、警告なしにロストします。可能であれば、TCP または TLS を使用してください。 

 RFC 3164に記述されている legacy BSD-syslogプロトコルを使用するには、[Legacy]を

選択して使用するメッセージテンプレートを指定します。RFCに記述されているメッセー

ジ形式を使用するには[Legacy]を選択します。元のタイムスタンプを年とタイムゾーン情

報を含む ISO8061 準拠のタイムスタンプに置き換えるには[ISO date]を選択します。マ

クロを使用してメッセージコンテンツの形式をカスタマイズするには[Custom message 

part only]を選択します。メッセージ(ヘッダーを含む)を完全に再フォーマットするには

[Custom on-wire message]を選択します。マクロの使用方法の詳細については、「The 

syslog-ng Premium Edition Administrator Guide」(英文)を参照してください。特別な要件

がない限り、[ISO date]を使用してください。 

 IETF-syslogプロトコルを使用する場合には、現在、ほとんどの syslogアプリケーション

およびデバイスは legacyプロトコルのみサポートされていることに注意してください。ど

のプロトコルがサポートされているかは、リモートサーバーアプリケーションのドキュメントを

確認してください。必要に応じてマクロを使用してメッセージのコンテンツをカスタマイズでき

ます。IETF-syslogプロトコルではヘッダーをカスタマイズできないことに注意してくださ

い。マクロの使用方法の詳細については、「The syslog-ng Premium Edition 

Administrator Guide」(英文)を参照してください。 

6. SSBは、ディスティネーションに同じメッセージを複数送信する場合、1 メッセージのみと

「Last message repeated n times. 」行を送信できます。[Suppress timeout]フィールドに同一

メッセージを待機させる秒数を入力します。このオプションは syslog-ngの suppress()パラメ

ーターに相当します。 

7. 1秒間にディスティネーションへ送信するメッセージの最大数を制限するには[Message 

throttle]フィールドにメッセージの最大数を入力します。この機能は、ディスクバッファを使用

してメッセージ損失のリスクを避けている場合のみ使用してください。0以下を設定すると制

限しません。このオプションは syslog-ngの throttle()パラメーターに相当します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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8. メッセージアラートを設定するには、「4.6.4 メッセージレートアラート設定」を参照してくださ

い。 

9. ほとんどのログメッセージのタイムスタンプは秒単位です。SSBはより精度の高いタイムスタ

ンプを含めることができます。[Timestamp fractions of a second]フィールドに桁数を入力し

ます。このオプションは syslog-ngの frac_digits()パラメーターに相当します。 

10. サーバーと SSBが異なるタイムゾーンに設置されていて[Legacy]メッセージテンプレート(タ

イムゾーン情報が含まれていない)を使用している場合、[Timezone]フィールドからサーバー

のタイムゾーンを選択します。 

11. [Output disk buffer]フィールドにディスクバッファのサイズを(MB単位で)入力します。リモー

トサーバーが利用不可能な場合、SSBはハードディスクにメッセージをバッファし、リモートサ

ーバーが利用可能になった時にメッセージの送信を継続します。このオプションは syslog-ng

の log_disk_fifo_size()パラメーターに相当します。 

SSBはディスクバッファに必要なハードディスクを事前に割り当てていません、そのため SSB

で必要とされるディスクスペースが利用可能か確認してください。アーカイブポリシーを作成

する方法およびディスク飽和防止設定については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」および

「4.6.3ディスクスペース飽和防止」を参照してください。 

Example 9.2 ディスクバッファサイズの計算 

ディスクバッファのサイズは、着信メッセージのレート、メッセージのサイズ、および対応したいネットワーク

の停止時間に依存します。例えば、 

 SSB の受信メッセージは 15,000 メッセージ/秒 

 平均メッセージサイズは 250 バイト長 

 ディスティネーションが利用不可能な最大時間を 4 時間と仮定 

上記の場合、250 [bytes] * 15000 [messages per second] * 4*60*60 [seconds] = 54000000000 [bytes] 

で、54,000MB(約 50GB)になります。 

12. をクリックします。 

13. ディスティネーションにメッセージを送信するには、ログパスに新しいディスティネーションを

含めます。詳細については、「10ログパス：メッセージのルーティングと処理」を参照してくだ

さい。 
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9.4 HDFSディスティネーションへのメッセージ転送 

HDFS(Hadoop Distributed File System)サーバーに SSB からメッセージを転送し、ログデータを分

散型のスケーラブルファイルシステムに保存することができます。膨大なログメッセージの保存が

困難な場合、あるいは Hadoopツールを使用してメッセージを処理させたい場合は特に有益です。 

HDFSディスティネーションに SSBからログメッセージを転送するには以下の手順に従います。 

1. Kerberosポリシーの作成。 

2. HDFS クラスターの設定。 

3. HDFSディスティネーションの設定。 

9.4.1 Kerberosポリシーの作成 

1. [Policies]>[Kerberos]に移動します。 

2. [Default realm]フィールドに、SSBが配下になる Kerberos リレム名を入力します。 

3. KDC(Key Distribution Center)サーバーのアドレスを指定する場合は、 をクリックしてか

ら、Kerberos リレムで使用するチケットを発行する KDCの FQDNあるいは IPアドレスを入

力します。 

DNSサーバーが、Kerberos リレムを KDC ホスト名にマップするように設定されている場合

は、ここで KDC サーバーを指定する必要はありません。 

4. Kerberosプリンシパルポリシーを追加します。[Kerberos principals]セクションの下の をク

リックします。 

5. ポリシー名を入力します。この名前は、後で Kerberos プリンシパルポリシーを識別するの

に、 [Policies]>[HDFS Cluster]ページで使用します。詳細については、「9.4.2 HDFS クラス

ターの設定」を参照してください。 

6. プリンシパルのキーを含む keytab ファイルをアップロードします。 

これは、HDFS クラスターに書き込み権限を持つプリンシパルです。 

keytab ファイルは Kerberos 管理者によって提供され、Kerberos のプリンシパル認証に必要

な暗号化キーを含んでいます。 

7. [Principal]コンボボックスからプリンシパルを選択します。 
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アップロードされた keytabファイルには複数のプリンシパルのキーが含まれている場合が

あります。このリストには、アップロードされた keytabファイル内のキーの持つすべてのプリ

ンシパルが表示されます。 

8. プリンシパルが Kerberos認証できるかテストします。[Test authentication]をクリックしま

す。 

9. すべて動作が正常な場合、 をクリックします。 

Figure 9-3 Policies > Kerberos - Kerberos ポリシー設定 

 

9.4.2 HDFS クラスターの設定 

以下では、ログを転送する HDFS クラスターに関連する設定方法について説明します。 

前提条件： 

 [Basic Settings]>[System]ページへの書き込み/実行権限が必要です。詳細については、

「5.6ユーザー権限とユーザーグループの管理」を参照してください。 

 Kerberosポリシーを設定する必要があります。詳細については、「9.4.1 Kerberos ポリシー

の作成」を参照してください。 

手順： 

1. [Policies]>[HDFS Cluster]に移動して、[Enabled]をチェックします。 

2. 前手順で設定した Kerberosプリンシパルポリシーを選択します(詳細については、「9.4.2 

HDFS クラスターの設定」を参照してください)。 
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3. HDFS クラスターの Core site XML ファイルをアップロードします。HDFS クラスター管理者か

らこのファイルを必要に応じ取得する必要があります。 

4. HDFS クラスターの HDFS site XML ファイルをアップトードします。HDFS クラスター管理者

からこのファイルを必要に応じ取得する必要があります。 

5. [Hadoop library archive]フィールドで、HDFS クラスターインフラストラクチャのバージョンに

一致する Hadoop binary tarballをアップロードします。Hadoop binary tarballは official 

Apache site で配布されています。 

6. [Hadoop library signature]フィールドで、使用しているバイナリーバージョンに一致する署名

GPG ファイルをアップロードします。署名 GPG ファイルは official Apache siteで配布されて

います 

7. をクリックします。 

Hadoop library archive のバージョン番号が表示されます。 

Figure 9-4 Policies > HDFS Cluster — HDFS cluster 設定 

 

9.4.3 HDFSディスティネーションの設定 

以下では、ログを転送する HDFSディスティネーションを設定する方法について説明します。 

前提条件： 

 Kerberosポリシーを設定する必要があります。詳細については、「9.4.1 Kerberos ポリシー

の作成」を参照してください。 

 HDFS クラスターを有効にする必要があります。詳細については、「9.4.2 HDFS クラスターの

設定」を参照してください。 

手順： 

https://hadoop.apache.org/releases.html
https://hadoop.apache.org/releases.html
https://hadoop.apache.org/releases.html
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1. [Log]>[Destinations]に移動して、 をクリックして新しいディスティネーションを作成します。 

2. ディスティネーションの名前を入力します。 

3. [HDFS destination]を選択します。 

4. [File path]に、HDFS サーバーのディスティネーションファイルの絶対パスを指定します。 

Figure 9-5 Log > Destinations — HDFS ディスティネーション設定 

 

5. [Syslog protocol]フィールドから使用する syslogプロトコルを選択します。 

 RFC 3164に記述されている legacy BSD-syslogプロトコルを使用するには、[Legacy]を

選択して使用するメッセージテンプレートを指定します。RFCに記述されているメッセー

ジ形式を使用するには[Legacy]を選択します。元のタイムスタンプを年とタイムゾーン情

報を含む ISO8061 準拠のタイムスタンプに置き換えるには[ISO date]を選択します。マ

クロを使用してメッセージコンテンツの形式をカスタマイズするには[Custom message 

part only]を選択します。メッセージ(ヘッダーを含む)を完全に再フォーマットするには

[Custom on-wire message]を選択します。マクロの使用方法の詳細については、「The 

syslog-ng Premium Edition Administrator Guide」(英文)を参照してください。特別な要件

がない限り、[ISO date]を使用してください。 

 IETF-syslogプロトコルを使用する場合には、現在、ほとんどの syslogアプリケーション

およびデバイスは legacyプロトコルのみサポートされていることに注意してください。ど

のプロトコルがサポートされているかは、リモートサーバーアプリケーションのドキュメントを

確認してください。必要に応じてマクロを使用してメッセージのコンテンツをカスタマイズでき

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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ます。IETF-syslogプロトコルではヘッダーをカスタマイズできないことに注意してくださ

い。マクロの使用方法の詳細については、「The syslog-ng Premium Edition 

Administrator Guide」(英文)を参照してください。 

6. メッセージアラートを設定するには、「4.6.4 メッセージレートアラート設定」を参照してください 

7. ほとんどのログメッセージのタイムスタンプは秒単位です。SSBはより精度の高いタイムス

タンプを含めることができます。[Timestamp fractions of a second]フィールドに桁数を入力

します。このオプションは syslog-ngの frac_digits()パラメーターに相当します。 

8. サーバーと SSBが異なるタイムゾーンに設置されていて[Legacy]メッセージテンプレート(タ

イムゾーン情報が含まれていない)を使用している場合、[Timezone]フィールドからサーバー

のタイムゾーンを選択します。 

9. [Output disk buffer]フィールドにディスクバッファのサイズを(MB単位で)入力します。リモー

トサーバーが利用不可能な場合、SSBはハードディスクにメッセージをバッファし、リモート

サーバーが利用可能になった時にメッセージの送信を継続します。このオプションは

syslog-ngの log_disk_fifo_size()パラメーターに相当します。 

SSBはディスクバッファに必要なハードディスクを事前に割り当てていません、そのため

SSBで必要とされるディスクスペースが利用可能か確認してください。アーカイブポリシーを

作成する方法およびディスク飽和防止設定については、「4.8アーカイブとクリーンアップ」お

よび「4.6.3ディスクスペース飽和防止」を参照してください。 

Example 9.3 ディスクバッファサイズの計算 

ディスクバッファのサイズは、着信メッセージのレート、メッセージのサイズ、および対応したいネットワーク

の停止時間に依存します。例えば、 

 SSB の受信メッセージは 15,000 メッセージ/秒 

 平均メッセージサイズは 250 バイト長 

 ディスティネーションが利用不可能な最大時間を 4 時間と仮定 

上記の場合、250 [bytes] * 15000 [messages per second] * 4*60*60 [seconds] = 54000000000 [bytes] 

で、54,000MB(約 50GB)になります。 

10. をクリックします 

11. ディスティネーションにメッセージを送信するには、ログパスに新しいディスティネーションを

含めます。詳細については、「10ログパス：メッセージのルーティングと処理」を参照してくだ

さい。 

[Log]>[Paths]ページで、HDFS ディスティネーションは[remote]カテゴリに表示されます。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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10 ログパス：メッセージのルーティングと処理 

このセクションでは、ログパスを作成および設定する方法の詳細について説明します。ログパスお

よびフィルターは特定のディスティネーションにメッセージを選択し送信します。また、ログパスでメ

ッセージパーサーおよびリライトルールを使用してログメッセージをパーサーおよび変更することも

できます。ログパスは着信メッセージを以下のように処理します。 

1. メッセージを syslog メッセージとして解析します（ただし、ソースでメッセージ解析を明示的に

無効にしていない限り）。 

2. パターンデータベースを使用してメッセージをクラス分けします。 

3. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルター前)。 

4. メッセージをフィルター(例えば、送信者のホスト名あるいはメッセージコンテンツに基づいて)

します。メッセージが設定されたフィルターに一致しない場合、SSBはディスティネーションに

メッセージを送信しません。 

5. key-valueパーサーあるいは sudo パーサーを使用してメッセージのテキスト(つまり、

${MESSAGE}部)を解析します。 

6. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルターやパーサー後)。 

7. SSBは、ログパスに設定されたディスティネーションにメッセージを送信します。ディスティネ

ーションは、SSB上のローカル(オプションで暗号化された)ファイル、あるいはデータベース

サーバーのようなリモートサーバーです。 

 デフォルトのログパスについては、「10.1デフォルトのログパス」を参照してください。 

 新しいログパスを作成する方法の詳細については、「10.2 新しいログパスの作成」を参照し

てください。 

 選択されたメッセージのみディスティネーションに送信する方法の詳細については、「10.3 メ

ッセージのフィルター」を参照してください。 

 メッセージ部を変更するには、「10.4 メッセージ部の置換、リライトルールによる新しいマクロ

の作成」を参照してください。 
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10.1 デフォルトのログパス 

SSBでは 2つのログパスがデフォルトで利用可能です([Log]>[Paths]ページ)。 

Figure 10-1 Log > Paths — デフォルトのログパス 

 

 １つ目のログパスは SSBのローカルメッセージを収集します。webインターフェース、組込

みの syslog-ng サーバー、およびその他の内部コンポーネントのすべてのメッセージを local

ログスペースに送信します。 

 2つ目のログスペースはデフォルトの syslog ソース(詳細については、「7.1 SSB のデフォル

トメッセージソース」を参照してください)、あるいは SNMP(詳細については、「7.2SNMP メッセ

ージの受信」を参照してください)を使用して SSBに送信されたメッセージを収集します。こ

れらのメッセージは center ログスペースに保存されます。 

 注釈： 

両方のデフォルトのログパスは[Final]にチェックされていることに注意してください。デフォルト

ソースからログを収集する新しいログパスを作成する場合、ログパスの順序を変更するか、デ

フォルトログパスの[Final]オプションを無効にしてください。 

10.2 新しいログパスの作成 

新しいログパスを作成するには、以下の手順を実行してください。 

手順： 

1. [Log]>[Paths]に移動し、 をクリックします。新しいログパスがリストに追加されます。 

2. [Source]フィールドからログパスに使用するソースを選択します。このソースに到着したメッ

セージがこのログパスによって処理されます。ログパスにさらにソースを追加するには

[source]フィールドの をクリックし、この手順を繰り返します。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

214/315 

Figure 10-2 Log > Paths — 新しいログパスの作成 

 

[remote]ソースはネットワークからメッセージを受信し、[built-in]ソースは SSB から発信され

るメッセージです。ただし、[SNMP]ソース(詳細については、「7.2 SNMP メッセージの受信」を

参照してください)は[built-in]セクションにリストされています。 

 注釈： 

すべてのソースのすべてのメッセージを処理するには、[source]オプションを[all]のまま

にして置きます。これは、syslog-ngの catchall フラグを使用することに相当します。 

3. [Destination]フィールドからログパスで使用するディスティネーションを選択します。このソー

スに到着したメッセージは、このディスティネーションに転送されます。ログパスにさらにディ

スティネーションを追加するには、[Destination]フィールドの をクリックし、この手順を繰り

返します。 

 注釈： 

[remote]ディスティネーションは、外部のサーバーあるいはデータベースにメッセージを転

送します。[Log]>[Destinations]ページで設定します(詳細については「9 メッセージの転

送」を参照してください)。 

[Local]ディスティネーションは SSB のローカルにメッセージを保存します。

[Log]>[Logspaces]ページで設定します(詳細については、「8 メッセージの保存」を参照し
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てください)。 

このログパスに到着したメッセージを保存しない場合は、[Destination]フィールドを[none-

omitted]のままにして置きます。 

 注意： 

[none-omitted]ディスティネーションはメッセージを破棄します。このディスティネーション

のみに送信されたメッセージは損失します。 

4. このログパスによってディスティネーションに送信されたメッセージを他のログパスで処理し

ない場合は、[Final]オプションにチェックします。 

ログパスの順序は重要です。1つ以上のディスティネーションに[Final]オプションを使用して

いる場合、SSBは降順でログパスを評価するので特に重要です。必要に応じて / を

使用してログパスを配置してください。 

5. このログパスに flow-controlを有効にするには、[flow-control]オプションをチェックします。

flow-controlの動作の詳細については、「2.3 flow-controlでの着信および発信メッセージの

管理」を参照してください。 

 注釈： 

ログパスの flow-controlステータスを切り替えた場合、ログパスのディスティネーションの

アウトバッファのサイズが変更されます。変更を有効にするには、[Basic Settings]>[Sys

tem]>[Service control]に移動して、[Restart syslog-ng]をクリックします。 

6. ディスティネーションにソースからのすべてのメッセージを送信しない場合は、フィルターを使

用します。[Add Filter]から使用するフィルターを選択し、 をクリックして必要に応じてフィル

ターを設定します。さらにフィルターを適用するには、この手順を繰り返します。SSBは、ログ

パスにリストされたすべてのフィルターにパスしたメッセージのみディスティネーションに送信

します。利用可能なフィルターについては、「10.3 メッセージのフィルター」を参照してくださ

い。 

Figure 10-3 Log > Paths — ログメッセージのフィルター 

 

7. をクリックします。その後、新しいログパスはログメッセージの収集を開始します。 
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 注釈： 

ログパスを直ぐに有効にしない場合は、[Enable]オプションのチェックを外します。 

10.3 メッセージのフィルター 

このセクションではログパスで使用できるフィルターについて説明します。すべてのフィルターでメ

ッセージの抽出(例、priority is)あるいは除外(例、priority is not)を使用することができます。以下

のフィルターが利用可能です。 

 facility：特定のファシリティ(例、kernel)によって送信されたメッセージを抽出します。 

 host：特定のホストによって送信されたメッセージを抽出します。ホスト名、IPアドレス、ある

いは POSIX(拡張)正規表現を入力します。 

 message：ログメッセージのテキスト(ヘッダーを除く)に特定のキーワードあるいは POSIX(拡

張)正規表現を含むメッセージを抽出します。 

 priority：特定のプライオリティのメッセージを抽出します。 

 program：特定のアプリケーションによって送信されたメッセージを抽出します。アプリケーシ

ョンの名前あるいは POSIX(拡張)正規表現を入力します。 

 sender：SSBにメッセージを送信したホストのアドレスでフィルターします。 

 注釈： 

このフィルターを使用するには、前提条件として、ホストリストを定義する必要がありま

す。詳細については、「6.8 ホストリストポリシーの作成」を参照してください。 

 

 注釈： 

host、messageおよび program フィルターを使用する場合は、特殊文字をエスケープしてくださ

い。()[]{}.*?+^$|\文字は特殊文字と扱われ、リテラル文字として解釈させるにはバックス

ペース(\)でエスケースする必要があります。 

 

 注釈： 

すべてのクライアントが SSB にログを直接送信する場合、sender および host フィルターの効

果は同じです。しかし、SSBがリレーからメッセージを受信した場合、hostフィルターはクライア

ントのアドレスに適用され、sender はリレーのアドレスに適用されます。 
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ログパスに複数のフィルターが設定されている場合、すべてのフィルターに適合されたメッセージ

のみがディスティネーションに送信されます(つまり、フィルターは論理 AND 演算を使用して追加さ

れます)。 

Figure 10-4 Log > Paths — カスタムフィルターの使用 

 

