
 

 

 

 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS 

アップグレードガイド 

Rev.1.1 
 

 

 

 

 

2020.4.10 

 



 

 

 

 

 

 

目次 

1 まえがき ...................................................................................................................................................................... 1 
2 前提条件と注意事項 ............................................................................................................................................. 1 
3 SSB 6 LTS へのアップグレード ......................................................................................................................... 5 

3.1 SSB のアップグレード（シングルノード） ............................................................................................... 5 
3.2 SSB クラスタのアップグレード .................................................................................................................. 7 
3.3 SSB ライセンスのアップデート ................................................................................................................. 9 

4 トラブルシューティング .......................................................................................................................................... 9 
 

変更履歴 

版 発行日 変更内容 

Rev.1.0 2019/7/5 新規作成 

Rev.1.1 2020/4/10 IPMI ドキュメントへの外部リンクを修正 

お問合せ先、およびカスタマーポータル 

 

ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.） 

 

住所：   〒183-0023 東京都府中市宮町 2-15-13 第 15 三ツ木ビル 8Ｆ 

URL：   http://www.jtc-i.co.jp/ 

電話番号：   042-358-1250 

FAX 番号：  042-360-6221 

ご購入のお問い合わせ： 

お問い合わせフォーム https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php  

メール   sales@jtc-i.co.jp 

製品サポートのお問い合わせ： 

カスタマーポータル https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/ 

評価版のダウンロード： 

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/ 

 

 

 

http://www.jtc-i.co.jp/
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
mailto:sales@jtc-i.co.jp
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/


 

 

 

 

syslog-ng Store Box 6 LTS アップグレードガイド 

Rev.1.1 

  1 / 10 

1 まえがき 

本書は、既存の SSB(syslog-ng Store Box)を SSB 6 LTS にアップグレードするプロセスを説明し

ます。このドキュメントの主な目的は、SSB の新しいバージョンへの移行を計画するシステム管理

者を支援することです。 

 
注意： 

アップグレードする前に本書を熟読してください。 

SSB 6 LTS へのアップグレードは、次のハードウェアのいずれかに SSB が構築されている場合

はサポートされません。：SSB N1000、SSB N10000。 

2011 年 6 月より、syslog-ng Store Box(SSB)は以下のリリースポリシーを適用しています。 

 長期サポートまたは LTS リリース（例：SSB 5.0）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 5.0.1）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。 

 フィーチャーリリース（例：SSB 5.1）は、オリジナルの発行日から 6 カ月間、 フィーチャーま

たは 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。 

 
注意： 

フィーチャーリリースから、以前のフィーチャーリリース、あるいは以前の LTS リリースへのダ

ウングレードはサポートされません。LTS リリース（例：5 LTS）からフィーチャーリリース（5.1）へ

アップグレードすると、つぎの LTS バージョン（この場合 6.0）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 前提条件と注意事項 

SSB 6 LTS へのアップグレードパス 

SSB 6 LTS へのアップグレードは、以下のアップグレードパスを使用してテストおよびサポートされ

ています。 
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 最新の SSB 5 LTS メンテナンスバージョン(例、5.0.3)から SSB 6 LTS 

