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Nagios XI™ とは？
Nagios XIは 統合監視ソフトウェアアプリケーション です。

Nagios XIは Nagios Core（オープンソースの ITインフラ監視アプリケーション）をもとに
開発された商用版の統合監視ソフトウェアアプリケーションです。ネットワーク上のホストや
サービスの状態を監視し、異常を検出すると関係者に通知します。サーバー、ネットワーク、
アプリケーション、データベース、Webサイトなどさまざま対象を監視できます。
* Nagios XIは Linux（RHEL/CentOS）上で動作します。

インストール・監視登録・運用設定が簡単 です。
仮想マシンイメージ（OVFテンプレート）を使用すれば、簡単な初期設定ですぐに監視を
開始できます。監視登録や運用設定もわかりやすいWebインターフェース上で行えます。
* Linuxソースインストーラでのインストールも簡単です。

UIのカスタマイズ・監視機能の拡張が可能 です。
Nagios XI のユーザーインターフェース（ダッシュボード・ビュー）はユーザーごとにカスタ
マイズできます。組織または個人のニーズに合わせてお気に入りのページを作ることができま
す。また、プラグインを追加することで、標準に組み込まれていない監視機能を自由に追加で
きます。
* Nagios Coreで実現できる監視はすべてNagios XIでも実現できます。
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2007 年に Nagios の開発者である Ethan Galstad 氏により設立
アメリカ・ミネソタ州ミネアポリス/セントポールを拠点に、
Nagios® 製品およびサービス・ソリューション販売を展開しています。



特長１：わかりやすくて使いやすい
監視ステータスをひと目で把握できます。

わかりやすいWebインターフェースで
監視結果を閲覧できます。
監視結果は色分け表示されるので
一目で監視ステータスを把握できます。

ホストまたはサービスの未解決障害のみを
フィルタ表示したり監視登録時に指定した
グループ別にステータスを表示したりする
こともできます。

監視ステータスの詳細表示
ステータス一覧のホストまたはサービス
リンクをクリックすることで、
監視ステータスの詳細情報を確認できます。

クイックサーチ機能
Nagios XIのすべてのページで
クイックサーチ機能を使用できます。
Nagios XIのどこからでも特定の監視結果を
すぐに見つけ出すことができます。
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特長２：監視機能が豊富
あらゆる IT要素を監視できます。

エージェント監視/エージェントレス監視
監視対象サーバーにプラグイン(NCPA, NRPE, NSClient++)をインストールして監視を行う
エージェント監視とSNMP/WMIによるエージェントレス監視の両方に対応できます。

アクティブチェック/パッシブチェック
ホストおよびサービスのチェック（監視）をNagios
側が開始（定期実行）するアクティブチェックと
外部のアプリケーション/プロセス側がチェックを
開始しNagiosへチェック結果を送信する
パッシブチェックの２通りの方法を利用できます。
パッシブチェックは定期的なスケジュールベースでの
監視に適さない場合やファイアウォールの後ろにあり
Nagiosサーバーからアクティブチェックできない
場合に使用します。

オペレーティングシステム監視 ネットワーク監視 プロトコル監視
Webサイト監視 ビジネスプロセス監視 メールサーバー監視
アプリケーション監視 仮想環境監視 Nagiosサーバー監視
データベース監視 SNMPトラップ受信監視 Ping監視
※ 詳しくは、機能一覧 https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf をご覧ください。

アクティブチェック

パッシブチェック

Nagiosサーバーが
チェックを開始

対象サーバーが
チェックを開始

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf


特長３：監視登録が簡単
監視登録作業をサポートする監視ウィザードがあります。

監視登録には、監視のために必要な設定
（監視項目、閾値、監視間隔、通知先、
グループ登録、親ホスト）を
ステップ・バイ・ステップでガイドする
監視ウィザードを利用できます。
監視に関する高度な知識や経験がなくても、
監視を開始できます。

Linuxサーバー, Windowsサーバー、
ネットワーク機器、プロトコル、
各種データベースサーバー、Webサイト
など５０種類以上の監視ウィザードが
組み込み済みです。

さらに監視ウィザードを追加したい場合は、
Nagios社のコミュニティサイト
（Nagios Exchange）からダウンロード
した監視ウィザードをNagios XIに
アップロードして使用することができます。
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http://exchange.nagios.org/directory/Addons/Configuration/Configuration-Wizards