ログパスにさらに複雑なフィルターが必要な場合、ログパスの をクリックし、表示されたフィール

ドにカスタムフィルターを入力します。[Custom filter]フィールドの内容は syslog-ng のログパス定

義の filter()パラメーターに反映されます。 

カスタムフィルターを定義する場合は、正規表現を使用できます。デフォルトでは、カスタムフィル

ターは POSIX(拡張)スタイルの正規表現を使用します。 

 注釈： 

POSIX正規表現を使用する場合、()[]{}.*?+^$|\文字は特殊文字として使用されます。これ

らの文字の使い方や使用する引用符に応じて、これらの文字を以下のように使用する必要が

あります。 

 文字列がダブルクォーテーションで囲まれている場合("string")、文字列と解釈され、特

殊文字をエスケープする必要があります。つまり、リテラル文字として解釈するにはバッ

クスラッシュ(\)を付けてください。 

 文字列がシングルクォーテーションで囲まれている場合('string')、リテラル文字として

扱われ、解釈されません。従って、特殊文字をエスケープする必要はありません。 

他の式のタイプを使用するには、正規表現の後に type()オプションを追加します。 
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message("([0-9]+)=\\1" type("pcre")) 

この例では、後方参照ができる PCRE正規表現が使用され、等号記号(=)によって区切られた同じ

番号が含まれていた場合に一致が返されます。 

123=123 

10.4 メッセージ部の置換、リライトルールによる新しいマクロの作成 

SSBはリライトルールを使用してメッセージ部を置換できます。メッセージのほぼすべての部分(マ

クロ)を置換することができます。ルールは key-valueペア形式を使用します。 

Replace with 値は、メッセージ部の古い値を完全に置換します。メッセージ部がまだ存在していな

い場合、SSBは自動的に作成します。ログメッセージのテキストで検索と置換を行うには、「10.5

ログメッセージのテキスト部の検索と置換」を参照してください。 

リライトルールでハードマクロの値を変更することはできません。ハードマクロの詳細については、

syslog-ng PE 管理者ガイドの「ハード対ソフトマクロ」を参照してください。 

手順： 

1. [Log]>[Paths]に移動します。 

2. リライトルールを使用するパスを選択します。 

3. [Rewrites]セクションで、 をクリックして、新しいリライトルールを追加します。リライトルール

は、フィルター前あるいはフィルター後に適用することができます。 

フィルターおよびリライトルールの順序は、ログパスでの指定方法によって異なります。プロ

セスの順序は以下の通りです。 

a. メッセージを syslog メッセージとして解析します（ただし、ソースでメッセージ解析を明示

的に無効にしていない限り）。 

b. パターンデータベースを使用してメッセージをクラス分けします。 

c. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルター前)。 

d. メッセージをフィルター(例えば、送信者のホスト名あるいはメッセージコンテンツに基づ

いて)します。メッセージが設定されたフィルターに一致しない場合、SSB はディスティネ

ーションにメッセージを送信しません。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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e. key-valueパーサーあるいは sudo パーサーを使用してメッセージのテキスト(つまり、

${MESSAGE}部)を解析します。 

f. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルターやパーサー後)。 

g. SSBは、ログパスに設定されたディスティネーションにメッセージを送信します。ディステ

ィネーションは、SSB上のローカル(オプションで暗号化された)ファイル、あるいはデータ

ベースサーバーのようなリモートサーバーです。 

Figure 10-5 Log > Paths — リライト機能を使用したメッセージの修正 

 

4. [In Message part]フィールドに変更するメッセージ部を入力します。例えば、MESSAGE、HOS

T、.SDATA.meta.customです。指定したフィールドが存在しない場合、自動的に作成

され[Replace with]フィールドに設定されます。 

5. [Replace with]フィールドに置換後のメッセージ部の値を入力します。マクロを使用するに

は、マクロ名を中括弧で囲み、$記号を最初につけます。例えば、${MSG}、${.SDATA.meta.

custom}です。 

 注釈： 

 置換する値はメッセージ部の古い値を完全に置換します。 

 リライトルールでハードマクロの値を変更することはできません。ハードマクロの詳

細については、「The syslog-ng Premium Edition Administrator Guide」(英文)の

「Hard vs soft macros」を参照してください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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6. をクリックします。 

10.5 ログメッセージのテキスト部の検索と置換 

SSBは、メッセージをリライトするためにログメッセージを検索して置換することができます。ほぼ

すべてのメッセージ部を置換することができます。PCRE 正規表現を使用できます。 

メッセージ部を完全に置換する、あるいは存在しない新しい部分を作成するには、「10.4 メッセー

ジ部の置換、リライトルールによる新しいマクロの作成」を参照してください。 

リライトルールでハードマクロの値を変更することはできません。ハードマクロの詳細については、

「The syslog-ng Premium Edition Administrator Guide」(英文)の「Hard vs soft macros」を参照

してください。 

手順： 

1. [Log]>[Paths]に移動します。 

2. リライトルールを使用するパスを選択します。 

3. [Rewrites]セクションで、 をクリックして、新しいリライトルールを追加します。リライトルール

は、フィルター前あるいはフィルター後に適用することができます。 

フィルターおよびリライトルールの順序は、ログパスでの指定方法によって異なります。プロ

セスの順序は以下の通りです。 

a. メッセージを syslog メッセージとして解析します（ただし、ソースでメッセージ解析を明示

的に無効にしていない限り）。 

b. パターンデータベースを使用してメッセージをクラス分けします。 

c. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルター前)。 

d. メッセージをフィルター(例えば、送信者のホスト名あるいはメッセージコンテンツに基づ

いて)します。メッセージが設定されたフィルターに一致しない場合、SSB はディスティネ

ーションにメッセージを送信しません。 

e. key-valueパーサーあるいは sudo パーサーを使用してメッセージのテキスト(つまり、

${MESSAGE}部)を解析します。 

f. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルターやパーサー後)。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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g. SSBは、ログパスに設定されたディスティネーションにメッセージを送信します。ディステ

ィネーションは、SSB上のローカル(オプションで暗号化された)ファイル、あるいはデータ

ベースサーバーのようなリモートサーバーです。 

変更するメッセージ部は既に存在している必要があります。パーサーが作成するマクロを変

更する場合には、[After filtering]セクションにリライトルールを追加する必要があります。 

Figure 10-6 Log > Paths — ログメッセージのテキストの検索と置換 

 

4. [In Message part]フィールドに変更するメッセージ部を入力します。例えば、MESSAGE、HOS

T、.SDATA.meta.customです。 

リライトルールでハードマクロの値を変更することはできません。詳細については、「The 

syslog-ng Premium Edition Administrator Guide」(英文)の「Hard vs soft macros」を参照して

ください。 

5. [Find]フィールドに検索する式を入力します。PCRE正規表現を使用できます。 

6. [Replace with]フィールドに[Find]式を置換する式を入力します。デフォルトでは、SSBは、式

の最初に現れた値を置換します。マクロを使用するには、マクロ名を中括弧で囲み、$記号を

最初につけます。例えば、${MSG}、${.SDATA.meta.custom}です。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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[Find]式に一致した値を使用することもできます。${0}は一致した全体を格納し、${1}は一

致した最初のグループなどです。[Find]式で名前付きパターン(?<name>pattern)を使用する

場合、${name}も使用できます。 

7. [Find]式のすべての現れた値を置き換えるには、[Global]オプションをチェックします。 

8. [Find]式で大文字小文字を区別するには、[Match case]オプションをチェックします。 

9. をクリックします。 

10.6 sudoログメッセージのパーサー 

sudoパーサーは sudo ログメッセージを name-value ペアに分割します。 

このパーサーを使用して、誰がイベントを生成したか、どのようなコマンドが実行されたかなどの、

権限昇格のイベントの詳細を含めてログメッセージデータを強化します。パーサー値は自動的にメ

タデータに割り当てられ、動的カラムとして SSBの検索インターフェースに表示することができま

す。 

この目的は、意味のある値でログメッセージを強化し、同じタイプのログメッセージデータを同じメ

タデータとして適用させることです。例えば、sudo が実行されたクライアントに関する情報は dest

と src の動的カラムに常に表示されます。 

sudoパーサーは「Table 10-1 sudoログメッセージ内容の動的カラムへの割り当て」にリストされた

動的カラムにログメッセージの内容を割り当てます。 

ログメッセージ例： 

2016-08-12T06:57:12+02:00 mail sudo: johndoe : TTY=tty ; PWD=pwd ; USER=usr ; 

GROUP=grp ; TSID=000001 ; ENV=PATH=/usr/local/bin ; COMMAND=cmd -w 20 -c 40 

 

動的カラム パーサー値 説明 

action success リソースで実行されたアクション。 

可能な値：success 

app sudo コマンドが実行されたアプリケーション。現在このカラ

ムの値は常に sudo です。 

dest mail 認証要求を検証するエンティティの IP アドレスまたは

ホスト名。 

src mail 認証要求を送信するエンティティの IP アドレスまたは

ホスト名。 
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src_user johndoe sudoを実行したユーザーを示すユーザーID。 

tty tty sudoを実行したターミナルデバイス名。 

pwd pwd sudoが実行された作業ディレクトリ。 

user usr sudoの実行後の新しいユーザーを示すユーザーID。 

group grp sudoグループ(存在する場合)。 

tsid 000001 sudo ターミナルセッション(log)の ID(存在する場合)。 

env PATH=/usr/local/bin sudo環境変数(存在する場合)。 

command cmd -w 20 -c 40 スーパーユーザーとして src_user が実行したコマン

ド。 

tags authentication privileged sudoログメッセージとしてメッセージにフラグするメタ

データ。 

Table 10-1 sudoログメッセージ内容の動的カラムへの割り当て 

統計情報およびカスタムレポートに、パーサー値から生成された強化されたメタデータを使用する

こともできます。 

手順： 

1. [Log]>[Paths]に移動します。 

2. パーサーを使用するパスを選択します。 

3. [Parser]フィールドのドロップダウンリストから[Predefined]グループの[sudo_parser]を選択し

ます。 

Figure 10-7 Log > Paths — sudo パーサーの使用 

 

4. をクリックします。 
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10.7 key-valueペアのパーサー 

SSBは、空白またはカンマ区切りの key-value ペア(例、Posfixログメッセージ)で構成されたメッセ

ージを name-valueペアに分割することができます。パーサー値はメッセージに関するメタデータ

に自動的に追加され、動的カラムとして SSBの検索インターフェースに表示することができます。

異なるメッセージをパーサーするのに区切り文字を指定できます。例えば、コロン(:)は MySQLロ

グメッセージを、等号(=)はファイアウォールログを解析します。他のメッセージ処理と関連して key

-valueパーサーが実行されるタイミングについては以下を参照してください。 

 注意： 

メッセージのキー名が SSB のソフトマクロ名と同じ場合は、メッセージのパーサー値はマクロ

値を上書きします。例えば、PROGRAM=value1, MESSAGE=value2 は${PROGRAM}と${MESS

AGE}マクロを上書きします。このようにマクロを上書きされないようにするには、prefix()オプシ

ョンを使用します。 

ハードマクロは変更できないので、上書きされません。マクロタイプの詳細については「The sy

slog-ng Premium Edition Administrator Guide」の「Hard vs soft macros」を参照してくださ

い。 

たとえ、メッセージが key=value ペア間に存在して解析できたとしても、パーサーは key=value

ペアではないメッセージセクションを破棄します。 

1. メッセージを syslog メッセージとして解析します（ただし、ソースでメッセージ解析を明示的に

無効にしていない限り）。 

2. パターンデータベースを使用してメッセージをクラス分けします。 

3. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルター前)。 

4. メッセージをフィルター(例えば、送信者のホスト名あるいはメッセージコンテンツに基づいて)

します。メッセージが設定されたフィルターに一致しない場合、SSBはディスティネーションに

メッセージを送信しません。 

5. key-valueパーサーあるいは sudo パーサーを使用してメッセージのテキスト(つまり、

${MESSAGE}部)を解析します。 

6. リライトルールを使用してメッセージを変更します(フィルターやパーサー後)。 

7. SSBは、ログパスに設定されたディスティネーションにメッセージを送信します。ディスティネ

ーションは、SSB上のローカル(オプションで暗号化された)ファイル、あるいはデータベース

サーバーのようなリモートサーバーです。 

 注釈： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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ログメッセージに同じキーが複数回含まれている場合(例、key1=value1, key2=value2, key1=v

alue3, key3=value4, key1=value5)、SSB はキーの最後の値(一番右)のみ保存します。この例

では、次のペアを保存します。key1=value5, key2=value2, key3=value4。 

 

 注釈： 

キーの名前に次の文字のみ使用できます。数字(0-9)、文字(a-z, A-Z)、アンダースコア(_)、ド

ット(.)、ハイフォン(-)。他の特殊文字は使用できません。 

手順： 

1. Log > Parsers に移動し、 をクリックします。新しいパーサーがリストに追加されます。 

Figure 10-8 Log > Parsers — key=value パーサーの作成 

 

2. パーサーの名前を入力します。 

3. [Key-Value separator character]に着信したメッセージのキーと値を区切る文字を入力しま

す。例えば、key1:value1, key2:value2, key3:value3の場合、:を入力します。 

4. [Pair separator string]フィールドに、キーと値のペアを区切る文字あるいは文字列を入力し

ます。例えば、key1:value1, key2:value2, key3:value3の場合、,を入力します。文字列

を使用する場合、文字列は最大で 20文字です。 

5. [Namespace]フィールドに、パーサーされた key-valueペアのキー部の前のプレフィックスを

入力します。例えば、my-parsed-dataプレフィックスを挿入するには、my-parsed-dataを入

力します。例えば、[Namespace]に my-parsed-dataを入力して、メッセージのキーが key1、

key2などの場合、パーサーされた値を含むマクロの完全名は${.SDATA.my-parsed-
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data.key1}、${.SDATA.my-parsed-data.key2}などになります。また、パーサーされた値

は、SSBの検索インターフェースで動的カラムとして自動的に利用可能になります(カラム名

はマクロ名です)。 

 注釈： 

 SSB は、[Namespace]フィールドに入力した値の前に.SDATA.プレフィックスを自動

的に追加します。こうして、IETF-syslog プロトコルを使用してメッセージを転送する

と、ログメッセージの構造化 data(SDATA)部に、これらの値が自動的に含まれます。 

 SSB は、メッセージをパーサーした key と Namespace の間に区切りとして自動的に

ドット(.)文字を追加します。 

 SSB 6 LTS では、RFC5226 で定義された SD-ID フォーマット(name@<private_enter

prise_number>)はサポートされていません。フィーチャーリリース版の 6.1.0以降のバ

ージョンで SD-ID フォーマットがサポートされます。 

6. をクリックします。 

7. [Log]>[Paths]に移動します。 

8. パーサーを使用するパスを選択します。 

9. [Parser]フィールドの[Custom]グループで、このログパスで使用するパーサーを選択します。 

Figure 10-9 Log > Paths — key=value パーサーの使用 

 

10. をクリックします。 

11 syslog-ngオプションの設定 

SSB で稼働している syslog-ng サーバーに、設定可能なオプションがいくつかあります。以下のオ
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プションが設定可能です。 

 一般的な syslog-ng 設定の詳細については、「11.1 一般的な syslog-ng 設定」を参照してく

ださい。 

 タイムスタンプに関連したオプションの詳細については、「11.2 タイムスタンプ設定」を参照し

てください。 

 TLS 暗号化チャネルでログメッセージを受信および送信するための証明書管理の詳細につ

いては、「11.4 TLS 暗号化ログ転送に使用される証明書の設定」を参照してください。 

 ログメッセージのドメイン名解決の管理方法の詳細については、「11.3 名前解決の使用」を

参照してください。 

11.1 一般的な syslog-ng設定 

SSB で稼働している syslog-ng サーバーの一般的なオプションを設定するには、[Log]>[Options]

に移動します。以下のオプションが利用可能です(名前解決に関するオプションについては、「11.3

名前解決の使用」を参照してください)。 

Figure 11-1 Log > Options — syslog-ng オプションの設定 

 

 Message size：着信するログメッセージの最大長をバイト単位で指定します。このオプション

は syslog-ng の log-msg-size()パラメーターに相当します。このパラメーターの最大値は

1,000,000 (1MB)です。 
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 注釈： 

[Message size]を変更するには、[Basic Settings]>[System]ページへの”write/perfor

m”権限が必要です。詳細については、「5.6 ユーザー権限とユーザーグループの管理」

を参照してください。 

 Wait time between polls：新しいメッセージがソースに到着したかどうかを確認する前に、待

機する時間をミリ秒単位で指定します。このオプションは syslog-ng の time-sleep()パラメー

ターに相当します。 

 Idle time before destination is closed：アイドル状態のディスティネーションファイルがクロー

ズする前に、待機する時間をミリ秒単位で指定します。このオプションは syslog-ng の time-

reap()パラメーターに相当します 

 Cipher：ログストアを暗号化するのに使用する暗号方式を選択します。次の暗号方式が利

用可能です。：aes-128-cbc, aes-128-cfb, aes-128-cfb1, aes-128-cfb8, aes-128-ecb, aes-

128-ofb, aes-192-cbc, aes-192-cfb, aes-192-cfb1, aes-192-cfb8, aes-192-ecb, aes-192-

ofb, aes-256-cbc, aes-256-cfb, aes-256-cfb1, aes-256-cfb8, aes-256-ecb, aes-256-ofb, 

aes128, aes192, aes256, bf, bf-cbc, bf-cfb, bf-ecb, bf-ofb, cast5-cbc, cast5-cfb, des-cbc, 

des-cfb, des-cfb1, des-cfb8, des-ecb, des-ede, des-ede-cbc, des-ede-cfb, des-ede-ofb, 

des-ede3, des-ede3-cbc, des-ede3-cfb, des-ede3-ofb, des-ofb, desx-cbc, rc2-40-cbc, 

rc2-64-cbc, rc2-cbc, rc2-cfb, rc2-ecb, rc2-ofb, rc4, および rc4-40です。 

デフォルトで、SSB は aes-256-cbc 方式を使用します。 

 Digest：ダイジェスト(ハッシュ)方式を選択します。次のダイジェスト方式が利用可能です。：

MD4, MD5, SHA-1, RIPEMD-160, SHA-224, SHA-256, SHA-384, および SHA-512です。 

デフォルトで、SSB は SHA-256 方式を使用します。 

 注意： 

ダイジェストハッシュのサイズは暗号方式のキーサイズ以上にする必要があります。例

えば、aes-256-cbc 暗号方式を使用するには、ダイジェスト方式は少なくとも SHA-256

にする必要があります。 

11.2 タイムスタンプ設定 

SSB のタイムスタンプオプションを設定するには、[Log]>[Options]に移動します。以下のオプショ

ンが利用可能です。 

 Timestamp server：暗号化されたログスペースの署名に使用するタイムスタンプサーバーを
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選択します。SSB の組込みタイムスタンプサーバーを使用するには、[Local]を選択します。 

外部のタイムスタンプサーバーを使用するには、[Remote]を選択して[Server URL]フィール

ドに以下の形式でサーバーのアドレスを入力します。 

http://<IP address>:<port number>/ 

例： 

http://10.50.50.50:8080/ 

現在、プレーンな HTTP サービスのみサポートしています。パスワードで保護されたサービ

スと HTTPSサービスはサポートされていません。 

 注意： 

現在、SSB は RFC3161 に記述されている「Internet X.509 Public Key Infrastructure 

Time-Stamp Protocol (TSP)」(英文)を使用したタイムスタンプサーバーのみサポートし

ています。 

 Timestamp policy OID：タイムスタンプサーバーにタイムスタンプポリシーが設定されている

場合、[Timestamping policy]フィールドに使用するポリシーの OID を入力します。SSB は、

TSAに送信するタイムスタンプ要求に、この IDを含めます。 

 注釈： 

タイムスタンプ要求は syslog-ng の別プロセスで処理され、タイムスタンプサーバーが遅い場

合やアクセスできない場合でもメッセージ処理に影響はありません。 

11.3 名前解決の使用 

SSB は、クライアントのホスト名を解決し、ログメッセージにそれらを含めることができます。しかし、

ドメインネームサーバーにアクセスできない場合や遅い場合は、SSB のパフォーマンスは極端に

低下します。従って、SSB は名前解決の結果を自動的にキャッシュします。高負荷でパフォーマン

スの問題が発生した場合は、名前解決を無効にすることを推奨します。名前解決を必要とする場

合、以下を検討してください。 

 クライアントの IPアドレスが稀にしか変わらない場合は DNSキャッシュの有効期間を大きな

値にします。デフォルトで SSB は、DNS ルックアップに成功した場合は 1 時間、ルックアップ

に失敗した場合は 1 分間キャッシュします。これらのパラメーターは[Log]>[Options]>[Optio

ns]>[DNS Cache expiry]および[Failed DNS cache expiry]で変更することができます。 

https://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt
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Figure 11-2 Log > Options > Options > DNS Cache expiry — DNS オプションの設定 

 