SSB 6 LTS へのアップグレード前に、必ず SSB 5 LTS の最新のメンテナンスバージョンへ

のアップグレードを行ってください。 

 以前のフィーチャーリリースの最新のメンテナンスリリース（今回の場合は SSB 5.3）から

SSB 6 LTS 

より古いリリースからでは、まず 5 LTS にアップグレードしてください。詳細については、「SSB 5 

LTS アップグレードガイド」を参照してください。 

SSB バージョン 5.3 以降のサポート終了 

 サポート終了プロトコル：sslv3 プロトコルはサポートされなくなりました。クライアントが新しい

プロトコル(少なくとも tls v1.0 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、

SSB は、それらからログメッセージを受信することができません。 

 暗号スイートの終了： rc4 および 3des 暗号スイートはサポートされなくなりました。クライアン

トがよりセキュアな暗号を含む暗号スイートをサポートしているか確認してください。さもない

と、SSB は、それらからログメッセージを受信することができません。 

 ダイジェスト方式の終了：sha-0(sha)ダイジェスト方式はログストアで使用することができなく

なりました。このダイジェスト方式を使用しているログストアの場合、SSB 5.3 にアップグレード

する前に、異なる方式を使用するようにログストアを設定する必要があります。SSB はログス

トアファイルを毎日深夜 12:00 にローテーションすることに注意してください。ダイジェスト方式

変更後、SSB 5.3 にアップグレードする前に、次のローテーションを待つ必要があります。詳

細については、SSB 管理者ガイドの「一般的な syslog-ng 設定」を参照してください。 

 
注意： 

SSB 5.3 にアップグレード後は、sha-0 ダイジェスト方式を使用してログストアファイルにア

クセスおよび検索することができなくなります。 

 [Firmware]ユーザー権限は削除されました。新しいファームウェアをアップロードするには、

ユーザーは [Basic Settings]>[System]権限を持っている必要があります。ユーザーが

[Firmware]権限のみ持っている場合、バージョン 5.3 にアップグレード後は SSB にログインで

きなくなります。詳細については、SSB 管理者ガイドの「5 ユーザー管理とアクセスコントロ

ール」を参照してください。 

 syslog-ng PE ピアの設定変更は、バージョン 3.0 - 6.0.x が動作しているピアのみ表示するこ

とができます。バージョン 7.0.x が動作しているピアは、このような通知を送信しません。その

結果、(SSB 6 LTS は syslog-ng バージョン 7.0.x を使用しているため)SSB ノードのログを別

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb5lts-guide-upgrade.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb5lts-guide-upgrade.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_5lts_admin_guide.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_5lts_admin_guide.pdf
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の SSB ノードに転送している場合、そのようなメッセージは利用することができません。SSB

の設定変更は[AAA]>[Accounting]ページで確認できます。 

SSB バージョン 5.2 以降のサポート終了 

 
注意： 

SNMP ディスティネーションおよび SQL ソースは SSB 5.2.0 で削除されました。 

現在、以下の機能を使用しており、引き続き使用する場合は SSB 5.2.0 以降にアップグレード

しないでください。 

 SNMP ディスティネーション 

 SQL ソース 

これらの機能は、SSB 5.2.0から削除されました。5.2.0へのアップグレード後に、製品のサポー

トを継続して受けるために、フィーチャーリリースをアップデートし続けなければならないことを

意味します。 

5 LTS およびそのマイナーバージョンを引き続き使用することは、5.1.0 から利用可能になっ

た、HDFS ディスティネーション機能を使用することができないことを意味します。ただし、5 LTS

のオリジナルの発行日(2017 年 12 月)から 3 年と次の LTS リリース後 1 年間（どちらか遅い

方）サポートされます。 

SNMP ディスティネーションあるいは SQL ソースを継続して使用する場合は、弊社までお問い

合わせください。 

N シリーズのハードウェアのサポート終了 

SSB 5 LTS(以降)は次のハードウェアをサポートしていません。：SSB N1000、SSB N10000。 

SSB を他の新しいハードウェアに構築している場合、あるいは SSB 4 LTS を使用する場合は、特

に影響しません。 

新しい機能を利用する場合、あるいはサポート終了した後でサポートを継続する場合は、ハードウ

ェアのアップグレードが必要になります。ハードウェアのアップグレードについては、弊社カスタマ

ーポータルまでお問い合わせください。 

ハードウェアの種類や購入時期がわからない場合は、以下の手順を実行してください。 

1. SSB にログインします。 

2. [Basic Settings]>[Troubleshooting]>[System debug]に移動し、[COLLECT AND SAVE 

CURRENT SYSTEM STATE INFO]をクリックしてファイルを保存します。 

3. 保存したファイルを弊社カスタマーポータルまでお送りください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/
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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構成で適用されます。 

 SSB アプライアンスのファームウェアが”tainted”(ファイルがローカルで変更されていない)

でないことを確認します。ファームウェアが”tainted”の状態の場合、[Basic Settings]>[Sys

tem]>[Version details]ページにワーニングが表示されます。 

 コンフィグレーションおよびデータをバックアップします。 

コンフィグレーションおよびデータのバックアップの詳細については、SSB 管理者ガイドの

「4.7 データおよび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。 

 より安全にするために、SSB の現在のコンフィグレーションもエクスポートします。 

詳細については、SSB 管理者ガイドの「6.3.7 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。 

 新しい 6 LTS のライセンスが必要です。 

 弊社電子納品サイトより最新の SSB ファームウェアをダウンロードします。 

各ファームウェアの詳細については、SSB 管理者ガイドの「2.8 SSB のファームウェア」を

参照してください。 

 アップデートする前にファームウェアのバージョンヒストリー（チェンジログ）をお読みくださ

い。バージョンヒストリーにはファームウェアバージョンに固有の追加の説明が含まれてい

ます。 

バージョンヒストリーは、弊社バージョンヒストリーサイトより入手できます。 

HA クラスタの場合、以下も適用されます。 

 スレーブノードへの IPMI アクセスが必要です。IPMI インターフェースの使用方法の詳細に

ついては、以下のドキュメントを参照してください。 

 SSB 3000 および SSB 3500 では、「IPMI User's Guide」(英文)。 

 HA ステータスがデグレードしていないことを[Basic Settings]>[High Availability]ページで確

認します。 

 ジオクラスタを有効にした HA クラスタの場合 

実際にアップグレードする 1 時間前にファームウェアのアップロード手順を実行してください。

ジオクラスタはマスター-スレーブの同期に遅延が発生し、スレーブノードはマスターノード

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_5lts_admin_guide.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_5lts_admin_guide.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/edelivery/
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_5lts_admin_guide.pdf
https://www.jtc-i.co.jp/support/releasenote/releasenoteindex.html
https://www.supermicro.com/manuals/other/IPMI_Users_Guide.pdf
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から新しいファームウェアを適時に同期することができない可能性があります。 