特長４：運用管理が簡単
運用管理作業も Web UI上で行えます。

ユーザー管理、通知設定、メール設定
パフォーマンス設定、バックアップ設定、
チェック転送設定など、運用・管理関連の
作業もWebインターフェース上で行えます。

監視ウィザードを使用して登録した監視設定
もWebインターフェース上で変更できます。

Enterpriseエディション(*)であれば、
複数ホストまたはサービスの
名前や設定値を一括で変更できるツールも
利用できます。

Nagios XIには StandardとEnterpriseの
２つのエディションがあります。詳しくは
「Nagios XI エディション」をご覧ください。

現在のNagios XIシステムの稼働状況も
一目で把握できます。
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特長５：カスタマイズ・拡張が可能
ダッシュボード、ビューをカスタマイズできます。

ユーザーは自分好みのダッシュボードを作成し、
使用できます。

作成したダッシュボードはログイン直後に
表示される「ホームページ」として使用でき
ます。閲覧頻度の高い情報を集めたダッシュ
ボードを「ホームページ」に設定することで
すぐに必要な情報を確認できるため、
作業効率が上がります。

監視機能も追加できます。
プラグインを追加することで、監視機能を拡張
できます。プラグインの追加（アップロード）
もWebインターフェースから行えます。

Nagios社のコミュニティサイト
（Nagios Exchange）からダウンロード、
または独自に開発したプラグインを追加できます。

Nagios Coreで利用できるプラグインは
Nagios XIでも利用できます。
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http://exchange.nagios.org/directory/Plugins


主要機能イメージ
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監視対象
ホスト・サービス

設定した閾値を超えると、
指定した連絡先にアラート通知を送信します。

アラート通知時間はユーザーごとに指定できます。

指定アラート通知回数を超えても対応されない場合、
別の連絡先にエスカレーション通知できます。

結果閲覧

TCP/UDPポート

サーバー・OS

Webサイト

ネットワーク機器

データベース

アプリケーション
サーバー

RADIUS

その他…（拡張可能）

指定した間隔で
アクティブ監視

結果

アラート通知

ネットワーク機器
外部アプリケーション

/プロセス

閲覧

レポート自動送信(*)

(*) Enterpriseエディションのみ

結果
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主要機能１：監視ステータス表示
監視ステータスが色分け表示されます。

ホストやサービスの監視ステータスをすぐに把握できます。



ダッシュボード、ビューを自分で作成・編集できます。
ユーザーは簡単なマウス操作でお気に入りのダッシュボードを作成できます。
管理者ユーザーは作成したダッシュボードをユーザーに配布できます。

主要機能２：ダッシュボード/ビューのカスタマイズ
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指定した閾値を超えると、設定した連絡先にメール通知します。
ユーザーはアラート通知を受信するアラートの種類（停止、復旧、警告など）、曜日と
時間帯、受信方法（メール/携帯テキストメール）、受信内容（メール件名/本文）を
指定できます(*)。

アラート通知メールに含まれるURLから、
ステータス表示、障害対応、通知の無効化の
アクションを行うページへ直接移動できます。
障害を「認知済み」とすると、
以降は同じ障害に関する通知が届かなくなります。

主要機能３：アラート通知
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(*) Enterpriseエディションの場合、
管理者が一括で通知設定を行うこと
もできます。



12

主要機能４：監視設定ウィザード
監視設定作業をガイドするウィザードが多数用意されています。

ウィザードの指示に従って作業を行えば、監視に必要な基本設定を行えます(*)。
標準で５０以上の監視ウィザードが登録されています。

(*) ウィザードで指定できない高度な監視設定は、CCM（Coreコンフィグマネージャ）で設定します。



主要機能５：可視化（グラフ、マップ）表示
グラフやマップ機能も組み込み済みです。すぐに使用できます。
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主要機能６：レポート
レポートも組み込み済みです。すぐに使用できます。

メール送信、CSV/PDFエクスポートも行えます。
Enterpriseエディションであれば、レポートのスケジュール送信機能も利用できます。

*Nagios Coreで利用できる
レガシーレポートも使用できます。



主要機能７：ダウンタイム設定
メンテナンス期間など通知が不要な期間を設定できます。

ホスト、サービス、ホストグループ、サービスグループに対して、通知の無効期間を
設定できます（ダウンタイム期間中はアラート通知が送信されません）。
他のダウンタイム開始をトリガーとするダウンタイムも設定できます。