 ローカルでホスト名を解決させます。DNS サーバーを使用することなく、頻繁に使用される

ホストをファイルに入力することで、ローカルでホスト名を解決するようにできます。ホスト名

のペアはローカルファイルに保存されます。syslog-ng は、ログメッセージ内の、既知のホス

トの IPアドレスを、ホスト名に置換します。ローカルで名前解決を設定するには、[Log]>[Opt

ions]>[Name resolving]を選択して、[Persistent hostname list]フィールドに IP アドレスとホ

スト名のペアを入力します(例、192.168.1.1 myhost.example.com)。[Log]>[Sources]に移

動して、ソースの[Use DNS]オプションを[Only from persistent configuration]に設定します。 

Figure 11-3 Log > Options > Name resolving — 恒久的な名前解決設定 
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11.4 TLS暗号化ログ転送に使用される証明書の設定 

ログメッセージの転送を暗号化するために、自身の証明書および CA 証明書を設定するには、以

下の手順を実行します。 

 注釈： 

TLS 通信を暗号化する証明書をアップロードしない(つまり、[TLS certificate]と[TLS private 

key]オプションを設定しない)場合、SSB は、web インターフェース用([Basic Settings]>[Manag

ement]>[SSL certificates])に設定された証明書と CA 証明書を、この用途でも使用します。 

以下を推奨します。 

 2048ビット RSA キー（またはそれ以上）。 

 公開鍵のフィンガープリントを作成する場合、SHA-256 ハッシュアルゴリズム（またはそれ以上）。 

手順： 

1. 自身の PKI システムで、証明書を生成して署名します。[Log]>[Options]>[TLS settings]に移

動します。 

2. [TLS certificate]フィールドの をクリックして、証明書をアップロードします。 

Figure 11-4 Log > Options > TLS settings — syslog-ng の TLS 設定 

 

ファイルから証明書をアップロードするには、[Upload certificate]セクションの[参照]をクリッ

クし、証明書ファイルを選択して[Upload]をクリックします。あるいは、[Copy-paste certificat

e]セクションの[Certificate]フィールドに証明書をコピー/ペーストして[Set]をクリックします。 
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シングル証明書または証明書チェーン(つまり、中間証明書とエンドエンティティ証明書)を選

択できます。 

証明書または証明書チェーンのアップロード後、証明書の名前をクリックしてポップアップウィ

ンドウに表示された情報で詳細を確認できます。 

Figure 11-5 Log > Options > TLS settings — X.509 証明書の詳細 

 

ポップアップウィンドウでは以下のことが行えます。 

 証明書または証明書チェーンのダウンロード。 

 注釈： 

証明書チェーンは、PEM 形式でのみダウンロードできます。 

 証明書または証明書チェーンの表示とコピー。 

 証明書の名前と階層の確認(証明書チェーンで複数の証明書がある場合)。 

証明書の名前にマウスを置くと、証明書のサブジェクトが表示され、証明されたエンティ

ティが出力されます。 

 証明書または証明書チェーンの有効期限の確認。 

日付にマウスを置くと、詳細な有効期間が表示されます。 

証明書または証明書チェーンのアップロード後、証明書の名前の下に表示された文字列（チ

ェーン）があるかどうかで、シングル証明書かチェーン証明書かどうかわかります。 

3. [TLS private key]フィールドの をクリックして、証明書に対応した秘密鍵をアップロードしま

す。 

4. ピアの ID を確認するのに使用する、認証局(CA)の証明書を設定するには[Certificate 

Authorities]セクションで をクリックし、 をクリックします。 
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Figure 11-6 Log > Options > TLS settings > Certificate Authorities — 証明書のアップロード 

 

ファイルから証明書をアップロードするには、[Upload certificate]セクションの[参照]をクリッ

クし、証明書ファイルを選択して[Upload]をクリックします。 

あるいは、[Copy-paste certificate]セクションの[Certificate]フィールドに証明書をコピー/ペ

ーストして[Set]をクリックします。 

必要に応じて、さらに CA 証明書を追加するには、この手順を繰り返します。 

5. CA が証明書失効リスト(CRL)を発行している場合は、[CRL URL]フィールドに URL を入力し

ます。SSBは、リストを定期的にダウンロードし、リストされている証明書を拒否します。 

 注釈： 

PEM 形式の CRL のみ受け入れます。PKCS7(.crl)形式の CRL は受け入れません。 

6. CA によって署名された特定の証明書を使用したホストからの接続のみ受け入れるには、

[Trusted distinguished names]の をクリックして、[Distinguished name]フィールドに認証す

る証明書の識別名(DN)を入力します。このオプションは、syslog-ngの trusted-dn()オプション

に相当します。 

例：都道府県がSome-Stateの組織がExample Incに発行された証明書のみ認証するには、

*, O=Example Inc, ST=Some-State, C=*と入力します。 

7. 特定の SHA-1フィンガープリントを持つ特定の証明書を使用したホストからの接続のみ受け

入れるには、[Trusted fingerprints]の をクリックして、[SHA-1 fingerprint]フィールドに認証

する証明書の SHA-1 フィンガープリントを入力します。このオプションは、syslog-ng の

trusted-keys()オプションに相当します。 

例：00:EF:ED:A4:CE:00:D1:14:A4:AB:43:00:EF:00:91:85:FF:89:28:8F、0C:42:00:3E:B2:60:36:64:0
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0:E2:83:F0:80:46:AD:00:A8:9D:00:15の特定の SHA-1フィンフィンガープリントを追加するには

00:EF:ED:A4:CE:00:D1:14:A4:AB:43:00:EF:00:91:85:FF:89:28:8F と 0C:42:00:3E:B2:60:36:64:00:

E2:83:F0:80:46:AD:00:A8:9D:00:15を入力します。 

 注釈： 

trusted-keys() と trusted-dn()を同時に使用する場合、以下の点に注意してください。 

 ピアのフィンガープリントが trusted-keys()パラメーターにリストされていて、かつピ

アの DN が trusted-dn()パラメーターにリストされている場合は、証明書の検証が

実行されます。 

 ピアのフィンガープリントが trusted-keys()パラメーターにリストされていないか、ピ

アの DN が trusted-dn()パラメーターにリストされていない場合は、ピアの認証に

失敗し、接続は閉じられます。 

12 ログメッセージの検索 

このセクションでは、SSB に収集されたログメッセージを閲覧する方法を説明します。 

 「12.1 検索インターフェースの使用」では、検索インターフェースの使用方法およびカスタマ

イズ方法、SSB で利用可能なログメッセージのデータについて説明します。また、使用でき

るワイルドカードとブール検索演算子の例を示します。 

 「12.2 暗号化されたログスペースの閲覧」では、暗号化されたログスペースを復号し閲覧す

る方法について説明します。 

 「12.3 ログデータからカスタム統計情報の作成」では、利用可能なログデータからカスタム統

計情報を作成する方法、およびレポートで使用できるように、それらを保存する方法につい

て説明します。 

 「12.4 コンテンツベースアラートの作成」では、コンテンツベースアラートを作成する方法につ

いて説明します。 

 「12.5 追加のツール」では、パターンデータベースのアラートとレポートから、ログメッセージ

に関する追加のデータを取得することができる機能に関する情報について説明します。 

12.1 検索インターフェースの使用 

SSB は、収集したログメッセージを閲覧する検索インターフェースを持っています。ログスペースを

選択して、検索式を入力し、時間を指定することで結果を閲覧することができます。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

235/315 

このセクションでは、検索インターフェースの主な部分について説明します。 

検索インターフェースにアクセスするには、[Search]>[Logspaces]に移動します。 

Figure 12-1 Search > Logspaces — ログメッセージの検索インターフェース 

 

Logspaces： 

ログスペースを選択するには、[Logspace]コンボボックスを使用します。SSBの検索インターフェー

スからはテキストログスペースにアクセスできません。 

利用可能なログスペースの詳細と設定方法については、「8 メッセージの保存」を参照してください。 

Search： 

検索インターフェースでは、[Search expression]フィールドを使用してログメッセージを検索できま

す。検索式は大文字小文字を区別しません。演算子(AND、OR など)は例外で常に大文字にする

必要があります。詳細については、 をクリックするか「12.1.3 複雑な検索クエリの使用」を参照し

てください。 

ログメッセージを検索する場合、検索エンジンの能力は各ログスペースのインデックスに使用する

区切り文字に依存します。インデックスが使用する区切り文字の設定方法については、「8.1.1ログ

ストアの作成」を参照してください。 

 注釈： 

ログのトラフィックが無効の場合でも、インデックス付けされたログスペースは検索できます。 

ワイルドカードとブール演算子を使用して複雑な検索式を作成できます。詳細および実用例につ

いては、「12.1.3複雑な検索クエリの使用」を参照してください。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

236/315 

 注釈： 

SSBはすべての name-valueペア(パラメーター)で最初の 59文字のみをインデックス付けしま

す。これには 2 つの結果をもたらします。 

 パラメーターが 59 文字を越える場合、検索が複数の不正確な結果になります。 

以下のパラメーターの場合、 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

SSB は以下のようにインデックス付けします。 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname- 

上記は最初の 59 文字に対応しています。そのため以下のように検索すると。 

nvpair:.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

以下を含むすべてのログメッセージが返ります。 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname- 

 ワイルドカードを使用すると、検索結果から特定のメッセージが省かれます。 

上述の同じ例を使用すると、以下の検索式では結果が何も返されません。12345 がインデック

ス付けされてないためです。 

nvpair:*=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

代わりに、以下の検索式を使用する必要があります。ただし、これは上述の例と同様に複数

の結果を返します。 

nvpair:*=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-* 
 

Overview： 

選択されたインターバル内(時間間隔内)のログメッセージの数を表示します。 

Figure 12-2 Search > Logspaces — ログメッセージのオーバービュー 

 

と を使用してズームします。矢印を使用すると前と後の表示期間のログを表示します。表示

期間を変更するには以下を行います。 

 開始および終了日時を変更します。 
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 グラフの棒のある範囲をクリックしてドラッグして特定の期間を選択してズームします。 

 [Jump to last]ダイアログボックスを使用して、15分、1時間、6時間、1日あるいは 1週間を

選択します。 

棒の上にマウスを置くと、棒が示す期間の開始日時と終了日時、メッセージ数が表示されます。棒

をクリックすると、その期間の結果がテーブルに表示されます。Shift+Click を使用して複数の棒を

選択できます。 

Action bar： 

アクションバーで以下を行うことができます。 

 検索クエリのリンクを取得します。 

 検索結果を csvにエクスポートします。 

 コンテンツベースアラートを作成します。 

以下の情報も表示されます。 

 エラーと警告メッセージ。 

 検索によって返された検索結果の数。 

Figure 12-3 Search > Logspaces — アクションバー 

 

Link to a search query： 

をクリックすると Bookmark links パネルが表示されます。 

Figure 12-4 Search > Logspaces — Bookmark links パネル 

 

Bookmark linksで検索クエリのリンクを取得して、以下のことができます。 

 検索クエリを同僚と共有し、同僚はワンクリックで検索結果にアクセスできます。 
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 頻繁に使用する検索クエリをブックマークとして保存します。 

[Current view]フィールドのリンクは、現在画面に表示されている検索クエリの結果への直接リンク

です。ブラウザからブックマークされたリンクを開くと、常に同じ固定された結果が返ります。検索ク

エリを実行して、[Bookmark links]パネルからリンクを取得した時に設定された開始日時と終了日

時は固定されたままです。 

一方、[Last]は期間(例、15分あるいは 1時間)を指定することができ、その期間に生成された検索

結果を取得できます。このリンクを使用してアクセスした検索結果は、リンクを取得した時の結果と

異なります。表示期間の開始日時は、常にブックマークしたリンクを開いた時点です。 

CSV export： 

をクリックすると、[CSV export]パネルが表示されます。 

Figure 12-5 Search > Logspaces — CSV export パネル 

 

をクリックすると、検索結果を CSV ファイルにエクスポートします。テーブ

ルはカンマ区切りでテキストファイルに保存されます。データのエクスポート時にエラーが発生した

場合、エクスポートされた CSV ファイルには 0 と問題の詳細から始まる行(通常、ファイルの最後

に)が含まれます(例、0<description_of_the_error>)。 

 注意： 

大量のデータをエクスポートするのに[Download CSV export]を使用しないでください。特にシ

ステムがの負荷が高い場合、データのエクスポートが非常に遅くなる可能性があります。大量

のデータをテキスト形式で定期的に必要とする場合は、SSB RPC API(詳細については、「15 

SSB の RPC API」を参照してください)、あるいはログファイルをネットワーク上で共有(詳細に

ついては、「8.7 ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照してください)し、外部ツー

ルを使用して処理することを検討してください。 

Alert： 

検索した検索式でコンテンツベースアラートを設定できます。ログメッセージの内容が検索式と一

致した場合、アラートを受信できます。アラートは、アラートを設定したログスペースに保存された

ログメッセージのみに対して生成されます。 

コンテンツベースアラートの詳細については、「12.4 コンテンツベースアラートの作成」を参照してく
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ださい。 

Errors and warnings： 

ユーザーの操作によってエラーが発生(例えば、不正な検索式を入力した、インデックス付けされ

ていないカラムの統計情報を表示した)した場合、エラーまたは警告がアクションバーに表示され

ます。エラーは赤文字で、警告は黄褐色で表示されます。 

1 つ以上の通知がある場合、最新のものが表示され、通知件数も表示されます。通知をクリックす

ると[Errors and warnings]パネルが開きます。 

Figure 12-6 Search > Logspaces — エラー/警告パネル 

 

[Errors and warnings]パネルには、エラーと警告のタイムスタンプと詳細のリストが表示されます。 

をクリックして一つずつ通知をクリアするか、 をクリックしてすべてをクリアできます。 

Search results： 

検索クエリ実行後、アクションバーに検索により返された検索結果の数が表示されます。特定の

要素のログの発生頻度を調べるのに有益な情報です。 

List of log messages： 

矢印キーおよび[Page Up]と[Page Down]を使用してリストされたログメッセージを移動し、マウスホ

イールを使用してスクロールできます。[User menu]>[Preferences]でマウスホイールによるスクロ

ールを無効にできます。データが長すぎて一行に収まらない場合は、自動的に折り返され、最初

の行のみが表示されます。 
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Figure 12-7 Search > Logspaces — ログメッセージのリスト 

 

Details of a log message： 

ログメッセージのリストの 1 行を展開するには、 をクリックします。ログメッセージ全体が表示され

ます。 

Figure 12-8 Search > Logspaces — メッセージ全体の表示 

 

前あるいは次のログメッセージに移動するには矢印キーを使用します。 

[Page Up]と[Page Down]を使用すると、現在、表示されているログメッセージから前後 10行目のメ

ッセージに移動します。マウスホイールで前後に移動することもできます。 

表示されたログメッセージが複数のページに及ぶ場合に、マウスホイールを使用してメッセージを

垂直方向にスクロールできるようにマウスホイールを設定できます。これには、[User menu]>[Pre

ferences]に移動し、[Mousewheel scrolling of search results]のチェックを外して[Set options]を

クリックします。マウスホイールを使用したログメッセージ間の移動を無効にします。 

以下のアクションを実行できます。 

 メッセージの任意の単語をクリックすると、その単語を[Search]フィールドにコピーします。 

 任意の動的カラム(name-value ペア)をクリックして、ログメッセージのリストにカラムを追加し
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ます。 

 任意の をクリックして、選択されたカテゴリの統計情報を表示します。 

ログメッセージのリスト表示に戻るには をクリックします。 

12.1.1 検索インターフェースのカラムのカスタマイズ 

検索インターフェースに表示されるデータをカスタマイズするには、次の手順を実行します。 

手順： 

1. [Customize columns]をクリックします。 

ログメッセージを表示する時にカラムに使用されるパラメーターは[Displayed columns]の下

にリストされます。他の利用可能なパラメーターは[Available static columns]と[Available 

dynamic columns]以下にリストされます。 

動的カラムは SSB に保存されたログメッセージの構造化されたデータパラメーター(name-

value ペア)から作成されます。構造化されたデータパラメーターは、自動的に検出され、カス

タマイズ可能なカラムのリストに追加されます。ログメッセージの構造化されたデータ部の詳

細については、「2.14.2.3 STRUCTURED-DATA メッセージ部」を参照してください。 

 注釈： 

検索結果を CSV ファイルにエクスポートするには、アクションバーの をクリックし

ます。CSV ファイルには静的カラムと表示されている動的カラムが含まれます。 

Figure 12-9 Search > Logspaces > Customize columns — 検索インターフェースのカラムのカスタマイズ 

 

2. [Displayed columns]に静的カラムを追加するには、[Available static columns]からカラムを選
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択して をクリックします。 

3. [Displayed columns]に動的カラムを追加するには、[Available dynamic columns]から name-

value ペアを選択して をクリックします。 

選択された名前<name>(<name>はキー名です)は、ヘッダー名になり個々の動的カラムを生

成します。対応した値が、それぞれのカラムの列に表示されます。 

4. [Visible columns]からパラメーターを削除するには、 をクリックします。 

5. 各カラム(ログメッセージに含まれている)の内容をすべて表示するには、[Show full content 

of columns]を有効にします。 

12.1.2 ログメッセージ関連のメタデータ 

以下の情報がログメッセージで利用可能です。 

 Processed Timestamp：SSBがログメッセージを受信した日時(YEAR-MONTH-DAY HOUR:MINU

TE:SECOND形式)。 

 Timestamp：メッセージ内のタイムスタンプ。ログメッセージが生成された時間(YEAR-MONTH-D

AY HOUR:MINUTE:SECOND形式)。 

 Facility：メッセージを送信したファシリティ。 

 Priority：メッセージのプライオリティ値。 

 Program：メッセージを作成したアプリケーション。 

 Pid：メッセージを作成したアプリケーションのプログラム ID。 

 Host：SSBにメッセージを送信したクライアントの IPアドレスまたはホスト名。 

 Message：ログメッセージのテキスト。 

 Tag：パターンデータベースに一致したメッセージに割り当てられたタグ。 

 Id：メッセージの一意な ID。 

 classifier.rule_id：メッセージに一致したパターデータベースの ID。 

 classifier.class：メッセージに一致したパターンデータベースの説明。 

 動的カラム：追加の name-valueペアから生成された動的カラムも利用可能です。 
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12.1.3 複雑な検索クエリの使用 

ワイルドカードとブール演算子を使用して、SSB で取集されたログメッセージの特定の部分を検索

できます。 

 注釈： 

ログメッセージを検索する場合、検索エンジンの能力は各ログスペースのインデックスに使用

する区切り文字に依存します。デフォルトでは、インデックスサはメッセージを単語(トークン)に

分割するのに、次の区切り文字を使用します。& : ~ ? ! [ ] = , ; ( ) ' "。インデックス

に使用される区切り文字の設定方法の詳細については、「8.1.1 ログストアの作成」を参照して

ください。 

 

 注釈： 

ログメッセージの[MESSAGE]部で空白を検索することはできません。ハードコーディングされ

た区切り文字であるためです。 

以下のセクションでは、さまざまな検索クエリの例を示します。 

 完全一致の例については、「12.1.3.1 完全一致検索」を参照してください。 

 ブール演算子を使用して検索キーワードを結合する例については、「12.1.3.2 検索キーワー

ドの結合」を参照してください。 

 ワイルドカード検索の例については、「12.1.3.3 ワイルドカード検索」を参照してください。 

 特殊文字を検索する例については、「12.1.3.4 特殊文字の検索」を参照してください。 

 メッセージの特定の部分を検索する例については、「12.1.3.5 メッセージの特定部分の検索」

を参照してください。 

 name-value ペアを検索する例については、「12.1.3.6 メッセージの name-value ペアの検索」

を参照してください。 

12.1.3.1 完全一致検索 

デフォルトでは、SSBはログメッセージの MESSAGE部の単語全体をキーワード検索して、完全一

致のみ返ります。 

Example 12.1 完全一致検索 

検索式：  example 
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一致文字：  example 

  Example 

  EXAMPLE 

不一致文字： examples 

  example.com 

  query-by-example 

  exam 

12.1.3.2 検索キーワードの結合 

検索キーワードを結合するには、検索ブール演算子(AND、OR および NOT)を使用できます。ブー

ル演算子は大文字小文字を区別します。すべて大文字で入力する必要があります。より複雑な検

索式を、括弧を使用して組み立てることもできます。 

Example 12.2 キーワードの結合 

検索式：  keyword1 AND keyword2 

一致文字：  両方のキーワードが含まれたログメッセージが返ります。 

検索式：  keyword1 OR keyword2 

一致文字： すくなくともキーワードの 1 つが含まれたログメッセージが返ります。 

検索式：  keyword1 AND NOT keyword2 

一致文字：  keyword1 のみ含み、keyword2が含まれないログメッセージが返ります。 

ブール演算子(例、AND)を検索するには、次の形式を使用します。：message:AND。 

 

Example 12.3 括弧の使用した検索 

より複雑な検索式を作成するには括弧を使用します。 

検索式：  (keyword1 OR keyword2) AND keyword3 

一致文字：  keyword1 と keyword3、または keyword2 と keyword3 が含まれたログメッセージが

返ります。 

12.1.3.3 ワイルドカード検索 

検索式に ? と * のワイルドカードを使用することができます。 
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Example 12.4 ?ワイルドカードの使用 

?（クエスチョンマーク）ワイルドカードは、任意の文字、ただ 1 文字を意味します。非 UTF-8 あるいはマル

チバイト文字を検索す場合には機能しません。これらの文字を検索する場合には??、あるいは*ワイルド

カードを使用できます。 

検索式：  example? 