仮想環境で SSB をアップグレードする場合、以下も適用されます。 

 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てください。 

 コンソールリダイレクションを設定して有効にします（仮想マシンで許可されている場合）。 

アップグレード中、SSB はアップグレードの進捗状況および可能性のある問題に関する情報を、

IPMI(ILOM)あるいはコンソールアクセスでモニターできるコンソールに表示します。 

最初に、非本番(仮想など)環境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 のアップグレードはリブートが必要です。潜在的なデータ損失を防ぐために、メンテナンス時

間中にのみ、本番機をアップグレードすることを強く推奨します。 

3 SSB 6 LTS へのアップグレード 

3.1 SSB のアップグレード（シングルノード） 

SSB クラスタをアップグレードするには、「3.2 SSB クラスタのアップグレード」を参照してください。

スタンドアローンの SSB ノードを 6 LTS にアップグレードするには、以下の手順を実行します。 

手順： 

1. SSB の着信ログトラフィックを受け入れることを停止します。[Basic Settings]>[System]>[S

ervice control]に移動して、[Disable]をクリックします。 

2. SSB 5.3 からアップグレードする場合：web インターフェースを使用して SSB のファームウ

ェアをアップデートします。 

a. [Basic Settings]>[System]>[Upgrade]に移動します。 

b. ISO ファイルをアップロードします。 

c. アップロード完了後、[Upgrade and reboot node]クリックします。 

3. SSB 5.0.3 からアップロードする場合：web インターフェースを使用して SSB の boot ファー

ムウェアをアップロードします。 

a.  [Basic Settings]>[System]>[Boot firmwares]に移動します。 
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b. 新しい boot ファームウェアをアップロードします。 

c. アップロード完了後、新しいファームウェアの[After reboot]オプションをチェックします。 

SSB はまだリブートしないでください。 

4. SSB 5.0.3 からアップロードする場合：SSBweb インターフェースを使用して SSB の core フ

ァームウェアをアップロードします。 

a. [Basic Settings]>[System]>[Core firmwares]に移動します。 

b. 新しい core ファームウェアをアップロードします。 

c. アップロード完了後、新しいファームウェアの[After reboot]オプションをチェックします。 

5. SSB 5.0.3 からアップロードする場合：推奨手順：アップグレード後の潜在的な問題をトラブ

ルシューティングするために、ここで、システム情報を収集し保存（デバッグバンドルの作

成）します。 

[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[System debug]に移動し、[Collect and save curren

t system state info]をクリックします。 

6. SSB 5.0.3 からアップロードする場合：[Basic Settings]>[System]>[System Control]>[Thi

s node]に移動し、[Reboot]をクリックします。 

SSB は新しいファームウェアでブートします。プロセスが完了するまで待ちます。 

7. SSB の web インターフェースにログインして、アップグレードが成功したことを確認します。 

[Basic Settings]>[System]>[Version details]に移動し、SSB のバージョン番号をチェックし

ます。問題が発生した場合は、「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

グ手順を参照してください。 

8. 新しいライセンスファイルをアップロードします。詳細については、「10 SSB の着信ログトラ

フィックの受信を有効にします。[Basic Settings]>[System]>[Service control]に移動し、[E

nable]をクリックします。 

9. SSB ライセンスのアップデート」を参照してください。 

10. SSB の着信ログトラフィックの受信を有効にします。[Basic Settings]>[System]>[Service 

control]に移動し、[Enable]をクリックします。 
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3.2 SSB クラスタのアップグレード 