スケジュールダウンタイム
ホスト、サービス、ホストグループ、サービスグループに対して、定期メンテナンス
など、繰り返し発生するダウンタイムに自動対応するスケジュールダウンタイムを設定
できます。
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主要機能８：インシデント管理
複数のインシデント（障害）に一括で対応できます。

複数ホストまたはサービスの障害を１度の操作で「認知済み」ステータスにしたり
「ダウンタイムスケジュール」を設定したりすることができます。

設定したダウンタイムを一括で削除することもできます。

16



主要機能９：ユーザー管理
複数のユーザを作成、管理できます。
ユーザには個別のアクセスレベル（管理者, ユーザー）を設定できます。

すべての機能を使用できる管理者 と
管理機能や構成設定機能を使用できない
一般ユーザーを区別して管理できます。

Nagios XIはマルチテナントに対応
できます。通常、ユーザーは自分が
連絡先または連絡先グループとして
登録されているホストまたはサービス
の監視結果のみを閲覧できます。

Enterpriseエディションの場合、
「監査ログ」機能を使用できます。
Nagios XIに対して誰がいつ何の設定を
行ったのかを後から調査できます。
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他にも以下のような機能があります。
• スケジュールバックアップ
• ビジネスプロセス監視
• オートディスカバリー
• 自動アップデート確認
• 自動ログイン
• パフォーマンス設定
• システム拡張

詳しくは「機能一覧」をご参照ください：
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf

その他の機能
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• 一括変更 (*)
• 監査ログ (*)
• Webページのスケジュール送信 (*)
• キャパシティプランニングレポート (*)
• SLAレポート (*)
• 自動廃棄 (*)
(*) は Enterpriseエディションでのみ使用できます。

http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf


使用例１：ネットワーク機器監視
ネットワーク機器の死活監視や性能監視を行います。

死活監視(Ping), ポートステータス監視(SNMP), 帯域使用量監視(MRTG)を行います。
ネットワーク機器側でNagios XIにSNMPトラップを送信するように設定すれば、
SNMPトラップ監視も行えます（*Nagios XI側でも別途設定が必要です）。
収集した性能データは、パフォーマンスグラフとして表示されます。
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ネットワーク
機器

死活監視（Ping）
ステータス監視（SNMP）
帯域監視（MRTG）

SNMPトラップ



使用例２：Webサイト監視
Webサイトを監視できます。

例えば、Webサーバーが有効なHTTP応答を返すか、DNS解決が正常に行われるか、
WebサイトのDNS名が正しいIPアドレスに解決されるかなど、Webサイトのサービス
を監視することでWebサイトが正常に機能していることを監視します。
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Webサイト

HTTP, DNS解決
Web URL, コンテンツ,
トランザクションなど

Webページに含まれるべき文字列の
チェック（Web コンテンツチェック）や
数ステップでの処理が正常に機能するかを
確認するトランザクション監視なども行え
ます。



使用例３：Windowsサーバー監視
Windowsサーバーをエージェント/エージェントレスで監視します。

監視対象のWindowsサーバーにエージェントをインストールしてサーバーメトリックス
を収集するエージェント監視と（プログラムのインストールは行わず）Windows標準の
WMIを有効にして情報を収集するエージェントレス監視のいずれかで監視します。
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Windows

死活監視(Ping)
CPU, メモリ, サービス,
プロセス, ディスクなど

NRDPまたはNSCAでパッシブ監視を
行うこともできます（使用例５参照）。



使用例４：Linuxサーバー監視
Linuxサーバーをエージェント/エージェントレスで監視します。

監視対象のLinuxサーバーにNRPEをインストールしてサーバーメトリックスを収集す
るエージェント監視と（プログラムのインストールは行わず）SNMPを有効にして情報
を収集するエージェントレス監視のいずれかで監視します。
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Linux

死活監視(Ping)
CPU, メモリ, ロード,
プロセス, ディスクなど

NRDPまたはNSCAでパッシブ監視を
行うこともできます（使用例５参照）。



使用例５：パッシブ（インバウンド）監視
パッシブ監視は分散環境での監視に有効です。

外部アプリケーション、サービス、リモートのNagiosサーバーからホストやサービス
のチェック結果を受け入れます。

複数拠点の監視結果をセンターのNagios XIに集めたい場合にも有効です。
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リモートクライアント
上でのチェック結果を
NRDP/NSCAで転送