一致文字：  example1 

  examples 

不一致文字  example.com 

  example12 

  query-by-example 

  example? 

検索式：  ?example? 

一致文字：  1example2 

不一致文字  example.com 

  example12 

  query-by-example 

検索式：  example?? 

一致文字：  example12 

不一致文字  example.com 

  example1 

  query-by-example 

 

Example 12.5 *ワイルドカードの使用 

*ワイルドカードは、任意の文字、0 文字以上を意味します。非 UTF-8 およびマルチバイト文字も検索され

ます。ワイルドカード文字は、すべてのメッセージ部で機能します。例、program:postfix*。 

検索式：  example* 

一致文字：  example 

  examples 

不一致文字  query-by-example 

  example* 

検索式：  *example 

一致文字：  query-by-example 

不一致文字  example.com 
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  example12 

検索式：  *example* 

一致文字：  example 

  query-by-example 

  example.com 

  example12 

 

Example 12.6 ワイルドカードの組み合わせ使用 

ワイルドカードは組み合わせることができます。 

検索式：  ex?mple* 

一致文字：  example1 

  examples 

  example.com 

  exemple.com 

  example12 

  examples 

不一致文字  exmples 

  query-by-example 

12.1.3.4 特殊文字の検索 

クエスチョンマーク(?)、アスタリスク(*)、バックスラッシュ(\)、またはスペース文字を検索するには、

バックスラッシュ(\)で、これらの文字をエスケープする必要があります。バックスラッシュの後の文

字は検索対象の文字として処理されます。 

 注釈： 

区切り文字は例外です。区切り文字がエスケープされていても区切り文字を検索することはで

きません。 

Example 12.7 特殊文字の検索 

特殊文字を検索するには、バックスラッシュを使用します。 

検索式：  example\?* 

一致文字：  example? 

不一致文字：  examples 
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  example1 

バックスラッシュ文字を検索するには、2 つのバックスラッシュ(\\)を使用します。 

検索式：  C:\\Windows 

一致文字：  C:\Windows 

検索式：  nvpair:path=C:\\Program\ Files 

一致文字：  C:\Program Files 

12.1.3.5 メッセージの特定部分の検索 

<type>：プレフィックスを使用してメッセージの特定部分を検索できます。message：（または msg：）

プレフィックスはメッセージ部を意味し、省略することができます。例えば、program：プレフィックス

を使用してアプリケーションの名前を検索できます、host：プレフィックスを使用するとホスト名を検

索できます。 

Example 12.8 メッセージの特定部分の検索 

検索式：  program:syslog-ng 

一致文字：  syslog-ng アプリケーションからのすべてのログメッセージ。 

12.1.3.6 メッセージの name-valueペアの検索 

nvpair：プレフィックスを使用してログメッセージの構造化データ部を検索できます。=(イコール)区

切り文字を使用して構造化データパラメーターの名前と値を分割し、値から引用符を除きます。 

Example 12.9 構造化データ部の検索 

検索式：  nvpair:.sdata.win@18372.4.event_type=Alert 

一致文字：  event_type="Alert"パラメーターで win@18372.4 要素があるすべてのログメッセー

ジ。例、[win@18372.4 EVENT_TYPE="Alert"]。 

Example 12.10 ワイルドカードを使用した構造化データの検索 

すべての構造化データ要素を検索するのに、アスタリスク(*)ワイルドカードを使用できます。 

検索式：  nvpair:*event_type=Alert* 

一致文字：  “event_type”名が"Alert"値のすべてのログメッセージ。 
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Example 12.11 パラメーター名の検索 

特定の名前を検索するには、名前の後ろの”=*”を追加します。 

検索式：  nvpair:*event_type=* 

一致文字：  "event_type"名が存在するすべてのログメッセージ。 

Example 12.12 パラメーター値の検索 

特定の値を検索するには、値の前に”*=”を追加します。 

検索式：  nvpair:*=Alert 

一致文字： 名前に"Alert "値があるすべてのログメッセージ。 

 

 注釈： 

SSBはすべての name-valueペア(パラメーター)で最初の 59文字のみをインデックス付けしま

す。これには 2 つの結果をもたらします。 

 パラメーターが 59 文字を越える場合、検索が複数の不正確な結果になります。 

以下のパラメーターの場合、 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

SSB は以下のようにインデックス付けします。 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname- 

上記は最初の 59 文字に対応しています。そのため以下のように検索すると。 

nvpair:.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

以下を含むすべてのログメッセージが返ります。 

.sdata.security.uid=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname- 

 ワイルドカードを使用すると、検索結果から特定のメッセージが省かれます。 

上述の同じ例を使用すると、以下の検索式では結果が何も返されません。12345 がインデック

ス付けされてないためです。 

nvpair:*=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-12345 

代わりに、以下の検索式を使用する必要があります。ただし、これは上述の例と同様に複数

の結果を返します。 

nvpair:*=2011-12-08T12:32:25.024+01:00-hostname-* 
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12.1.3.7 検索のヒント 

検索時に SSBの負荷を軽減し、検索結果を早く受信するには、以下の点に注意してください。 

 可能な限り期間を短くします。 

 OR の使用は、AND より処理負荷が高く処理速度も遅いため、OR の使用は必要最小限に

します。 

 *と?のようなワイルドカードを不必要に使用しないでください。 

 可能であればトークンの最後にワイルドカード文字を使用します。 

12.2 暗号化されたログスペースの閲覧 

デフォルトでは、SSB の web インターフェースから暗号化されたログストアを閲覧することはできま

せん。必要な復号鍵が SSB で利用できないからです。暗号化されたログストアの閲覧と検索を可

能にするのに、SSBは以下のオプションを提供しています。 

 シングルユーザーに恒久的な復号鍵を使用させます。 

詳細については、「12.2.1恒久的な復号鍵の使用」を参照してください。 

 ユーザーセッション中にのみに復号鍵を使用させます。 

詳細については、「12.2.2復号鍵をセッションのみに使用」を参照してください。 

 ログストアに復号鍵を割り当てます(すべての SSB ユーザーが利用可能です)。このオプショ

ンはセキュリティリスクを高める可能性があります。 

詳細については、「12.2.3ログストアへの復号キーの割り当て」を参照してください。 

 注釈： 

暗号化と復号に SSB 自身の鍵と証明書を使用しないでください。 

以下を推奨します。 

 2048ビット RSA キー（またはそれ以上）。 

 公開鍵のフィンガープリントを作成する場合、SHA-256 ハッシュアルゴリズム（またはそれ以上）。 
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12.2.1 恒久的な復号鍵の使用 

復号鍵をアップロードして、アカウントに割り当てることができます。復号鍵は SSBに保存されます

が、このユーザーアカウントにのみ利用可能で、パスフレーズで保護（暗号化）することもできます。 

手順： 

1. [User menu]>[Private keystore]をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

2. [Permanent]の をクリックし、[Certificate]の をクリックします。ポップアップウィンドウが

表示されます。 

Figure 12-10 User menu > Private keystore —プライベートキーストアへの復号鍵の追加 

 

3. ログストアの暗号化に使用した証明書をペーストまたはアップロードします。 

4. [Key]の をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

5. ログストアの暗号化に使用した証明書の秘密鍵をペーストまたはアップロードします。 

6. 必要に応じて、手順 2-5を繰り返して追加の鍵をアップロードします。 

7. [Security passphrase]>[Change]をクリックし、秘密鍵を保護するためにパスフレーズを入力

します。 
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Figure 12-11 User menu > Private keystore — パスフレーズによるプライベートキーストアの保護 

 

8. [Apply]をクリックします。 

12.2.2 復号鍵をセッションのみに使用 

セッション中のみ暗号化されたログストアを閲覧できるように復号鍵をアップロードできます。これ

らの鍵は SSBからログアウトした時に自動的に削除されます。 

手順： 

1. [User menu]>[Private keystore]をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

2. [Temporary]の をクリックし、[Certificate]の をクリックします。ポップアップウィンドウが

表示されます。 
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Figure 12-12 User menu > Private keystore —プライベートキーストアへの復号鍵の追加 

 

3. ログストアの暗号化に使用した証明書をペーストまたはアップロードします。 

4. [Key]の をクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。 

5. ログストアの暗号化に使用した証明書の秘密鍵をペーストまたはアップロードします。 

6. 必要に応じて、手順 2-5を繰り返して追加の鍵をアップロードします。 

7. [Apply]をクリックします。 

12.2.3 ログストアへの復号キーの割り当て 

ログストアに秘密鍵(または鍵のセット)を追加しログストアファイルの復号にこれらの鍵を使用でき

ます。この方法は、特定のログスペースの検索権限を持つ誰でもがメッセージを検索できます。こ

れらの復号鍵は SSBのコンフィグレーションファイルに暗号化されずに保存されます。 

この方法はセキュリティリスクを高めるため、ほんとうに必要がない限りこのソリューションは避け

てください。 

手順： 

1. [Log]>[Logspaces]に移動し、SSB の web インターフェースからすべてのユーザーに検索可

能にする暗号化されたログスペースを選択します。 

2. [Decryption private keys]で をクリックし をクリックします。ポップアップウィンドウが表示

されます。 
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Figure 12-13 Log > Logspaces — ログストアへの復号鍵の追加 

 

3. ログストアの暗号化に使用した証明書の秘密鍵をペーストまたはアップロードします。 

4. 必要に応じて追加の鍵をアップロードするには手順 2-3を繰り返します。 

ログストアの暗号化に使用された証明書の有効期限が切れた場合、追加の鍵が必要になり

ます。有効期限が切れた場合、新しい証明書をアップロードする必要があります。ただし、古

い(有効期限が切れた)証明書で暗号化されたログストアを閲覧するには、新しいものと一緒

に古い復号鍵を保持する必要があります。 

5. をクリックします。 

12.3 ログデータからカスタム統計情報の作成 

SSB は Facility、Priority、Program、Pid、Host、Tags、および.classifier.class カラムから統計

情報を作成できます。必要に応じて[Customize columns]を使用して必要なカラムを追加します。 

 注釈： 

.classifier.class データはパターンデータベースを使用した場合に、メッセージに割れ当て

られるクラスです。詳細については、「14 パターンデータベースによるメッセージのクラス分け」



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

254/315 

を参照してください。パターンデータベースは、現在、デフォルトで次のメッセージクラスを使用

します。system、security、violation、または unknown。 

web インターフェースで統計情報を表示して、関連するデータを CSV でエクスポートし、レポートに

含めるために統計情報を保存することもできます。 

12.3.1 ログ統計情報の表示 

ログメッセージに関連する統計情報を表示するには、一覧の該当するヘッダーの をクリックしま

す。 

[Bar chart]または[Pie chart & List]を選択できます。 

 注釈： 

パフォーマンスの理由で、マルチプルログスペース(「8.6 マルチプルログスペースの作成」を参

照してください)に対して統計情報を作成した場合、統計情報の基になるデータ(例、hostname)

が、ログスペースで 1000 を超えると、SSB は統計情報を作成しません。この場合、SSB は

Number of member statistics has too many entries エラーメッセージを表示します。 

Figure 12-14 Search > Logspaces —Bar chart での統計情報の表示 

 

[Pie chart & List]表示では、パーセントの合計は 100%です。唯一の例外は、統計情報が Tags に

基づいている場合です。統計情報はメッセージではなくてタグにより生成されるので、メッセージに

複数のタグがある場合、パーセンテージは 100%を越えることがあります。 
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Figure 12-15 Search > Logspaces —Pie chart & List での統計情報の表示 

 

統計情報は、エントリ数の降順です。昇順にするには[Least]を選択します。 

 注釈： 

検索の表示期間を変更した場合、HOST Pie chart の[Count]に表示されるログ数と[Search 

results]に表示されるログ数が異なる場合があります。 

検索の表示期間を移動しないでください。 

既にこの現象が発生している場合、検索式を保存し、再度[Search]>[Logspaces]をクリックし、

ページを再読み込みします。検索ページは初期状態になり、入力した検索式は削除されるこ

とに注意してください。 

[Export all to CSV]オプションを使用するとCSV形式でこれらの統計情報をエクスポートできます。

あるいは、サブチャプターとしてレポートに含めることができます。 

 注意： 

大量のデータをエクスポートするのに[Export all to CSV]を使用しないでください。特にシステ

ムの負荷が高い場合、データのエクスポートが非常に遅くなる可能性があります。大量のデー

タをテキスト形式で定期的に必要とする場合は、SSB RPC API(詳細については、「15 SSB の

RPC API」を参照してください)、あるいはログファイルをネットワーク上で共有(詳細について

は、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照してください)し、外部ツールを使

用して処理することを検討してください。 
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12.3.2 カスタム統計情報からのレポート作成 

ログの統計情報をサブチャプターとしてレポートに含めるのに、ログの統計情報を保存できます。 

Figure 12-16 Search > Logspaces — カスタムログ統計情報からのレポート作成 

 

手順： 

1. 統計情報ビューで[Report settings]をクリックします。 

2. [Report subchapter name]フィールドで統計情報の名前を入力します。 

3. [Visualization]でレポートの表示方法を選択します。List、Pie chart、あるいは Bar chart。 

4. ソート方法を選択します。降順(Top)または昇順(Least)。 

5. [Number of entries]に含める数を選択します。 

 注釈： 

[All]を選択すると、最初の 1000 件のみが含まれます。残りの結果は others として集計

されます。 

 

 注釈： 

パフォーマンスの理由で、マルチプルログスペース(「8.6 マルチプルログスペースの作

成」を参照してください)に対して統計情報を作成した場合、統計情報の基になるデータ
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(例、hostname)が、ログスペースで 1000 を超えると、SSB は統計情報を作成しません。

この場合、SSB は Number of member statistics has too many entries エラーメッセージ

を表示します。 

6. [Grant access for the following user groups]フィールドにサブチャプターにアクセスできるユ

ーザーグループを選択します。 

7. [Save as Report subchapter]をクリックします。 

8. レポートに保存したサブチャプターを追加するには、「13.7.3 カスタムレポートの設定」の手順

に従ってください。 

12.4 コンテンツベースアラートの作成 

特定の検索式に基づいてログメッセージのコンテンツベースアラートを作成できます。検索クエリ

は数秒ごとに実行され、ログメッセージの内容と検索式の間で一致が検知される度にアラートがト

リガーされます。アラートは収集され、あらかじめ定義された e-mailアドレスに送信されます。 

ログメッセージには特に重要なものがあります。それらに関する通知を取得する方が、手動で検

索するより効率的です。 

ローカルのログスペース、あるいは適切な権限のあるログスペースに対してアラートを設定または

変更することができます。つまり以下を意味します。 

 ユーザーグループが、[AAA]>[Access Control]ページで[Search]>[Logs]オブジェクトの[rea

d and write/perform]アクセス権が割り当てられているか、 

 あるいは[Log]>[Logspaces]ページで、適切なログスペースの[Access control]オプションに

追加されているユーザーグループ。 

アラートを作成するには、検索インターフェース、あるいは[Search]>[Content-Based Alerts]ペー

ジを使用する、以下の 2 通りの方法があります。 

 検索インターフェースでアラートを設定する方法の詳細については、「12.4.1 検索インターフ

ェースでのアラート設定」を参照してください。 

 [Search]>[Content-Based Alerts]ページでアラートを設定する方法の詳細については、「1

2.4.2 [Search]>[Content-Based Alerts]ページでのアラート設定」を参照してください。 

 注釈： 

コンテンツベースアラートは現在、フィルター、マルチプル、およびリモートログスペースには利
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用できません。 

 

 注釈： 

暗号化されたログスペースの場合に、コンテンツベースアラートを動作するのに復号鍵は必要

ありません。SSB は処理中にログメッセージにアクセスし、インデクサおよびコンテンツベース

アラートサービスは暗号化する前に実行されます。 

12.4.1 検索インターフェースでのアラート設定 

検索インターフェースを使用してアラートを設定するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. コンテンツベースアラートを送信するターゲットを設定します。 

アラートターゲットは、スーパーユーザー(admin)、または[AAA]>[Access Control]で Policies

オブジェクトに read and write/perform アクセス権が割り当てられているユーザーグループに

よって設定および変更できます。 

アラートターゲットを指定するには、以下を実行します。 

a. [Policies]>[Alert targets]に移動します。 

b. をクリックします。 

Figure 12-17 Policies > Alert targets — アラートターゲットページ 

 

c. アラートターゲットの名前を入力します。 

 注釈： 

アラートターゲットの名前は一意にする必要があります。 

d. [Target e-mail address]フィールドに、アラートを送信する e-mailアドレスを入力します。 

 注釈： 

ターゲットごとに 1 つの e-mail アドレスしか指定できません。しかし、アラートごとに

複数のターゲットを追加できるので、必要に応じて 1 つ以上の e-mail アドレスに特
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定のアラートを送信することができます。 

e. [Cooldown period]フィールドに、このターゲットに対して 2つのアラートメッセージを送信

する間隔の最小時間(秒単位)を入力します。 

最小値は 60 秒で、最大値は 999999になります。 

 注釈： 

アラートメッセージは、ログメッセージの内容と検索式の間で一致が検知された場合

にのみ送信されます。つまり、一致が検知されない場合、2 つのアラートメッセージ

の間隔は[Cooldown period]に指定した間隔より長くなる場合があることを意味しま

す。 

f. をクリックして設定を保存します。 

期待される結果： 

アラートメッセージを送信するアラートターゲットが正しく設定されました。 

2. オプション手順：アラートをターゲットに送信する送信元の e-mail アドレスを指定することもで

きます。受信する e-mail アドレスの送信元アドレスを設定することはフィルターに役立ちます。

指定しない場合、デフォルトのものが使用されます。 

詳細については、「4.5.1e-mail アラート設定」の[Send e-mails as]e-mail アドレスを指定する

手順を参照してください。 

3. ターゲットを設定した後、[Search]>[Logspaces]に移動します。 

Figure 12-18 Search > Logspaces — 検索インターフェースでのアラート設定 
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[Logspace name]コンボボックスで、適用するログスペースを選択します。 

4. [Search expression]に、アラートを受信するための検索式を入力し、 をクリックしま

す。 

5. アラートの追加の詳細を設定するには をクリックします。[Content-based alerting]パ

ネルが表示されます。 

Figure 12-19 earch > Logspaces — コンテンツベースアラートパネル 

 

[Logspace]フィールドには[Logspace name]コンボボックスから選択したログスペースの名前

が表示されます。[Search expression]フィールドには[Search expression]フィールドに入力し

た検索式が表示されます。 

6. [Alert name]フィールドにアラート名を入力します。 

 注釈： 

アラート名は全体で一意にする必要があります。 

7. [Targets]からターゲットを選択します。複数の e-mailアドレスにアラートを配信するのに複数

のターゲットを選択できます。 

ターゲット名の をクリックすることで、既に追加されているターゲットを削除できます。 

8. 詳細を保存するには をクリックします。 

 注釈： 

後でアラートを変更するには、[Search]>[Content-Based Alerts]で変更することができま

す。詳細については、「12.4.2 [Search]>[Content-Based Alerts]ページでのアラート設定」

を参照してください。 

12.4.2 [Search]>[Content-Based Alerts]ページでのアラート設定 

[Search]>[Content-Based Alerts]ページでアラートを設定するには、以下の手順を実行します。 
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手順： 

1. コンテンツベースアラートを送信するターゲットを設定します。この方法については、「12.4.1

検索インターフェースでのアラート設定」の手順 1.を参照してください。 

2. オプション手順：アラートをターゲットに送信する送信元の e-mail アドレスを指定することもで

きます。受信する e-mail アドレスの送信元アドレスを設定することはフィルターに役立ちます。

指定しない場合、デフォルトのものが使用されます。 

詳細については、「4.5.1e-mail アラート設定」の[Send e-mails as]e-mail アドレスを指定する

手順を参照してください 

3. ターゲットを設定した後、[Search]>[Content-Based Alerts]に移動します。 

4. をクリックして、新しい[Content-Based Alerts]を作成します。 

Figure 12-20 Search > Content-Based Alerts — コンテンツベースアラート設定 

 

5. アラート名を入力します。 

 注釈： 

アラート名は全体で一意にする必要があります。 

6. [Search expression]フィールドに、アラートを受信するための検索式を入力します。 

7. [Logspace]コンボボックスから適用するログスペースを選択します。 

8. [Alert targets]でターゲットを選択します。複数の e-mailアドレスにアラートを配信するのに複

数のターゲットを選択できます。 

をクリックすることで、既に追加されたターゲットを削除できます。 

9. 設定を保存するには、 をクリックします。 

 注釈： 

後でアラートを変更するには、このページで関連する手順を再度実行します。 
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12.4.3 アラートメッセージの形式 

コンテンツベースアラートを作成すると、SSB は設定されたターゲットにアラートメッセージを送信し

ます。 

アラート e-mailのサブジェクトは以下の形式になります。 

Alert: [myalert][mylogspace] 

アラートメッセージは以下の形式で表されます。 

Alert: There were at least 10000 matches between Mon 18 Apr 2016 10:45:38 CEST and 
Mon 18 Apr 2016 10:45:43 CEST on 
 * logspace: "<mylogspace>" 
 * alert: "<myalert>" 
 * search expression: "<mysearchexpression>" 
 
To review these matches on your SSB appliance, see: 
https://<IP_address_of_SSB>:<port_number>/index.php?_backend=SearchLogspace#logspa
ce_name=mylogspace& 
from=1460976338&to=1460976343&search_expression=mysearchexpression 
 
Note: You will not receive a new alert message for a cooldown period of 1 minute 
for this alert. 