前提条件： 

IPMI インターフェースがネットワークに物理的に接続され、正しく設定されていることを確認してく

ださい。これは、IPMI インターフェースを経由してのみスレーブノードの電源を入れることができる

ので重要です。IPMI インターフェースの設定の詳細については、SSB 管理者ガイドの「6.6 SSB の

アウトバンド管理」を参照してください。 

手順： 

1. SSB の着信ログトラフィックを受け入れることを停止します。[Basic Settings]>[System]>[Ser

vice control]に移動して、[Disable]をクリックします。 

2. SSB 5.3 からアップグレードする場合：web インターフェースを使用して SSB のファームウェア

をアップデートします。 

a. [Basic Settings]>[System]>[Upgrade]に移動します。 

b. ISO ファイルをアップロードします。 

c. アップロード完了後、[Upgrade, reboot master, and shutdown slave]クリックします。 

3. SSB 5.0.3 からアップロードする場合：web インターフェースを使用して SSB の boot ファー

ムウェアをアップロードします。 

a. [Basic Settings]>[System]>[Boot firmwares]に移動します。 

b. 新しい boot ファームウェアをアップロードします。 

c. アップロード完了後、新しいファームウェアの[After reboot]オプションをチェックします。 

SSB はまだリブートしないでください。 

4. SSB 5.0.3 からアップロードする場合：SSBweb インターフェースを使用して SSB の core フ

ァームウェアをアップロードします。 

a. [Basic Settings]>[System]>[Core firmwares]に移動します。 

b. 新しい core ファームウェアをアップロードします。 

c. アップロード完了後、新しいファームウェアの[After reboot]オプションをチェックします。 

SSB はまだリブートしないでください。 

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide/ssb_5lts_admin_guide.pdf
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d. アップロード完了後、新しいファームウェアの[After reboot]オプションをチェックします。 

e. 推奨手順：アップグレード後の潜在的な問題をトラブルシューティングするために、こ

こで、システム情報を収集し保存（デバッグバンドルの作成）します。 

[Basic Settings]>[Troubleshooting]>[System debug]に移動し、[Collect and save c

urrent system state info]をクリックします。 

f. [Basic Settings]>[High availability]に移動し、新しいファームウェアがセカンダリノー

ドで表示されていることを確認します。これには数分かかります。 

この段階では、スレーブノードは、まだ新しいファームウェアを使用していないことに注

意してください。 

g. [Basic Settings]>[System]>[High availability]>[Other node]に移動し、[Shutdown]を

クリックします。 

h. プライマリノードを再起動します。[This node]>[Reboot]をクリックします。 

SSB は新しいファームウェアでブートします。プロセスが完了するまで待ちます。 

5. SSB の web インターフェースにログインして、マスターノードのアップグレードが成功したこ

とを確認します。 

[Basic Settings]>[System]>[Version details]に移動し、SSB のバージョン番号をチェックし

ます。問題が発生した場合は、「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

グ手順を参照してください。 

6. 新しいライセンスファイルをアップロードします。詳細については、「10 SSB の着信ログトラ

フィックの受信を有効にします。[Basic Settings]>[System]>[Service control]に移動し、[E

nable]をクリックします。 

7. SSB ライセンスのアップデート」を参照してください。 

8. IPMI インターフェースを使用してスレーブノードをリブートします。 

スレーブノードは新しいファームウェアでブートし、マスターノードに再接続してデータを同

期します。同期処理中、特定のサービス（ハートビートを含む）は利用できません。プロセス

が終了し、セカンダリノードが完全にブートするまで待ちます。 

9. [Basic Settings]>[System]>[High availability & Nodes]に移動し、スレーブノードが接続さ

れていて、マスターノードと同じファームウェアバージョンであることを確認します。 

 注釈： 
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SSB クラスタをアップグレードする場合、スレーブノードのアップグレードプロレスはテ

ークオーバーが実行された後のみに完了します。 

10. SSB の着信ログトラフィックの受信を有効にします。[Basic Settings]>[System]>[Service 

control]に移動し、[Enable]をクリックします。 

3.3 SSB ライセンスのアップデート 

手順： 

1. 新しいライセンスファイルを準備します。 

2. [Basic Settings]>[System]>[License]に移動します。 

3. [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。 

圧縮されたライセンス(例、.zip アーカイブ)をアップロードすることができます。 

4. [Upload]をクリックします。 

4 トラブルシューティング 

web インターフェースで奇妙な動作が起きた場合、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、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。 

SSB がアップグレードプロセス中に問題が発生し、元の状態に戻すことができない場合には、

SSB は以下のアクションを実行します。 

 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稼働していなければ SSB への SSH アクセスを有効にします。こ

れにより、アップグレードプロセスのログにアクセスが可能になり、サポートが問題を診断し

て解決するのに役立ちます。SSH アクセスは、管理アクセスがインターフェースで有効にな

っていない場合でも、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。 

web インターフェースが SSB のリブート後 30 分以内に利用できない場合は、ローカルコンソール

に表示されている情報を確認してカスタマーポータルまで連絡してください。 

  

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/admin/
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日本語マニュアル発行日 2020 年 4 月 10 日 

本マニュアル原文は『syslog-ng Store Box 6.0 Upgrade Guide 

March 2020』です。 

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ 
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