チェック転送にはNRDPまたはNSCAを
使用します。リモートクライアントに配布
するNRDP設定をNagios XI Webインター
フェース上で編集できます。

リモート
クライアント



オープンソースNagios Coreとは以下のような違いがあります。

Nagios Coreとの違い

機能 / 特長 Nagios  XI で追加・強化された点
インストール 非常に簡単。仮想マシンイメージ（VMware, OVFテンプレート）での配布もある。

設定
Webインターフェース上で監視設定・編集が可能, ホストの一括クローン,
一括変更(*), 設定のスナップショット保存, 監視設定ウィザード, オートディスカバリ, 
一括対応, スケジュールダウンタイム設定

ユーザー
インターフェース

ユーザー固有のダッシュボード, ダッシュボードカスタマイズ, ダッシュボード配布, 
リモートホストへのインスタントアクセス, セッション認証

アラート RSSフィード, ユーザー固有の通知

レポート Nagios XI独自レポート, CSV/PDFエクスポート, パフォーマンスグラフ,
スケジュールレポート

SNMPトラップの
送受信 SNMPトラップの送受信が可能

運用ツール 自動バックアップスケジューラ, Webインターフェース上からアップグレード

マップ ネットワークリプレイ, NagVisの事前組み込み, Google Map統合

DB バックエンドにDBを事前組み込み

その他 他のNagios製品との統合利用が簡単
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(*) は、Enterpriseエディションでのみ使用できます。



Nagios XI ライセンス
必要なライセンスは「監視対象ノード数」で決定します。

監視対象のサービスの数に制限はありません。
* 性能およびデータ保存量の上限は、ハードウェア性能の上限に依存します。

ライセンスは 「100」「200」「300」「400」「500」
「1000」「無制限」です。

「100（1-100ノード）」、「200（101-200ノード）」、「300（201-300ノード）」
「400（301-400ノード）」、「500（401-500ノード）」、
「1000（501-1000ノード）」、「無制限（1001ノード以上）」
からお選びください。

*価格表は以下からダウンロードしていただけます。
(https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/pricelist.php)

エディションは「Standard」と「Enterprise」の２つです。
EnterpriseはStandardのすべての機能を含み、さらに機能が追加・強化されています。
（次頁をご覧ください）
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https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/pricelist.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/pricelist.php


Nagios XI エディション
Standard と Enterprise の２つのエディション

EnterpriseはStandardの全ての機能を含みます。

Enterprise エディションにのみ含まれる機能
• キャパシティプランニングレポート
• SLAレポート
• Webページ（PDFファイル）の定期的なメール配信
• レポート（PDF/CSVファイル）の定期的なメール配信
• サーバーコンソールアクセス
• オートディスカバリーの定期的な自動実行
• 監査記録
• 通知の一括設定
• 監視設定の一括更新
• 展開したダッシュボードの同期
• 不要な監視設定の自動廃棄

* 詳しくは、機能一覧をご参照ください。
(https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf)
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http://wwwf.jtc-i.co.jp/nagiosxi/feature/index.html
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/nagiosxi_docs/nagiosxi_featurelist.pdf


Nagios XIは弊社HPのソフトウェアダウンロードページ
（https://www.jtc-i.co.jp/support/download/）からダウンロードし
ていただけます。

以下の仮想マシンイメージ/Linuxソースインストーラを公開しています：
• VMware用（32/64 bit）：VMware Player用
• vSphere用（32/64 bit）：OVFテンプレート
• Linux用： Linuxソースインストーラ（RHEL 6.x/7.x）

インストールのシステム要件は以下のとおりです：
OS:

RHEL 6.x/7.x (32-bit/64-bit)
CentOS 6.x/7.x (32-bit/64-bit)

最小仕様：
1 GHz CPU
1 GB RAM
8 GB HDD

推奨仕様：
2+ GHz CPU
4 GB RAM
40 GB HDD (RAID5)

Nagios XI 入手方法/システム要件
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監視ノード 監視サービス HDD CPUコア数 RAM
50 250 40 GB 1 – 2 1 – 4 GB
100 500 80 GB 2 – 4 4 – 8 GB

> 500 > 2500 120 GB > 4 > 8 GB

監視ノード（ホスト）数とサービス数の割合を 1：5 とした場合のシステム要件：

＊ ホスト＋サービスの数以外にも監視間隔、Nagios XI WebインターフェイスでのAJAX更新、
データベースアクティビティ、その他の要因がNagios XIの性能に影響を与えます。