ログメッセージの内容はアラートメッセージに含まれないことに注意してください。ユーザーに SSB

にアクセスするための URLが提供されます。 

12.5 追加のツール 

SSB は、外部ソースから受信したログメッセージに関する情報を取得するために、以下の追加ツ

ールを提供します。 

パターンデータベース：特定のログメッセージをアラートするのに SSB のパターンデータベースを

使用できます。このような目的でパターンデータベースを使用していて、SSB によって生成された

アラートの履歴を確認するには、「13.4ログメッセージアラート」を参照してください。 

レポート：SSB は、処理されるトラフィックに関するレポートを定期的に作成します。レポートで利用

可能な情報については、「13.7 レポート」を参照してください。 

13 SSBの内部メッセージの検索 

SSB は、内部メッセージを検索、フィルター、およびエクスポートできます。これらの内部メッセージ
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には、SSB アプライアンスのログメッセージ、コンフィグレーションの変更、通知、アラート、および

ダッシュボードの統計情報を含む、SSB自身によって作成されたログメッセージ(外部ソースから収

集されたメッセージではありません)が含まれます。 

SSBアプライアンスのログメッセージ： 

 すべての利用可能なログメッセージは、[Search]>[Logspaces]の[local]ログスペースに出力

されます。 

検索インターフェースの使用方法の詳細については、「12.1 検索インターフェースの使用」を

参照してください。 

 直近のログメッセージは[Basic settings]>[Troubleshooting]でも利用可能です。 

トラブルシューティングツールの使用方法の詳細については、「16トラブルシューティング」を

参照してください。 

コンフィグレーション変更： 

 SSB ユーザーと管理者のコンフィグレーションに関するアクティビティは[AAA]>[Accounting]

で利用可能です。SSBの webインターフェースで実行されたコンフィグレーションの変更は、

ここに全て出力されます。 

表示されるパラメーターについては、「13.2 SSB の変更ログ」を参照してください。 

 syslog-ng PE 3.0 以降(7.x 以降は除く)を使用するピア（クライアントコンピューター）は、コン

フィグレーションが変更された場合、SSB に特別なログメッセージを送信します。これらの変

更は[Search]>[Peer configuration change]にリストされます。 

表示されるパラメーターについては、「13.3 syslog-ng ピアのコンフィグレーション変更」を参

照してください。 

アラートおよび通知： 

 特定なログメッセージをアラートするのに SSB のバターンデータベースを使用した場合、ア

ラート履歴は[Search]>[Alerts]で利用可能です。 

表示されるパラメーターについては、「13.4ログメッセージアラート」を参照してください。 

 バックアップまたはアーカイブ中に発生したエラーを含む、バックアップおよびアーカイブの

通知は[Search]>[Archive & Cleanup]に保管されています。 

表示されるパラメーターについては、「13.5 アーカイブおよびバックアップ通知」を参照してく

ださい。 
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ダッシュボード統計情報およびレポート： 

 SSBの統計情報は[Basic settings]>[Dashboard]で利用可能です。 

詳細な情報および利用可能なオプションについては、「13.6 ステータス履歴および統計情報」

を参照してください。 

 コンフィグレーションの変更、システムヘルスパラメーター、およびその他の SSB のアクティ

ビティに関する PDFレポートは、[Reporting]>[Reports]で利用可能です。 

表示されるパラメーターについては、「13.7レポート」を参照してください。 

13.1 内部検索インターフェースの使用 

SSBのコンフィグレーションの変更、アラート、通知、およびレポートを閲覧およびフィルターするこ

とができる内部検索インターフェースは、さまざまなページに渡って配置されています。ただし、ユ

ーザーインターフェースの仕組みは、これらすべてのページで統一されています。このセクション

では内部メッセージを閲覧する場合に利用可能な主な機能について説明します。 

例えば、以下の図は[AAA]>[Accounting]ページを示していますが、コンフィグレーション変更、アラ

ートおよび通知、およびダッシュボードの統計情報とレポートがリストされるすべての検索インター

フェースは、同様な機能およびルックアンドフィールを持っています。 

Figure 13-1 AAA > Accounting — 内部検索インターフェースの例 

 

グラフの棒は、選択されている間隔のログメッセージの数を表示します。ズームするには と

を使用し、前あるいは次の期間を表示するには矢印を使用します。明示的に日付を指定するに
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は、[Jump to]をクリックしてカレンダーで日付を設定します。[Scale]オプションで表示される期間

の長さを変更できます。 

グラフの棒にマウスを置くと、グラフの棒が示す期間のデータ数および、開始と終了日付が表示さ

れます。グラフの棒をクリックすると、その期間のデータがテーブルに表示されます。複数のグラフ

の棒を選択するには Shift+Click を使用します。 

データが長すぎて 1行に収まらない場合は、自動的に折り返され、最初の 1行のみ表示されま

す。行を展開するには、 をクリックします。行を収縮して元のサイズに戻すには をクリックしま

す。すべての行を展開/収縮するには、テーブルのヘッダーの各ボタンをクリックします。各行でダ

ブルクリックしても展開/収縮することができます。 

13.1.1 フィルター 

テーブルは、任意のパラメーター、またはパラメーターの組み合わせでフィルターできます。リスト

をフィルターするには、該当するカラムの入力フィールドにフィルター式を入力し、Enter を押すか、

テーブルのデータをクリックします。 

 注釈： 

フィルターを使用した場合、グラフの棒はフィルターした結果の統計情報を表示します。 

フィルターは、部分一致も表示します。例えば、[AAA]>[Accounting]ページの[Author]カラムで、ad

mでフィルターすると、adm文字列が含まれるユーザー名のユーザーによって実行されたすべて

の変更が表示されます。 

を使用して完全一致を実行でき、 を使用して逆フィルタ(含まない)を使用できます。カラムか

らフィルターをクリアするには をクリックします。 

テーブルを初期状態に戻すには、[Clear all filters]をクリックします。 

13.1.2 結果のエクスポート 

検索結果の一覧をファイルに保存するには、[Export as CSV]をクリックします。一覧はカンマ区

切りでテキストファイルに保存されます。データのエクスポート時にエラーが発生した場合、エクス

ポートされた CSV ファイルには 0 と問題の詳細から始まる行(通常、ファイルの最後に)が含まれ

ます(例、0<description_of_the_error>)。 

 注意： 

大量のデータをエクスポートするのに[Export as CSV]を使用しないでください。特にシステム
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の負荷が高い場合、データのエクスポートが非常に遅くなる可能性があります。大量のデータ

をテキスト形式で定期的に必要とする場合は、SSB RPC API(詳細については、「15 SSB の

RPC API」を参照してください)、あるいはログファイルをネットワーク上で共有(詳細について

は、「8.7ネットワーク経由でのログファイルのアクセス」を参照してください)し、外部ツールを使

用して処理することを検討してください。 

13.1.3 内部検索インターフェースのカラムのカスタマイズ 

インターフェースに表示されるデータをカスタマイズするには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. 閲覧するデータページに移動します。例えば、[AAA]>[Accounting]。 

2. [Customize Columns]をクリックします。表示中と利用可能カラムのリストが含まれたポップ

アップウィンドウが表示されます。 

Figure 13-2 AAA > Accounting > Customize Columns — 検索インターフェースのカラムカスタマイズ 

 

3. [Visible columns]フィールドには表示されているパラメーターがリストされます。[Available co

lumns]フィールドに利用可能なパラメーターがリストされます。 

 [Visible columns]フィールドにパラメーターを追加するには、[Available columns]フィー

ルドから追加するパラメーターを選択して、[Add]をクリックします 
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 [Visible columns]フィールドからパラメーターを削除するには、削除するパラメーターを

選択して、[Remove]をクリックします。 

 カラムを固定(水平方向にスクロールしても恒久的に表示)するには、パラメーターの横

の[Freeze]オプションをチェックします。 

 注釈： 

複数のパラメーターを選択するには、Ctrl を押しながら項目をクリックします。 

4. [OK]をクリックします。選択した情報が表示されます。 

13.2 SSBの変更ログ 

SSBは、ユーザーおよび管理者のアクティビティを自動的に記録します。これらのアクティビティは

[AAA]>[Accounting]に表示されます。以下の情報が利用可能です。 

Figure 13-3 AAA > Accounting — コンフィグレーション変更の表示 

 

 Timestamp：変更をコミットした時の日付(YEAR-MONTH-DAY HOUR:MINUTE:SECOND形式)。 

 Author：変更を実行した SSBユーザー。 

 Page：変更されたメインメニュー項目(例、Basic Settings > Management)。 

 Field name：変更されたページのフィールド名。 

 New value：変更後のフィールドの新しい値。 
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 Description：SSB 管理者によって入力された変更ログ。変更ログは[AAA]>[Settings]>[Req

uire commit log]オプションが変更時に有効な場合にのみ利用可能です。 

 Old value：フィールドの元の値。 

 Swap：ページでオブジェクトの順序が変更されたかどうかを示します。(例、ログパスの順

序)。 

ユーザーインターフェースの操作方法、フィルターや結果のエクスポート機能の使用方法、および

表示するデータをカスタマイズする方法の詳細については、「13.1内部検索インターフェースの使

用」を参照してください。 

13.3 syslog-ngピアのコンフィグレーション変更 

syslog-ng PE 3.0 以降(7.0以降は除く)が実行しているピアは、最後のコンフィグレーションがリロ

ードまたはリスタートされた後でコンフィグレーションが変更された場合、SSBに自動的に通知を

送信します。これらのログメッセージは[Search]>[Peer Configuration Change]で利用可能です。

ログメッセージには実際の変更内容は含まれません。コンフィグレーションが変更されたことを示

すのみです。以下の情報が利用可能です。 

 Timestamp：受信したメッセージのタイムスタンプ。ログメッセージが作成された時刻(YEAR-

MONTH-DAY HOUR:MINUTE:SECOND 形式)。 

 Hostname：コンフィグレーションが変更されたクライアントのホスト名または IPアドレス。 

 Version：メッセージを送信した syslog-ngアプリケーションのバージョン番号。 

 Sender address：SSBに直接メッセージを送信したクライアントまたはリレーの IPアドレス。 

 Signature：syslog-ng クライアントのシグネチャ。 

 Fingerprint：新しいコンフィグレーションファイルの SHA-1ハッシュ値。 

ユーザーインターフェースの操作方法、フィルターや結果のエクスポート機能の使用方法、および

表示するデータをカスタマイズする方法の詳細については、「13.1内部検索インターフェースの使

用」を参照してください。 
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13.4 ログメッセージアラート 

パターンデータベースを使用している場合、SSBは Violation にクラス付けされたメッセージに対し

てアラートを生成します。これらのアラート履歴は[Search]>[Alerts]で利用可能です。以下の情報

がアラートに関して利用可能です。 

Figure 13-4 Search > Log Alerts — アラートメッセージの表示 

 

 Timestamp：アラート日付(YEAR-MONTH-DAY HOUR:MINUTE:SECOND形式)。 

 Sender address：SSBに直接メッセージを送信したクライアントまたはリレーの IPアドレス。 

 Hostname：メッセージを送信したクライアントのホスト名または IPアドレス。 

 Program：メッセージを生成したアプリケーション。 

 Message：メッセージの内容。 

 Rule ID：メッセージに一致したパターンデータベースのクラスルールの ID。詳細について

は、「14パターンデータベースによるメッセージのクラス分け」を参照してください。 

 Rule description：メッセージに一致したクラスルールの説明。詳細については、「14パター

ンデータベースによるメッセージのクラス分け」を参照してください。 

ユーザーインターフェースの操作方法、フィルターや結果のエクスポート機能の使用方法、および

表示するデータをカスタマイズする方法の詳細については、「13.1内部検索インターフェースの使

用」を参照してください。 

13.5 アーカイブおよびバックアップ通知 

アーカイブ、クリーンアップおよびバックアッププロセスの通知とエラーメッセージは、[Search]>[Ar

chive & Cleanup]で利用できます。以下の情報が利用可能です。 
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Figure 13-5 Search > Archive & Cleanup — アーカイブとバックアップ通知の表示 

 

 Timestamp：メッセージの日付(YEAR-MONTH-DAY HOUR:MINUTE:SECOND形式)。 

 Logspace：アーカイブまたはバックアップされたログスペースの名前。 

 Directory name：アーカイブまたはバックアップするフォルダ名。フォルダ名は現在の日付を

使用して、毎日新しいフォルダが作成されます。 

 Policy：使用するアーカイブまたはバックアップポリシーの名前。 

 Archive target：ポリシーで使用されるリモートサーバーのアドレス。 

 Manual archiving：アーカイブまたはバックアッププロセスが手動で開始されたかどうかを示

します。 

ユーザーインターフェースの操作方法、フィルターや結果のエクスポート機能の使用方法、および

表示するデータをカスタマイズする方法の詳細については、「13.1内部検索インターフェースの使

用」を参照してください。 

13.6 ステータス履歴および統計情報 

SSBは、[Basic Settings]>[Dashboard]のダッシュボードに、さまざまな統計情報、およびシステム

データとパフォーマンスのステータス履歴を表示します。ダッシュボードは基本的にはシステムモ

ニターの拡張版です。システムモニターは現在の値のみ表示し、ダッシュボードはシステムパラメ

ーターのグラフおよび統計情報を作成します。 

ダッシュボードはさまざまなモジュールで構成されています。各モジュールは当日のシステムパラ

メーターの履歴を表示します。より長い期間(1週間、１ヶ月間、あるいは１年間)のグラフを表示す

るには、それぞれ[Week]、[Month]、または[Year]オプションを選択します。モジュールにマウスを

置くとグラフに使用されているカラーコードが表示されます。 
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選択されている期間をテーブルとしてモジュールの統計情報を表示するには、グラフをクリックし

ます。 

Figure 13-6 Basic Settings > Dashboard — ダッシュボード 

 

以下のモジュールがダッシュボードで表示されます。 

 注釈： 

syslog-ng とログスペースサイズに関する統計情報はバックアップされません。従って、データ

リストア後、[Basic Settings]>[Dashboard]ページにバックアップ前の期間の syslog-ngとログス

ペースの統計情報は表示されません。 

 syslog-ng：受信、処理、およびドロップメッセージに関する syslog-ngの統計情報。「13.6.1 s

yslog-ngの統計情報の表示カスタマイズ」も参照してください。 

 Connected syslog peers：SSBにメッセージを送信しているホストのリスト。これらの値は[L

og]>[Options]>[Dashboard Statistics]ページで設定した[Sampling interval]値に基づいて

定期的に更新されます。詳細については、「13.6.1 syslog-ngの統計情報の表示カスタマイ

ズ」を参照してください。 

 syslog-ng statistics：受信メッセージレート(メッセージ/秒)。表示される値は 15分間の平均

値です。 
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 Logspaces：ログスペースのサイズ。これらの値は 10分おきに更新されます。 

 Memory：システムにより使用されているメモリ。 

 Disk：パーテーションごとのファイルシステムの使用率。 

 CPU：CPUの使用率。 

 Network connections：ネットワーク接続数。 

 External interface：外部インターフェースのトラフィック。 

 Management interface：管理インターフェースのトラフィック。 

 Load average：システムの平均負荷。 

 Processes：実行中のプロセス数。 

統計情報を収集するオプションの設定に関する詳細については、「13.6.2 統計情報の収集オプシ

ョン」を参照してください。 

13.6.1 syslog-ngの統計情報の表示カスタマイズ 

特定のソース、ディスティネーション、あるいはホストの統計情報を表示するには、以下の手順を

実行します。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Dashboard]>[syslog-ng statistics]に移動します。 

2.  特定のソースの統計情報を表示するには、[Search in]フィールドから source を選択し 

て[Search]フィールドにソース名を入力します。ソース名はすべて s_文字から始まりま

す。 

 特定のディスティネーションの統計情報を表示するには、[Search in]フィールドから des

tination を選択して[Search]フィールドにディスティネーション名を入力します。ディスティ

ネーション名はすべて ds_文字から始まります。 

 特定のホストの統計情報を表示するには、[Search in]フィールドから src.hostを選択し

て[Search]フィールドにホストのホスト名または IPアドレスを入力します。 

3. [Select resolution]フィールドから表示する期間を選択します。 

4. [View graph]をクリックします。 
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13.6.2 統計情報の収集オプション 

ダッシュボードに表示された統計情報の内容と量を制御するには、統計情報の収集オプションを

設定します。 

[Log]>[Options]>[Dashboard statistics]に移動します。 

Time-based statistics：デフォルトの設定は[Enabled]です。 

 Cleanup if unchanged for：この日数の間に変更されない統計情報はシステムからクリーン

アップされます。クリーンアップしないようにするには 0を入力します。直ぐにクリーンアップ

を開始するには[Cleanup now]をクリックします。 

 Enable statistics for：デフォルトの設定は、すべてのチェックボックスが有効です。収集す

る統計情報のオプションを選択できます。収集する統計情報のオプションを表示するには、

[Basic Settings]>[Dashboard]>[Syslog-ng statistics]に移動して、[Time-based statistics]

を有効にして、利用するオプションをチェックします。 

 注釈： 

オプションを無効にした場合、データはクリーンアップ後にのみ削除されます。それまでは、既

存の収集されたデータはダッシュボードでアクセス可能です。 

Top/Least statistics：デフォルトの設定は[Enabled]で、すべてのチェックボックスが有効です。収

集する統計情報のオプションを選択できます。収集する統計情報のオプションを表示するには、[B

asic Settings]>[Dashboard]>[Syslog-ng statistics]に移動して、[Top/Least statistics]を有効に

して、利用するオプションをチェックします。 

Maximum number of statistics to process：システム上で保持する統計情報ファイルの数を入力

します。統計情報ファイルを無制限に保管するには 0を入力します。この制限を超えた統計情報

は削除され、SSBは削除された最初のファイルと削除されたファイル数を含むエラーメッセージを

送信します。この設定は、ホストが 10000を超えた場合にのみ増やす必要があります。 

Sampling interval：統計情報のサンプリング間隔を選択します。サンプリング間隔が短いとシステ

ム負荷は上がりますが、正確なグラフが作成されます。デフォルト設定は 5分です。利用可能な

パラメーターは 5 minutes、10 minutes、30 minutes、60 minutes、2 hours、4 hours、8 hours、1

 day です。 

 注意： 

データ損失の危険。サンプリング間隔を変更した場合、既存の統計情報は新しいサンプリン

グレートに変換されずに削除されます。 
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すべての統計情報をクリアするには、[Clear all statistics]をクリックします。保持する統計情報フ

ァイルの数を変更した場合、または[Time-based statistics]の収集オプションを無効にした場合は

統計情報をクリアすることを推奨します。 

13.7 レポート 

SSBは、管理者のアクティビティ、SSBのシステムヘルス情報、処理されたトラフィックに関するレ

ポートを定期的に作成します。これらのレポートはメインメニューの[Reports]>[Generated report

s]で PDF(Portable Document Format)で利用できます。レポートは[Basic Settings]>[Managemen

t]>[Mail settings]>[Send reports to]に設定した e-mailアドレスに(レポートの設定で特に指定し

ていない限り)送信することもできます。 

SSBの webインターフェースからレポートにアクセスするには、ユーザーに適切な権限が必要で

す。 

 注釈： 

[Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]>[Send reports]にアドレスが設定されていない

場合、レポートは SSB の管理者 e-mail アドレスに送信されます。 

Figure 13-7 Reports > Generated reports — レポートの閲覧 

 

レポートは以下に自動的に生成されます。 

 Daily reports は毎日 00：01時に生成されます。 

 Weekly reports は毎週、月曜 00：01時に生成されます。 

 Monthly reports は毎月、初日の 00：01時に生成されます。 

 注釈： 

特定の期間のレポートを検索するには時間軸の棒を使用します。期間を選択(例えば、棒をク

リック)すると、選択した期間に関する情報を含むレポートのみが表示されます。 

以下の情報がレポートに関して利用可能です。 
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 Download：レポートをダウンロードします。 

 Name：レポートの名前。 

 Interval：レポート期間。例えば、週、月など。 

 Report from：レポート期間の開始日時。 

 Report to：レポート期間の終了日時。 

 Generate time：レポートが生成された日時。 

 注釈： 

現時点でレポートを作成するには、[Generate reports for today]をクリックします。レポート

は、00:00 - current time期間のデータが含まれます。人工無視(詳細については、「14 パ

ターンデータベースによるメッセージのクラス分け」を参照してください)を有効にした場合、人

工無視レポートも生成されます。 

フィルタリングや結果のエクスポート、表示するデータをカスタマイズするなどの、ユーザーインタ

ーフェースの使用方法については、「13.1 内部検索インターフェースの使用」を参照してください。 

13.7.1 デフォルトレポートのコンテンツ 

SSB のデフォルトのレポート(System と呼ばれています)は PDF(Portable Document Format)で利

用できます。指定された期間の以下の情報が含まれています。 

 Configuration changes：ページごと、ユーザーごとの SSB設定の変更回数。 

 Peer configuration：クライアントごとの syslog-ng クライアント設定の変更回数、クライアント

で実行している syslog-ngアプリケーションのバージョン番号(利用可能な場合)。 

 Alerts：パターンデータベースを使用してメッセージをクラス分することによって受信したアラ

ートに関するさまざまな統計情報(パターンデータベースが SSB にアップロードされている場

合)。 

 syslog-ng traffic statistics：着信、転送、保存、およびドロップしたメッセージレート(メッセー

ジ数/秒)を表示。 

 System health information：SSBのファイルシステム、ネットワーク、および平均負荷に関す

る情報を表示。 
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13.7.2 部分的なレポートの作成 

自動作成されるレポートでカバーされてない期間のレポートを手動で生成するには、以下の手順

を実行します。 

手順： 

1. [Reports]>[Configuration]に移動します。 

2. 生成するレポートを選択します。 

3.  最後の日次レポートが生成されてから現在までのレポートを作成するには、[Generate 

partial daily report]をクリックします。例えば、11:30AMにクリックすると、レポートには 0 

0:01から 11:30の期間が含まれます。 

 最後の週次レポートが生成されてから現在までのレポートを作成するには、[Generate 

partial weekly report]をクリックします。例えば、水曜日の 11:30AMにクリックすると、レ

ポートには月曜 00:01から水曜 11:30の期間が含まれます。 

 最後の月次レポートが生成されてから現在までのレポートを作成するには、[Generate 

partial monthly report]をクリックします。例えば、12月 13日の 11:30AMにクリックする

と、レポートは 12月 1日 00:01から 12月 13日 11:30の期間が含まれます。 

レポートは、レポートリスト([Reports]>[Generated reports])に自動的に追加され、レポートの

受信者にも e-mailで送信します。 

4. をクリックします。 

13.7.3 カスタムレポートの設定 

カスタムレポートを作成するように SSBを設定するには、以下の手順を実行します。ユーザーアカ

ウントに、[use static subchapters]権限に read & write/perform アクセス権があることを確認して

ください。 

手順： 

1. [Reports]>[Configuration]に移動します。 
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Figure 13-8 Reports > Configuration — カスタムレポートの設定 

 

2. をクリックして、カスタムレポートの名前を入力します。 

3. レポートはチャプターとサブチャプターで構成されます。新しいチャプターを追加するには、

[Table of contents]の[Add Chapter]をクリックして、チャプターの名前を入力して[OK]をクリ

ックします。必要に応じてさらにチャプターを作成するには、この手順を繰り返します。 

4. チャプターに、さまざまなレポートと統計情報を追加するには[Add Subchapter]をクリックしま

す。利用可能なレポートがポップアップウィンドウに表示されます。カスタム統計情報で作成

されたレポートは最後にリストされています。 

5. 必要に応じて、サブチャプターの順序を変更するのに矢印を使用してください。 

6. SSBがレポートを作成する頻度を指定するには、[Generate this report every (Day, Week, 

Month)]オプションを選択します。週次レポートは月曜日に作成され、月次レポートは月の 1

日に作成されます。複数のオプションを同時に指定できます。 

手動でのみでレポートを生成するには、このフィールドを未チェックにします。 

7. デフォルトでは、search グループのメンバーは SSBの webインターフェースでカスタムレポ

ートにアクセスできます。これを変更するには、[Reports are accessible by the following 

groups]フィールドで異なるグループ名を入力するか、 をクリックして他のグループにアクセ

スを許可します。 

 注釈： 

リストされているグループのメンバーは、グループに[Reporting]>[Reports]ページへの

読み込み権限がない場合でもカスタムレポートにのみアクセスできます。ただし、グル
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ープがアクセスできるレポートのみがリストされます。 

8. デフォルトでは、SSB は[Basic Settings]>[Management]>[Mail settings]>[Send reports to]フ

ィールドに設定されているアドレスに e-mailでレポートを送信します。 

 注釈： 

このアドレスが設定されていない場合、レポートは、SSB の管理者 e-mail アドレスに送

信されます。 

 e-mail送信を無効にするには、[Send reports in e-mail]オプションのチェックを外しま

す。 

 異なるアドレスにレポートを e-mailするには、[Recipient]>[Custom address]をチェック

し、レポートを送信する e-mail アドレスを入力します。必要に応じて をクリックして複

数の e-mail アドレスを追加できます。 

9. をクリックします。 

14 パターンデータベースによるメッセージのクラス分け 

パターンデータベースを使用して、さまざまなカテゴリにメッセージをクラス分けし、特定のメッセー

ジに対してアラートを受信し、人工無視による未知のメッセージを収集することができます。 

Figure 14-1 Log > Pattern Database — パターンデータベース 

 

メッセージのクラス分けは常に実行されていますが、その結果は[Log]>[Options]ページで関連す

るオプションを有効にした場合にのみ使用されます。 
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Figure 14-2 Log > Options — 人工無視とパターン一致アラートの有効 

 

 Violation にクラス分けされたメッセージのアラートを受信するには、[Log]>[Options]に移動

し、[Alerts]オプションを有効にします。 

 パターンデータベースに含まれないメッセージのレポートを受信するには、[Log]>[Options]

に移動し、[Artificial ignorance]オプションを有効にします。 

14.1 パターンデータベースの構造 

パターンデータベースは以下のように構成されています。 

Figure 14-3 パターンデータベースの構造 

 

 パターンデータベースはルールセットで構成されます。ルールセットは、プログラムパターン

とルールのセットで構成されます。メッセージを送信したアプリケーションの名前がルールセ

ットのプログラムパターンに一致する場合にルールセットのルールがログメッセージに適用

されます。アプリケーションの名前(${PROGRAM}マクロの内容)は、利用可能なルールセット
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のプログラムパターンと比較され、一致したルールセットのルールがメッセージに適用されま

す。 

 プログラムパターンは、アプリケーション名、または名前の最初を指定する文字列（例えば、

sendmail と一致させるには、プログラムパターンを sendmailまたは sendのみ）にすることが

できます。パターンパーサーはメッセージをセグメント化するのに使用する syslog-ngパー

サーと完全に独立しています。さらに、すべてのルールは一意な識別子を持ちます。メッセ

ージがルールに一致した場合、ルールの識別子はメッセージと一緒に保存されます。 

 ルールはメッセージパターンとクラスで構成されます。メッセージパターンはプログラムパタ

ーンに類似していますが、ログメッセージのメッセージ部(${MESSAGE}マクロの内容)に適用

されます。メッセージパターンがメッセージに一致した場合、ルールのクラスがメッセージに

割り当てられます(例えば、Security、Violation など)。 

 ルールには、ルールの説明、URL、name-valueペア、または自由形式のタグなど、一致した

メッセージに関する追加の情報を含めることもできます。この情報は syslog-ng Store Box

によって e-mailアラートに出力され、検索インターフェース上にも表示されます。 

 パターンは、リテラル(キーワード、正確には、キー文字列)とパターンパーサーで構成されま

す。 

 注釈： 

メッセージの${PROGRAM}部が空白の場合、空白のプログラムパターンのルールを使用してメ

ッセージをクラス分けします。 

同一のプログラムパターンが複数のルールセットで使用されている場合、これらのルールセッ

トのルールはマージされ、すべてのルールがメッセージのクラス分けに使用されます。メッセ

ージパターンはマージされたルール内で一意にする必要がありますが、現在、ルールセットの

み一意性がチェックされます。 

14.2 パターンマッチの仕組み 

Figure 14-4 パターンの適用 
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このセクションではパターンがどのように動作するか説明します。メッセージパターンを使用して手

順を説明していますが、以下の内容はプログラムパターンおよびメッセージパターンについても同

様です。 

パターンはリテラル(キーワード、正確には、キー文字列)とパターンパーサーで構成されます。パ

ターンパーサーは、特定のルールに従って文字列を解析しようとします。 

 注釈： 

ワイルドカードおよび正規表現はパターンでは使用することができません。@文字はエスケー

プする必要があります。つまり、この文字を一致させるには、パターンで@@と記述する必要が

あります。syslog-ngのパターンパーサーが@文字で囲まれているので必要です。 

メッセージが到着した時、syslog-ngは、パターンデータベースを使用してクラス分けすることを試

みます。利用可能なパターンは、ツリー状にアルファベット順に編成され、syslog-ngは先頭から一

文字ずつメッセージを検査します。このアプローチは、ルールの小さなサブセットのみが任意のス

テップで評価されるので、高い処理速度をもたらすことを保証します。メッセージをクラス分けする

速度は、実際にはルールの総数に依存しないことに注意してください。 

例えば、Apple の文字列で開始されている場合、文字 A で始まるパターンのみが評価されます。

次のステップで、syslog-ngは Ap で始まるパターンを選択し、特定のパターンが残らくなるまで、

同じように処理を続けます。 

リテラルの一致がパターンパーサーの一致よりも優先されることに注意してください。ステップで、

次の文字とリテラルで一致させるパターンとパーサーで一致させる別のパターンがある場合、リテ

ラルで一致するパターンが選択されます。前の例を使用すると、3番目のステップで、リテラルパタ

ーン Apport とパターンパーサーAp@STRING@が存在する場合、Apport パターンが一致されま

す。リテラルが次の文字列と一致しない場合(例、Apple)、syslog-ngはパーサーのパターンに一致

するかどうか試みます。ただし、同じレベルのパーサーが 2つ以上ある場合、完全にメッセージが

一致しない場合でも、最初のパーサーのみが適用されます。 

同じレベルの 2つのパーサー(例、Ap@STRING@および Ap@QSTRING@)がある場合、パターンは

ランダム(技術的には、最初にロードされたもの)に適用されます。ただし、選択されたパーサーが

メッセージの少なくとも 1 文字を解析できない場合、もう一方のパーサーが使用されます。しかし、

同じレベルの 2つの異なるパーサーあることは極めて稀で、この制限の影響はほぼありません。 

14.3 ルールセットの検索 

ルールセットのルールを表示するには、[Log]>[Pattern Database]ページで、[Search]>[Ruleset 

name]フィールドにルールセットの名前を入力し、[Show]をクリックします。ルールセットの名前が
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わからない場合、名前の最初の文字をタイプすると一致するルールセットの名前が表示されま

す。特定のルールを検索するには、[Program]または[Message]フィールドに検索項目を入力して

[Search]をクリックします。一致するルールが含まれるルールセットが表示されます。 

 注釈： 

多数のルールが含まれるルールセットは正しく表示されないことがあります。 

Figure 14-5 Log > Pattern Database > Search > Ruleset name — ルールの検索 

 

14.4 新しいルールセットおよびルールの作成 

新しいルールセットおよびルールを作成するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Log]>[Pattern Database]に移動し、[Create new ruleset]をクリックします。 
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 注釈： 

存在しないルールセットを検索した場合、SSB は検索した名前で新しいルールセットを

作成するようにします。 

2. [Name]フィールドにルールセットの名前を入力します。 

Figure 14-6 Log > Pattern Database > Create new ruleset — パターンデータベースルールセットの作成 

 

3. [Program pattern]フィールドにアプリケーションに名前、またはアプリケーションに一致する

パターンを入力します。詳細については、「14.7 パターンパーサーの使用」を参照してくださ

い。 

4. オプションでルールセットの説明を追加します。 

5. ルールを追加します。 

a. [Rules]セクションの をクリックします。 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

284/315 

b. [Pattern]フィールドに、ログメッセージの先頭文字、またはログメッセージに一致するパ

ターンを入力します。詳細については、「14.7 パターンパーサーの使用」を参照してくだ

さい。プログラムパターンと一致したアプリケーションによって送信されたメッセージのみ

が、このパターンに影響されます。 

c. [Class]フィールドからメッセージのクラスを選択します。このクラスは、このルールのパタ

ーンに一致したメッセージに割り当てられます。次のクラスが利用可能です。：

Violation、 Security、および System。 

[Log]>[Options]>[Alerting]でアラートが有効の場合、SSBは、Violation にクラス分けさ

れているメッセージについて自動的にアラートを送信します。 

d. オプションで、ルールに説明、カスタムタグ、および name-valueペアを追加できます。na

me-valueペアの値に、${macroname}形式のマクロを含めることができます。パターンデ

ータベースとマクロの詳細については、「The syslog-ng Premium Edition Administrato

r Guide」(英文)を参照してください。 

6. さらにルールを追加するには前の手順を繰り返します。 

7. をクリックします。 

14.5 データベースおよびルールセットのエクスポート 

入力したパターンデータベースをエクスポートするには、[Log]>[Pattern Database]に移動して、

[Export]をクリックします。 

ルールセットをエクスポートするには、[Search]>[Ruleset name]フィールドにルールセットの名前

を入力し、[Show]をクリックしてから[Export ruleset]をクリックします。ルールセットの名前がわか

らない場合は、[Program]または[Message]フィールドに検索項目を入力し、[Search]をクリックしま

す。一致するルールが含まれたルールセットが表示されます。 

14.6 パターンデータベースのインポート 

One Identityによって配布された公式データベース、あるいは SSBからエクスポートしたパターン

データベースをアップロードできます。ルールセットをインポートするには、[Log]>[Pattern 

Database]に移動し、[参照]をクリックしてからアップロードするデータベースファイルを選択し、

[Upload]をクリックします。 

 注釈： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/adminguide_syslog-ng_PE.pdf
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インポートされたルールはアップロードの完了後すぐに有効になります。 

公式のデータベースのオリジナルな部分を変更した場合、その後にアップロードしても変更さ

れたルールは最新のものに反映されません。 

14.7 パターンパーサーの使用 

パターンパーサーは、メッセージの部分を解析します。パーサーは@文字に囲まれています。パー

サーの構文は以下の通りです。 

 @文字で開始します。 

 大文字で記述されるパーサーのタイプ。 

 オプションの名前。 

 パーサーのパラメーター。 

 @文字で閉じます。 

Example 14.1 パターンパーサーの構文 

シンプルなパーサー 

@STRING@ 

名前付けされたパーサー 

@STRING:myparser_name@ 

パラメーター付き名前付けされたパーサー 

@STRING:myparser_name:*@ 

パラメーター付きパーサー、名前付けなし 

@STRING::*@ 
 

以下のパーサーが利用可能です。 

 @ANYSTRING@：メッセージの最後まですべてを解析します。単一のマクロに、特に解析しな

いすべてを収集するのに使用できます。その意味では、CSV パーサーの greedy()オプショ

ンと同等です。 

 @DOUBLE@：@FLOAT@パーサーの廃止されたエイリアスです。 

 @ESTRING@：このパーサーには、ストップ文字として機能する必須パラメーターがあります。

パーサーはストップ文字が見つかるまで解析します。例えば、"(ダブルクォーテーション)文
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字で停止させるには、@ESTRING::"@を使用します。syslog-ng 3.1以降、シングル文字

の代わりにストップ文字列を指定することができます。例、

@ESTRING::stop_here.@。 

 @FLOAT@：ドット文字(.)を含む浮動小数点数。syslog-ng 3.1 以前は、@DOUBLE@でした。 

 @IPv4@：IPv4 IPアドレス(最大 3 ドットで区切られた数字)を解析します。 

 @IPv6@：有効な IPv6 IPアドレスを解析します。 

 @IPvANY@：任意の IPアドレスを解析します。 

 @NUMBER@：10進数の数字(0-9)の連続(例、1,0687など)。0x文字で始まる数字の場合、

16進数として解析されますが、少なくとも 1つの有効な文字が 0xに続く場合に限ります。 

 @QSTRING@：パラメーターで指定した引用符文字の間の文字列を解析します。引用符文字

は、引用の最初と最後で異なることができます。例えば、@QSTRING::"@は 2 つのクォーテー

ションマーク(")の間を解析し、@QSTRING:<>@は左括弧から右括弧までの間を解析します。 

 @STRING@：英数字(0-9, A-z)文字の連続。空白は含みません。オプションで、他の許可す

る文字をパラメーターに記述することができます。例えば、完全な文を解析するには、

@STRING:: @のようにパラメーターに空白を追加します。@文字、改行またはタブはパラメー

ターにすることはできません。 

パターンとリテラルは混在させることができます。例えば、Host:文字列に続いて IPアドレスで始

まるメッセージ(例、Host: 192.168.1.1)を解析するには、次のパターンを使用することができま

す。Host:@IPv4@。 

 注意： 

NOTE： 

パーサーの使用は CPUに負荷をかけます。可能ならば ESTRINGおよび QSTRINGを使用し

てください。他のパーサーよりも高速に処理できるためです。 

Example 14.2 STRING および ESTRING パーサーの使用 

例えば、メッセージが user=joe96 group=somegroupの場合、@STRING:mytext:@は最初の非英数字まで

解析し、user のみ解析されます。@STRING:mytext:=@はイコールも解析し、次の非英数字文字(空白)まで

処理するので user=joe96 が解析されます。@STRING:mytext:= @は空白も解析し、次の非英数字、非イコ

ールマーク、非空白文字まで処理するので、user=joe96 group=somegroup が解析されます。 

もちろん、一般的には user=@STRING:user@ group=@STRING:group@のように、異なる値は別々に解析

する方が望ましいです。 
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ユーザー名またはグループに非英数字が含まれている場合、(この例の最初で説明しているように)パー

サーの 2 番目のパラメーターに、これらの文字を含めるか、ESTRING パーサーを使用して次の空白まで

メッセージを解析します。user=@ESTRING:user: @group=@ESTRING:group: @。 

Example 14.3 マルチラインメッセージのパターン 

パーサーはマルチラインメッセージに対して作成することができます。例えば、以下のパターンは、最初の

行が firstで終了し、次の行が secondで開始するマルチメッセージを検出します。 

first 

second 
 

14.8 フィルターとテンプレートでのパーサー結果の使用 

メッセージのクラス分け、およびパーサーの結果をカスタムフィルター、ファイル、およびデータベ

ーステンプレートにも使用することができます。SSBには、クラス分けの結果を使用することがで

きる 2つの組込みマクロがあります。.classifier.classマクロはメッセージに割り当てられたク

ラス(例、violation、security、または unknown)が含まれ、一方、.classifier.rule_idマクロはメ

ッセージに一致したメッセージパターンの識別子が含まれます。 

 注釈： 

メッセージが SQL データベースに転送される場合、メッセージパターンの ID は自動的にテン

プレートに挿入されます。 

ログパスのフィルターにこれらのマクロを使用するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. [Log]>[Paths]に移動し、使用するログパスを選択します。 

2. 特定のメッセージクラスをフィルターするには、[Add filter]で[classifier_class]を選択します。

をクリックして、[classifier_class]フィールドから一致させるクラス(例、Violation)を選択しま

す。 
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Figure 14-7 Log > Paths — クラスに基づくメッセージフィルター 

 

3. 特定のクラス分けルールに一致したメッセージをフィルターするには、[Add filter]の

[classifier_rule_id]を選択します。 をクリックし、[classifier_rule_id]フィールドにルールの一意

な識別子(例、e1e9c0d8-13bb-11de-8293-000c2922ed0a)を入力します。 

 注釈： 

タグのような他のクラスに分けされたデータに基づいてメッセージをフィルターするに

は、カスタムフィルターを使用する必要があります。詳細については、「10.3 メッセージの

フィルター」を参照してください。 

4. をクリックします。 

14.9 フィルターとテンプレートでパターンパーサーの値の使用 

同様に「14.8 フィルターとテンプレートでのパーサー結果の使用」で、パターンパーサーの結果も

使用できます。これを実現するには、パーサーに名前を追加し、この名前をメッセージの解析され

た値を参照するマクロとして使用する必要があります。 

例えば、Transaction: <type>.(ここで、<type>は異なる値の文字列(例えば、refused、acce

pted、incompletなど)です)のようなアプリケーションのメッセージを解析するには、以下のパタ

ーンを使用できます。 

'Transaction: @ESTRING::.@' 

@ESTRING@パーサーは次のストップ文字までメッセージを解析します。フィルターまたはファイル

名のテンプレートで結果を使用するには、パターンのパーサーに名前を含めます。 

'Transaction: @ESTRING:TRANSACTIONTYPE:.@' 
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その後、このテンプレートを使用するログパスにカスタムテンプレートを追加します。例えば、すべ

ての accepted トランザクションを抽出するには、ログパスに以下のカスタムフィルターを使用しま

す。 

match("accepted" value("TRANSACTIONTYPE")); 

 

 注釈： 

ディスティネーションまたはログスペースでカスタムテンプレートを作成する場合、上述のマク

ロはデータベースのカラムやファイル名テンプレートにも使用することができます。 

15 SSBの RPC API 

syslog-ng Store Boxは RPC API(Remote-Procedure Call Application Programming Interface)を

使用してアクセスすることができます。 

SSBの RPC API はリモートアプリケーションからログスペースにアクセスし参照することができま

す。HTTP 上の RESTfulプロトコルを使用して APIにアクセスできます。つまり、SSBを環境に統

合するのに RESTful HTTPS クライアントにアクセスできるプログラム言語を使用できます。サンプ

ルシェルコードのスニペットは API ドキュメントに記載されています。 

RPC APIを使用した SSBへのアクセスには、いくつかの利点があります。 

 カスタムアプリケーションや環境に統合できます。 

 柔軟でダイナミックな検索クエリが行えます。 

SSBはログイン時にブルートフォース攻撃を防ぎます。短時間に不正なログインコマンドを使用し

て SSBにログインを繰り返す(60秒に 10回)と、送信元 IP は 5分間ブロックされます。 

15.1 RPC APIを使用するための要件 

RPC APIを使用して SSBにアクセスするには、以下の要件に満たしている必要があります。 

 アプライアンスに、認証された HTTPS接続上の RESTfulプロトコルを使用してアクセスする

ことができます。 

 RPCで SSBにアクセスするのに使用するユーザーアカウントは[Search]権限(すべてのロ

グスペースにアクセスできる)が必要です。または、特定のログスペースの[Access Control]
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オプションにリストされているグループのメンバーである必要があります。ユーザー権限の

管理の詳細については、「5.6.2 グループ権限の変更」を参照してください。 

15.2 RPC クライアントの要件 

SSBにアクセスするのに使用されるクライアントアプリケーションには、以下の基準を満たしている

必要があります。 

 HTTPS 上の RESTful web APIをサポートしています。 

 複雑なオブジェクトタイプを適切に処理できます。 

 検索操作の結果を解釈するのに JSONデコーダーを含めることができます。 

15.3 RPC APIのドキュメント 

SSBの RPC API のドキュメントは次の URLからオンラインで入手できます。https://<ip-address-

of-SSB>/api/4/documentation。このドキュメントにはパブリックコールの詳細な説明が、サンプル

付きで含まれています。クイックスタートガイドは「RPC API Quickstart Guide」(英文)を参照してく

ださい。 

16 トラブルシューティング 

このセクションでは、ネットワークの問題を検知するためのツール、core ファイルを収集する方法

や SSBのシステムログを表示する方法などについて説明します。 

サーバールームで SSB アプライアンスを見つけるために、フロントパネルやバックパネルの識別

ライトを制御するのに IPMIを使用することができます。 

1. SSB アプライアンス 3000 および 3500 では、[Basic Settings]>[System]>[Hardware inform

ation]>[Blink system identification lights]に移動します。 

2. SSB アプライアンスのフロントおよびバックの青い LED を点滅するには、[On]をクリックしま

す。 

あるいは、ブートシェルで以下のコマンドを使用します。 

1. SSBアプライアンスのフロントおよびバックの青い LED を点滅するには、以下のコマンドを入

https://support.oneidentity.com/syslog-ng-store-box/6.0/technical-documents
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力します。 

ipmitool chassis identify force 

2. SSB アプライアンスのフロントおよびバックの青い LED の点滅を停止するには、以下のコマ

ンドを入力します。 

ipmitool chassis identify 0 

16.1 ネットワークトラブルシューティング 

[Troubleshooting]メニューは、ネットワークの問題を解決するための診断コマンドを提供します。S

SBのログファイルもここで表示することができます。詳細については、「16.3ログの表示」を参照し

てください。 

Figure 16-1 Basic Settings > Troubleshooting > System debug — ネットワークのトラブルシューティング 

 

以下のコマンドが利用可能です。 

 ping：特定のホストに簡易メッセージを送信して、ネットワーク接続をテストします。 

 traceroute：SSBから特定のホストに簡易メッセージを送信して、メッセージが経由するすべ

てのホストを表示します。メッセージがホスト間を経由する経路をトレースします。 

 connect：特定のポートを使用して特定のホストに接続します。ターゲットホストのアプリケー

ションの可用性あるいは状態をテストするのに使用します。 
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上述のコマンドを実行するには、以下の手順を実行してください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Troubleshooting]に移動します。 

2. 各コマンドの[Hostname]フィールドにターゲットホストの IPアドレスまたはホスト名を入力しま

う。[Connect]コマンドでは、[Port]フィールドにターゲットポートを入力します。 

3. 各アクションボタンをクリックして実行します。 

4. ポップアップウィンドウで結果を確認します。ログファイルは新しいブラウザウィンドウに表示

されます。 

16.2 システム問題に関するデータの収集 

何らかの理由でシステムの重要なソフトウェアコンポーネント(例えば、syslog-ngやインデクサ)が

クラッシュした場合に、SSBは、自動的にコアファイルを生成します。これらのコアファイルは問題

を特定するために非常に役に立ちます。 

生成されたコアファイルをダウンロードするには、[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[Core file

s]に移動します。 

デフォルトでは、コアファイルは 14日後に削除されます。削除期間を変更するには、[Basic Setti

ngs]>[Management]>[Core files]に移動してください。 

16.3 ログの表示 

[Troubleshooting]メニューは、SSBのさまざまなコンポーネントにより生成されたログを表示するイ

ンターフェースを提供します。ピアから SSBが受信したログメッセージを閲覧する方法の詳細につ

いては、「12ログメッセージの検索」を参照してください。 

 注釈： 

パフォーマンスの理由で、2MB を越えるログファイルは web インターフェースに表示されませ

ん。これらのログを利用するには、代わりにファイルをダウンロードしてください。 

手順： 

1. [Basic Settings]>[Troubleshooting]>[View log files]に移動します。 

2. [Logtype]コンボボックスから、メッセージのタイプを選択します。 
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 SSB：SSBの webインターフェースのログ。 

 syslog：SSBホストのすべてのシステムログ。 

 syslog-ng：組込み syslog-ng サーバーの内部ログメッセージ。これらのログにはピアか

ら受信したメッセージは含まれません。 

3.  ログファイルをダウンロードするには、[Download]をクリックします。 

 現在のログメッセージをリアルタイムで参照するには、[Tail]をクリックします。 

 ログメッセージを表示するには、[View]をクリックします。 

4. 過去 7日間のログメッセージの 1つを表示するには、[Day]フィールドから目的の曜日を選

択し[View]をクリックします。 

 注釈： 

選択したホスト、プロセスのメッセージのみ表示するには、[Message]フィールドにホスト

名またはプロセス名を入力します。 

[Message]フィールドは、一般的にフィルターとして機能します。キーワードあるいは

POSIX 正規表現を入力して、キーワードあるいは式に一致したものを含むメッセージの

み表示します。 

16.4 デバッグバンドルの取得 

サポート時にデバッグ情報(デバッグバンドル)を必要とする場合があります。この情報は自動で収

集され、ログファイル、SSBのコンフィグレーションファイル、およびさまざまなシステム統計情報が

含まれています。 

 注釈： 

鍵ファイルやパスワードのような機密情報は、ファイルから自動的に削除されます。 

[Basic Settings]>[Management]>[Debug logging]>[Enable debug logs]オプションは、ログメッセ

ージの冗長性には関係しません。これは、ログに SSB の web インターフェースによって実行さ

れたコマンドを追加します。 

デバッグバンドルを取得するには、[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[System debug]に移動し

[Collect and save current system state info]をクリックします。その後、作成された zip ファイル

を保存します。ファイル名は debug_info-<hostname>YYYYMMDDHHMM 形式になります。 

特定のエラーに関してデバッグバンドルを取得するには、以下の手順を実行します。 
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手順： 

1. [Basic Settings]>[Troubleshooting]>[System debug]に移動します。 

Figure 16-2 Basic Settings > Troubleshooting > System debug — デバッグバンドルの取得 

 

2. [Start]をクリックします。 

 注釈： 

スタートデバッグモードは、SSB のログレベルを上げ、システムの負荷が高い場合パフ

ォーマンスの問題が発生する可能性があります。 

3. エラーを再現します。例えば、ログメッセージをクライアントから送信します。 

4. [Stop]をクリックします。 

5. [Save the collected debug info]をクリックし、作成された zip ファイルを保存します。ファイ

ル名は debug_info-<hostname>YYYYMMDDHHMM 形式になります。 

16.5 SSB クラスターのトラブルシューティング 

以下のセクションは、HA クラスターに関連する問題の解決に役立ちます。 

 SSB クラスターとそのノード、DRBD データストレージシステム、およびハートビートインター

フェース（設定されている場合）の可能性のあるステータスの説明については、「16.5.1 SSB

クラスターのステータスの理解」を参照してください。 
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 壊れたクラスターをリカバリするには、「16.5.2 SSB のリカバリ（両方のノードがダウンした場

合）」を参照してください。 

 クラスターのノードが一時的に、同時にアクティブになっている時のスプリットブレイン状態を

解決するには、「16.5.3スピリットブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

 壊れたノードを新しいアプライアンスに置き換えるには、「16.5.4 SSB HA クラスターの交換」

を参照してください。 

16.5.1 SSB クラスターのステータスの理解 

このセクションでは、SSB クラスターとそのノード、DRBD データストレージシステム、およびハート

ビートインターフェース（設定されている場合）の可能性のあるステータスについて説明します。

SSBは、[Basic Settings]>[High Availability]ページに、これらの情報を表示します。 

[Status]フィールドは、SSBのノードが互いに正しく認識しているかどうか、これらが HAモードで動

作するように設定されているかどうかを示します。個々の SSB ノードのステータスは、各ノードの

[Node HA state]フィールドに示されます。以下のステータスが発生する可能性があります。 

 Standalone：スタンドアローンモードで実行している 1 つの SSB ユニットのみがあります。あ

るいはユニットはクラスターにコンバートされていません（両方のノードの[Node HA state]

は standalone です）。[Convert to Cluster]をクリックして HAモードを有効にします。 

 HA：2つの SSB ノードは HAモードで実行しています。[Node HA state]は両方のノードで H

A です。[Node HA UUID]は両方のノードで同じです。 

 Half：HA モードは正常に設定されていません。1 つのノードは standalone で、他方は HA モ

ードです。HAモードのノードに接続して、[Join HA]をクリックしてHAモードを有効にします。 

 Broken：2 つの SSB ノードは HA モードで実行しています。[Node HA state]は両方のノード

で“HA”ですが、[Node HA UUID]が異なります。弊社カスタマーポータルまでお問い合わせ

ください。 

 Degraded：SSBは HAモードで実行していますが、1つのノードが消失しました。（例、故障あ

るいはネットワークから切り離された）。電源を入れるか、再接続するか、消失したノードを

修理します。 

 Degraded (Disk Failure)：セカンダリノードのハードディスクが正しく機能していないので交

換する必要があります。弊社カスタマーポータルまでご連絡ください。 

 Degraded Sync：2 つの SSB ユニットは HA モードで結合され、ディスクの最初の同期が現

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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在、進行中です。同期が完了するまで待ちます。大量のデータが保存された大容量ディスク

の場合、ディスクの同期には数時間かかります。 

 Split brain：2 つのノードが互いに接続を失い、両方のノードが同時にアクティブ（プライマリ）

である可能性があります。 

 注意： 

データ損失の危機。この場合、ログメッセージが両方の SSB ノードで利用可能になるの

で、データ損失を回避するために特別な対処が必要です。この問題の解決する詳細に

ついては、「16.5.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

ノードをリブートあるいはシャットダウンはしないでください。 

 Invalidated：ノードの 1 つのデータが同期されていないとみなされ、他のノードからデータを

アップデートする必要があります。この状態は、通常、DRBDを手動で無効化した場合に、ス

プリットブレイン状態のリカバリ中に発生します。 

 Converted：クラスターにコンバート（[Convert to Cluster]をクリック）、あるいは HA モードを

有効（[Join HA]をクリック）後で、ノートをリブートする前の状態です。 

 注釈： 

HA クラスターのノードがシステム起動時にお互いを見つけられない問題が発生した場

合、[Basic Settings]>[High Availability]に移動し、[HA (Fix current)]を選択します。ノー

ドの HAインターフェースの IPアドレスが固定され、ノード間の HA接続が遅い場合に役

立ちます。 

[DRBD status]フィールドは、最新のデータ（SSB のコンフィグレーション、ログファイルなどを含む）

が両方の SSB ノードで利用可能かどうかを示します。プライマリノード（this node）は、データ損失

を防ぐために常に[consistent（整合）]状態である必要があります。不整合状態はノードのデータ

が最新状態ではなく、最新のデータを保持するノードと同期する必要があることを意味します。 

[DRBD status]フィールドは、SSB ノードのディスクシステム間の接続についても示します。以下の

ステータスが利用可能です。 

 Connected：両方のノードは正常に機能しています。 

 Connected (Disk Failure)：セカンダリノードのハードディスクが正常に機能しておらす、交換

する必要があります。交換用ハードディスクと交換方法については、弊社カスタマーポータ

ルまでご連絡ください。 

 Invalidated：ノードの 1 つのデータが同期されていないとみなされ、他のノードからデータを

アップデートする必要があります。この状態は、通常、DRBDを手動で無効化した場合に、ス

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
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プリットブレイン状態のリカバリ中に発生します。 

 Sync source または Sync target：1 つのノード（Sync target）が他のノード（Sync source）

からデータをダウンロードしています。 

データが同期中の場合、進捗状況および残り時間が[System monitor]に表示されます。 

 注意： 

2 つのノードがデータを同期している場合、プライマリノードをリブートあるいはシャットダ

ウンしないでください。同期中にプライマリノードをシャットダウンする場合は、セカンダリ

ノードを最初にシャットダウンしてからプライマリノードをシャットダウンします。 

 Split brain：2 つのノードは、お互いに接続を失い、両方のノードが同時にアクティブ（マスタ

ー）である可能性があります。 

 注意： 

データ損失の危機。この場合、ログメッセージが両方の SSB ノードで利用可能になるの

で、データ損失を回避するために特別な対処が必要です。この問題の解決する詳細に

ついては、「16.5.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ」を参照してください。 

 WFConnection：1 つのノードが他のノードを待機中で、ノード間の接続がまだ確立されてい

ません。 

冗長ハードビートインターフェースが設定されている場合、その状態が[Redundant Heartbeat sta

tus]フィールドにも、システムモニターの[HA]>[Redundant]フィールドにも表示されます。冗長ハー

トビートインターフェースの詳細については、「6.2.3冗長ハートビートインターフェース」を参照してく

ださい。 

利用可能な状態メッセージを以下に説明します。 

 NOT USED：冗長ハートビートインターフェースが設定されていません。 

 OK：通常動作です。すべての冗長ハートビートインターフェースが正常に動作しています。 

 DEGRADED-WORKING：2つ以上の冗長ハートビートインターフェースが設定されていて、少

なくとも 1 つが正常に動作しています。この状態は、新しい冗長ハートビートインターフェー

スが設定され、SSB クラスターのノードがまだ再起動していない場合にも表示されます。 

 DEGRADED：冗長ハートビートインターフェース間の接続が失われています。問題を調査し

て接続を復旧してください。 

 INVALID：冗長ハートビートインターフェースでエラーが発生しました。弊社カスタマーポータ

ルまでご連絡ください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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16.5.2 SSBのリカバリ（両方のノードがダウンした場合） 

両方のノードが同時に故障（例えば、停電などにより）、あるいはスレーブノードが、元のマスター

ノードを復旧する前に故障した場合、SSBを正常に復旧するには、以下の手順を実行します。 

 注釈： 

両方のクラスターのノードを並行して起動した場合、1.2.4.1 HA IP アドレスを持つノードがマス

ターノードになります。 

手順： 

1. 電源ボタンを押して離すことで、両方のノードの電源を落とします。 

 注意： 

データ損失の危機。SSB が停止しない場合は、電源ボタンを約 4 秒間押し続けます。こ

の方法は SSB を通過する接続を終了させ、データが損失する可能性があります。 

2. SSB が故障する前にマスターであったノードの電源を入れます。故障前にどのノードがプラ

イマリであったか調べるにはシステムログを調査します。ノードがマスターとしてブートした場

合、あるいはテークオーバーが発生した場合に、SSB は、マスターノードを識別するログメッ

セージを送信します。 

 注釈： 

SSB に保存されたログにアクセスできない場合でも、メッセージを入手できるように、リ

モートサーバーに SSB のログメッセージを送信するためのリモートログ出力を設定しま

す。リモートログ出力の設定方法の詳細については、「4.5 SNMP と e-mail アラート」を

参照してください。 

3. このノードのブートプロセスが終了するまで待ちます。 

4. 他のノードの電源を入れます。 

16.5.3 スピリットブレイン状態からのリカバリ 

スプリットブレイン状態は、クラスターノード間のネットワークリンクの一時的なエラーによって引き

起こされ、結果として、両方のノードが切断中にアクティブ（マスター）に切り替わります。これによ

り、新しいデータ（例、ログメッセージ）が、他方のノードに複製されることなしに、両方のノードで作

成されることになります。したがって、この状況では、おそらく簡単にはマージできない 2 つの分岐

したデータセットが作成されています。 
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 注意： 

データ損失の危機。スプリットブレイン状態では、ログメッセージが両方の SSB ノードで利用可

能になるので、データ損失を回避するために特別な対処が必要です。 

ノード間の接続が再確立されると、SSB クラスターのノードはスプリットブレイン状態を自動的に認

識し、データ損失を防ぐためにデータの同期は実行されません。スプリットブレイン状態が検出さ

れた場合、SSB のシステムモニターに表示され、システムログ（Split-Brain detected, dropping 

connection!）が出力され、[Basic Settings]>[High Availability]ページに表示されます。そして SSB

はアラートも送信します。 

 注釈： 

ノード間の接続が復旧した後、スプリットブレイン状態は持続します。コアフォームはいずれか

のノードでアクティブになりますが、もう一方のノードでは起動しません。 

ノード間のネットワーク接続が再確立されると、一方のノードがマスターノードになり、もう一方のノ

ードはスレーブになります。どのノードがマスターノードかを調査します。マスターノードを識別する

には以下の 2つの方法があります。 

 ローカル：各 SSB にローカルでログインし、コンソールメニューが開くまで待ちます。コンソー

ルメニューはマスターノードのみに表示されます。 

 リモート：SSH を使用して各 SSB に接続します。SSB で直接接続できるのはマスターノード

のみです。スレーブノードは外部からアクセスすることはできません、マスターからSSH接続

のみできます。 

スプリットブレイン状態から SSB クラスターを復旧するには、「16.5.3.1 データリカバリ」と「16.5.3.2 

HA 状態のリカバリ」で説明している手順を実行します。 

 注意： 

ノードをシャットダウンしないでください。 

16.5.3.1 データリカバリ 

ここで説明する手順では、現在、スレーブホストとして動作しているホストからデータを保存します。

これは、このホスト上のデータが、現在のマスターの利用可能なデータによって上書きされるため

に必要となります。 

 注釈： 

データリカバリ中、SSB によって提供されるサービスはありません。 
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手順： 

1. ローカル(またはリモート SSH)でマスターノードに rootでログインしてコンソールメニューにア

クセスします。コンソールメニューがログイン後に表示されない場合は、それはスレーブノー

ドです。もう一方のノードにログインしてください。 

2. [Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

3. /usr/share/heartbeat/hb_standby と入力します。これは、現在のスレーブをプライマリに、

現在のマスターノードをスレーブに変更（HA フェールオーバー）します。 

4. コンソールを終了します。 

5. HA フェールオーバーが完了するのに数秒待ちます。 

6. もう一方のホストにログインします。コンソールメニューが表示されない場合、HA フェールオ

ーバーは、まだ完了していません。数秒待ってからログインし直してください。 

7. [Shells]>[Core Shell]を選択します。 

8. systemctl stop syslog-ng.service コマンドを実行して、SSBを経由するすべてのトラフ

ィックを無効にします。 

9. /opt/SSB/var/logspace/から必要なファイルを保存します。scpあるいは rsyncを使用して

リモートホストへデータをコピーします。 

 注釈： 

最後の n*24 時間に変更されたファイルを検索するには、find . -mtime –n を使用し

ます。 

最後の n 分間に変更されたファイルを検索するには、find . -mmin –n を使用します。 

10. コンソールを終了します。 

11. 再度ログインし、[Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

12. /usr/share/heartbeat/hb_standby と入力します。これは、現在のスレーブノードをマスタ

ーに、現在のスレーブノードをマスターに変更（HA フェールオーバー）します。 

13. コンソールを終了します。 

14. フェールオーバーが起きるまで数分待ちます。それで使用していたノードがスレーブノードに

なり、もう一方のノードがマスターノードになります。 

ノードは、まだスプリットブレイン状態ですが、スレーブノードからすべてのデータがバックア
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ップされ、マスターノードからスレーブノードにデータを同期させることができます。これで、

HA 状態は[Split-brain]から[HA]に切り替わります。その方法の詳細については、「16.5.3.2 

HA 状態のリカバリ」を参照してください。 

16.5.3.2 HA状態のリカバリ 

ここで説明する手順で、[Split-brain]状態から[HA]状態に切り替わります。 

 注意： 

現在のマスターノードのデータが、現在スレーブノードにコピーされ保持されます。スレーブノ

ードにのみ存在するデータは(データが上書きされるので)損失します。 

手順－ノードの交換（オプション）： 

 注釈： 

「16.5.3.1 データリカバリ」で説明されている手順を完了している場合、ノードを交換する必要は

ありません。データ同期に関する手順に進むことができます。 

マスターノードをスレーブノードに、スレーブノードをマスターノードに、2 つのノードを交換するには、

以下の手順を実行します。 

1. ローカル(またはリモート SSH)でマスターノードに root でログインしてコンソールメニューに

アクセスします。コンソールメニューがログイン後に表示されない場合は、それはスレーブ

ノードです。もう一方のノードにログインしてください。 

2. [Shells]>[Boot Shell]を選択します。 

3. /usr/share/heartbeat/hb_standby と入力します。以下が出力されます。 

Going standby [all] 

4. コンソールを終了します。 

5. フェールオーバーが起きるまで数分待ちます。それで使用していたノードがスレーブノード

になり、もう一方のノードがマスターノードになります。 

手順－データ同期の初期化： 

データ同期を初期化するには、以下の手順を実行します。 

1. ローカル(またはリモート SSH)でスレーブノードに rootでログインしてコンソールメニューにア

クセスします。コンソールメニューが表示された場合は、それはマスターノードです。もう一方
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のノードにログインしてください。 

bootシェルにいることを確認します。セカンダリノードではbootシェルのみが利用可能です。 

2. DRBDを無効にします。以下のコマンドを実行してください。 

drbdadm secondary r0 

drbdadm connect --discard-my-data r0 

ssh SSB-other 

drbdadm connect r0 

3. スレーブノードをリブートします。 

この手順以後、マスターは Standalone 状態、スレーブの DRBD 状態は WFConnection にな

ります。 

コンソールに Inconsistent (10)メッセージが表示されます。これは正常な動作で、無視しても

大丈夫です。 

4. マスターノードをリブートします。SSB クラスターはここで機能し、以前のようにトラフィックを

受信します。 

5. 両方のノードをリブート後、クラスターは Degraded Sync 状態でになり、マスターは

SyncSource に、スレーブは SyncTarget になります。マスターノードは、スレーブノードへの

データ同期を開始します。データの量に応じて時間がかかります。同期速度を変更するに

は、「6.2.1 同期速度の変更」を参照してください。 

6. マスターノードの着信トラフィックをすべて有効にします。[Basic Settings]>[System]>[Servi

ce control]>[Syslog traffic, indexing & search]に移動し、[Enable]をクリックします。 

web インターフェースにアクセスできない、または不安定な場合は、アクティブな SSB(マスタ

ー)で以下の手順を実行します。 

a. ローカル(または SSHでリモート)に rootで SSBにログインし、コンソールメニューにアク

セスします。 

b. [Shells]>[Core Shell]を選択し、systemctl start syslog-ng.service コマンドを実行

します。 

c. date を実行して、システム日時を確認して下さい。不正な場合(例、2000 January)は、

システムのバッテリーを交換してください。 
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16.5.4 SSB HAクラスターの交換 

新しいアプライアンスで SSB クラスターのユニットを交換するには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. 動作している HA ステータスを確認します。[Basic Settings]>[High Availability]に移動しま

す。いずれかのノードが故障、あるいは、見つからない場合は、[Status]フィールドに DEGRA

DED と表示されます。 

2. [Heartbeat]、および[Next hop monitoring]インターフェースの IPアドレスを控えておきま

す。 

3. フルシステムバックアップを行います。ノードを交換する前に、動作ノードの完全なシステム

バックアップを作成します。詳細については、「4.7データとコンフィグレーションのバックアッ

プ」を参照してください。 

4. 動作しているノードで実行しているファームウェアバージョンを確認します。[Basic Settings]>

[System]>[Version details]に移動し、バージョン番号を控えておきます。 

5. 弊社に連絡いただき、動作しているノードで実行している同じ SSBバージョンの ISO ファイ

ルを入手してください。 

6. 交換用のユニットをネットワークに接続しないで、ISOファイルから交換用ユニットをインスト

ールします。必要に応じて、IPMIインターフェースを使用します。 

7. インストールの終了後、2つの SSBユニットの 4(または HA)とラベルされたイーサネットコネ

クトをイーサーネットケーブルで接続します。 

8. 交換用ユニットをリブートして、ブート処理が終了するまで待機します。 

9. 動作しているノードにログインし、HA ステータスを確認します。[Basic Settings]>[High Avail

ability]に移動します。[Status]フィールドに HALF と表示されます。 

10. [Heartbeat]、および[Next hop monitoring]インターフェースの IPアドレスを再設定します。

をクリックします。 

11. [Other node]>[Join HA]をクリックします。 

12. [Other node]>[Reboot]をクリックします。 

13. 交換用のユニットがリブートし、動作しているノードからデータを同期します。[Basic Setting

s]>[High Availability]>[Status]は、同期が完了するまで DEGRADED SYNC になります。 
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14. 同期が完了した後に、それぞれのインターフェース(外部は 1または EXT、管理は 2または

MGMT)にイーサーネットケーブルを接続します。 

期待される結果： 

SSBのクラスターノードが、新しいアプライアンスに置き換えられます。 

16.5.5 クラスターノードの IP衝突の解決 

2つのノードを接続する HAインターフェースの IPアドレスは、ブート時に自動的に検知されます。

ノードがオンラインの場合、IPアドレス 1.2.4.1に対して接続が試行されます。一方のノードがタイ

ムアウトまで応答しない場合、HAインターフェースの IPアドレスを 1.2.4.1に設定します。そうでな

ければ(1.2.4.1で応答するノードがある場合)、HA インターフェースを 1.2.4.2に設定します。 

置き換えられたノードは、まだ HA コンフィグレーションを認識しておらず、同じ方法で自動的にネ

ゴシエートしようとします。何らかの理由で、ネットワークがノードに接続するのに遅すぎた場合、

交換用のノードは 1.2.4.1の IPアドレスでブートします。一方のノードが事前に同じアドレスで設定

されている場合、IP の競合が発生します。この場合、交換用のノードは HA クラスターに参加でき

なくなります。 

ノードの HAインターフェースに正しい IPアドレスを手動で割り当てるには、以下の手順を実行し

ます。 

手順： 

1. IPMIインターフェースまたは物理コンソールを使用してノードにログインします。 

設定の変更は、HA クラスターに参加できていないので、新しい(交換用)ノードで同期されて

いません。SSBの rootユーザーのパスワードはデフォルトのものを使用します。syslog-ng 

Store Box 6 LTSインストールガイドの「3.1 SSB ハードウェアのセットアップ」を参照してく

ださい。 

2. コンソールメニューから、[9 HA address]を選択します。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/installguide_ssb_6lts.pdf
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Figure 16-3 コンソールメニュー 

 

3. ノードの IPアドレスを選択します。 

Figure 16-4 コンソールメニュー 

 

4. ノードをリブートします。 

16.6 SSBのコンフィグレーションおよびデータのリストア 

以下の手順は、例えば、ハードウェアの交換などで、完全なバックアップから SSBのコンフィグレ

ーションおよびデータをリストアする方法について説明します。 

 注釈： 

データリストア後にインデクサエラーが発生する場合があります。バックアップ中に、SSB のメ

モリに存在するデータはインデックス付けされますが、インデックスはハードドライブにはなく、
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リモートサーバーにコピーされない可能性があるためです。 

すべてのデータを確実にバックアップ(例えば、アップグレード前)するには、バックアッププロセ

スを開始する前に syslog-ngをシャットダウンしてください。 

 

 注釈： 

syslog-ng とログスペースサイズに関する統計情報はバックアップされません。従って、データ

リストア後、[Basic Settings]>[Dashboard]ページにバックアップ前の期間の syslog-ngとログス

ペースの統計情報は表示されません。 

手順： 

1. バックアップサーバーに接続し、SSBのバックアップを保存したディレクトリに移動します。コ

ンフィグレーションバックアップは、config サブディレクトリにタイムスタンプ付けされたファイ

ルに保存されています。最新のコンフィグレーションファイルを見つけます(コンフィグレーショ

ンファイルは SSB-<timestamp>.configです)。 

2. SSBにアクセスします。 

ウェルカムウィザードが、まだ完了していない場合、[参照]をクリックして、コンフィグレーショ

ンファイルを選択して[Upload]をクリックします。 

既にウェルカムウィザードを完了している場合は、[Basic Settings]>[System]>[Import 

configuration]で[参照]をクリックして、コンフィグレーションファイルを選択して[Upload]をクリ

ックします 

3. [Policies]>[Backup & Archive/Cleanup]に移動します。ターゲットサーバーおよびバックアッ

ププロトコルの設定が正しいか確認します。 

4. [Basic Settings]>[Management]>[System backup]に移動し、[Restore now]をクリックしてプ

ロセスが完了するまで待機します。バックアップで保存されたデータの総量、バックアップサ

ーバーへの接続速度に応じて時間がかかります。 

5. [Log]>[Logspaces]に移動して、[Restore ALL]をクリックします。バックアップで保存されたデ

ータの総量、バックアップサーバーへの接続速度に応じて時間がかかります。 

16.7 IPMIパスワード忘れた場合の IPMI インターフェースの設定 

SSBの IPMI パスワードを忘れてしまった場合、以下の手順を実行します。 

1. SSBをシャットダウンします。 
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2. SSBの物理アプライアンスの電源コードを抜きます。 

3. 30秒の間、待機します。 

4. 電源コードを挿入します。 

5. アプライアンスを再起動します。 

6. BIOSで IPMI インターフェースを再設定します。 

BIOSから IPMIを設定するには、以下の手順を実行します。 

前提条件： 

この手順を実行するには、物理的にモニターとキーボードを接続する必要があります。 

手順： 

1. アプライアンスのブート中に POST 画面が表示されたら、[DEL]ボタンを押します。 

Figure 16-5 ブート時の POST画面 

 

2. BIOSで、[IPMI]ページに移動します。 

3. [BMC Network Configuration]を選択し、[Enter]を押します。 
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Figure 16-6 IMPI page > BMC Network Configuration オプション 

 

4. [Update IPMI LAN Configuration]を選択して、[Enter]を押して[YES]を選択します。 

Figure 16-7 BMC Network Configuration page > Update IPMI LAN Configuration 

 

5. 続けて、[Configuration Address Source]を選択して、[Enter]を押して[Static]を選択します。 
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Figure 16-8 BMC Network Configuration page > Configuration Address Source 

 

6. それぞれ[Station IP Address]、[Subnet Mask]、および[Gateway IP Address]を設定します。 

Figure 16-9 BMC Network Configuration page > Station IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address 

 

7. [F4]を押して設定を保存し、BIOSを終了します。 
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約 1分後、IPMI の webインターフェースにログインすることができます。 

16.8 不完全な TSAレスポンスの受信 

Windows認証局により生成された TSA 証明書を使用した場合、以下のようなエラーが発生する

場合があります。 

Incomplete TSA response received, TSA HTTP server may be responding slowly; 

errno='Success (0)', timeout_seconds='30' 

証明書を生成する時に、以下の点を確認して下さい。 

Optional Key Usage：Key Usage が存在する場合、digitalSignature および/または nonRepudiation

にする必要があります。他の値は許可されません。[Encryption]、[Allow key exchange without 

key encryption (key agreement)]が選択されていることを確認して下さい。 

 注意： 

[Encryption]で､[Allow key exchange only with key encryption (key encipherment)]を選択しな

いでください､エラーが発生します｡ 

詳細については､｢6.7.3 Windows Server 2008の Windows認証局を使用した TSA証明書の生成｣

および｢6.7.4 Windows Server 2012 の Windows認証局を使用した TSA 証明書の生成｣を参照し

てください｡ 

付録 A セキュリティチェックリスト 

以下のチェックリストは､SSBが安全に設定されているかどうか確認するための､推奨事項および

コンフィグレーションのベストプラクティスの設定です｡ 

付録 A.１ 一般的なセキュリティ設定 

 一般的な推奨として､2048ビット RSAキー(またはそれ以上)､AES-256-CBC 暗号(またはそ

れ以上)､および SHA-256ハッシュアルゴリズム(またはそれ以上)を使用してください｡より詳

細な情報は、この管理者ガイドの関連するセクションを参照してください｡ 

 可能であれば､以下で説明するようにログソース､ログディスティネーション､あるいは LDAP

ユーザーデータベースを設定する場合､相互認証を使用してください｡ 



 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 管理者ガイド 

Rev.1.3 

311/315 

 独自の PKI(Public Key Infrastructure)を使用して証明書を生成し､SSBにアップロードする

ことを推奨します｡SSBにより生成された証明書は無効にすることができないので､セキュリ

ティリスクになる可能性があります｡ 

 SSBのコンフィグレーションをエクスポートする場合､コンフィグレーションバックアップを作成

する場合､常に暗号化してください｡エクスポートされたデータは､資格情報などを含む機密

情報を含むため慎重に扱ってください｡コンフィグレーションを暗号化する方法については､

｢4.7.6 GPGでのコンフィグレーションバックアップの暗号化｣を参照してください｡ 

 すべての鍵ペアまたは証明書は､1つの目的にのみ使用してください｡暗号化鍵または証明

書を再利用しないでださい｡例えば､SSBの webサーバー用の証明書とログストを暗号化す

るのに同じ証明書を使用しないでください｡ 

 下位互換の理由で､SSBは SMB/CIFS および NFSを使用したバックアップ､アーカイブ､お

よび共有に厳密なセキュリティ設定を強制していません｡そのため､ピアとその基盤のネット

ワークアーキテクチャによって期待するセキュリティを確保する必要があります｡バックアップ

およびアーカイブの詳細については､｢4.7データとコンフィグレーションのバックアップ｣およ

び｢4.8アーカイブとクリーンアップ｣を参照してください｡ 

付録 A.２ ログトラフィックおよびストレージ特有の推奨事項 

 [Log]>[Logspaces]でログスペースを作成する場合､プレーンなテキストファイルより[LogStor

e]タイプを使用して暗号化してください｡ 

 ログファイルを暗号化する場合､以下を推奨します｡ 

 2048ビット RSAキー(またはそれ以上)｡詳細については､｢8.1.1ログストアの作成｣を参

照してください｡ 

 AES-256-CBC 暗号(またはそれ以上)､および SHA-256ハッシュアルゴリズム(または

それ以上)｡詳細については､｢11.1一般的な syslog-ng 設定｣を参照してください｡ 

 [Search]>[Logspaces]インターフェースで暗号化されたログを復号し閲覧するのに､ユーザ

ーの一時的な秘密鍵ストアを使用することを推奨します｡ユーザーの恒久的な秘密鍵スト

ア､あるいは[Log]>[Logspaces]に共有される復号秘密鍵は使用しないでください｡詳細につ

いては､｢12.2暗号化されたログスペースの閲覧｣を参照してください｡ 

 サーバー証明書および TSA(Timestamping Authority)証明書は､秘密鍵もアップロードしま

す｡2048ビット RSAキー(またはそれ以上)を推奨します｡これら 2つの証明書は同じ認証局
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によって発行されている必要があります｡外部の PKIにより作成された証明書と鍵をアップ

ロードする方法の詳細については､｢6.7.2 SSB への外部証明書のアップロード｣を参照して

ください｡ 

 ユーザー権限を付与する場合､意図したユーザーだけがログスペースにアクセスできるよう

にしてください｡ 

デフォルトでは､search グループのメンバーがオンラインで保存されたメッセージを閲覧する

ことができます｡どのユーザーグループがログスペースにアクセスできるか制御するには[Ac

cess control]オプションを使用します｡詳細については､｢5.6ユーザー権限とユーザーグル

ープの管理｣を参照してください｡ 

 [Log]>[Sources]で､各ログスペースを以下のように設定してください｡ 

1. [Transport]は[TLS]を選択します｡ 

2. [Incoming log protocol and message format]は[Syslog(IETF-syslog, RFC5452)]を選

択します｡ 

3. [Peer verification]は[Required-trusted]を選択します｡ 

4. [Cipher suite]は[Secure]を選択します｡ 

[Secure]暗号スイートを適用すると､SSBはリモート接続で使用することができる permi

ssive暗号スイートを許可しません｡ 

 ログメッセージを外部に転送する場合､上述で説明したログソース(手順 1-4)と同様に[Log].

>[Destinations]でログディスティネーションを設定します｡TLSサーバーがリモート側なので､

暗号スイートは設定(手順 5)できないことに注意してください｡詳細については､｢9.3 リモート

サーバーへのログメッセージ転送｣を参照してください｡ 

 ログソースまたはディスティネーションの UDP､TCP､SQL､および SNMP の接続は暗号され

ないことに注意してください｡ALTP は暗号化されていますが､セキュリティ上の危険がありま

す｡詳細については､｢7.3 syslog メッセージソースの作成｣を参照してください｡ 

 メッセージの損失を防ぐのに､flow-control を有効にします｡詳細については､｢2.3 flow-cont

rolでの着信および発信メッセージの管理｣を参照してください｡ 
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付録 A.３ SSBへのアクセス 

 SSBの webサーバーへの HTTPS 接続で permissive暗号スイートを不許可にします｡暗号

スイートの強度を設定する場合､[Basic Settings]>[Management]>[Web interface and RPC 

API]>[Cipher suite]で[Secure]暗号スイートを使用してください｡詳細については､｢4.2.3 Web

インターフェースと RPC API｣を参照してください｡ 

 大文字小文字､数字および特殊文字を含む､少なくとも 12文字の強力なパスワードを使用

してください｡ローカル SSBユーザーには､[AAA]>[Settings]>[Minimal password strength]

でパスワードポリシー強度を[strong]に設定します｡詳細については､｢5.2ローカルユーザー

のパスワードポリシー設定｣を参照してください｡ 

 SSHを使用して SSBホストに直接アクセスすることは､トラブルシューティング目的以外に

は推奨もサポートもされていません｡そのような場合､弊社カスタマーポータルまでお問い合

わせください｡ 

セキュリティ上の理由から､必要がない場合には SSBへの SSHアクセスを無効にしてくださ

い｡詳細については､｢6.4.2 SSBホストへの SSHアクセスの有効化｣を参照してください｡ 

 信頼されたネットワークからのみ SSBへの管理アクセスを許可します｡可能であれば､クラ

イアントからのログメッセージと SSBの webインターフェースへの管理アクセスを異なるネッ

トワークにしてください。 

 ユーザーが SSB へのログインに失敗した場合にアラートを送信するように設定します｡詳細

については､｢4.6.5システム＆ヘルス関連アラート｣の[Login failed]アラートを参照してくださ

い｡ 

 [Disk space fill up prevention]を設定し､SSBのディスク空き容量が低下した場合にアラート

を送信するように設定します｡詳細については､｢4.6.3ディスクスペース飽和防止｣を参照し

てください｡ 

 ローカルユーザーデーターベースを使用するように SSB設定することを推奨します｡LDAP

が必要な場合は､相互認証を設定してください｡ローカルユーザーの管理についての詳細に

ついては､｢5.1 SSB のローカルユーザー管理｣を参照してください｡ 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/mainmenu_admin.php
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付録 A.４ ネットワークでの考慮事項 

 SSBは機密データを保存しています｡ファイアウォールやその他の適切なコントローラーを

使用して不正な接続がアクセスできないようにします｡ 

 可能ならば､信頼されたネットワークからのみ SSB への管理アクセスを有効にします｡ 

 SSBの HAインターフェースが信頼されたネットワークに接続されていることを確認します｡ 

 ピアノード間の通信､例えば､ログの送信､ログの受信､あるいは webサーバーインターフェ

ースの通信を上述で説明しているように適切なセキュア設定を行います｡ 
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