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


Nagios XI ６０日間無料お試し版
Nagios XIには「６０日間無料お試し版」があります。

Nagios XIの全機能を無制限で６０日間無料でご試用いただけます。
インストール直後はStandardの評価モードとなります。
Enterpriseの評価も可能です（60日間）。
「お試し版」に正規ライセンスを適用いただくと、正規版に切り替わります。

弊社HPのソフトウェアダウンロードページ
（https://www.jtc-i.co.jp/support/download/）からダウンロードしていただけます。

Nagios XIには「フリーウェア版」もあります。
無料で無期限に使用できます。
フリーウェア版の利用制限は、「最大 7 ノード」です。監視するサービスの数に制限
はありません。上限を超過した場合、監視は継続しますが、画面上で監視結果を閲覧
できなくなります。
「フリーウェア」版に正規ライセンスを適用いただくと、正規版に切り替わります。

弊社HPのソフトウェアダウンロードページ
（https://www.jtc-i.co.jp/support/download/）からダウンロードしていただけます。
ライセンスの種類で「フリー」を選択してください。
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その他の製品： Nagios Fusion
Nagios Fusionは
組織全体のITインフラ運用状況を可視化するアプリケーションです。

複数のNagios拠点の情報を１つの中央ビューで集中表示します。
Nagios CoreとNagios XIの両方の監視サーバーと統合できます。

29

実際の監視は個々のNagiosインスタンスが行い、
Nagios Fusionはすべてのサーバーの中心的な
ビューとして機能します。



その他の製品： Nagios Log Server
Nagios Log Serverは
リアルタイムのログ監視・管理アプリケーションです。

オープンソース Elasticsearch, Logstash, Kibana をベースに開発されたエンタープラ
イズクラスのログ監視・管理アプリケーションです。シスログ、Windowsイベントロ
グ、Apacheログ、カスタムアプリケーションログなどあらゆるタイプのITログを１か
所で監視・管理します。

ログをほぼリアルタイムで表示します。発生した事象をすばやく簡単に検索・可視化
できるので、問題の早期解決に役立ちます。

Nagios Log Serverは Nagios XIと統合利用できます。

30

＊ 詳しくは、Nagios Log Server製品ガイド をご参照ください。

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/presentation/productguide_nagios_log_server.pdf


その他の製品： Nagios Network Analyzer 
Nagios Network Analyzerは
ネットワークフローデータ解析アプリケーションです。

ITインフラ全体のトラフィックパターンや帯域使用を調査できます。システム、アプリ
ケーション、サービス、ビジネスプロセスが適切に稼働しているかを監視し、セキュリ
ティの脅威や予期しないトラフィックスパイクが検出された場合に、役立ちます。

Nagios Network Analyzerは Nagios XIと統合利用できます。
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お問い合わせ
ご質問、ご意見等ございましたら、下記までお問い合わせください。

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

住所： 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8Ｆ
URL： https://www.jtc-i.co.jp/
電話番号： 042-358-1250
FAX番号： 042-360-6221
ご購入のお問い合わせ：

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

製品サポートのお問い合わせ：
カスタマーポータル https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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変更履歴
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版 発行日 変更内容
第１.１版 2013/07/29 新規作成（Nagios XI 2012R2.2）

第１.２版 2013/09/04 Nagios XI 2012R2.3（日本語UIリリース）に対応

第１.３版 2013/09/18
【変更】

• 「Nagios XI エディション」の紹介ページを変更
• 「機能ハイライト」でStandard版とEnterprise版の機能を分けて紹介するように変更
• 「機能ハイライト」の該当機能に日本語UI使用時の注意事項を追加

第２.０版 2014/06/05 Nagios XI 2014 リリースに対応

第２.１版 2015/03/13 構成変更、BlueVault Nagios XI関連ページを追加

第２.2版 2015/07/22
【変更】
・「Nagios XIライセンス」ページ：
ライセンス体系変更に伴う変更（「20」,「50」ノードライセンス追加）

第3.０版 2016/02/04 Nagios XI 5リリースに対応

第3.１版 2016/02/25 BlueVault Nagios XI仕様変更

第3.2版 2016/11/02 BlueVault Nagios XI販売終了に伴いページを削除

第3.3版 2018/09/10 システム要件更新

第3.4版 2019/09/27 リンク先修正、画像更新

第3.5版 2019/10/24 【変更】
・「Nagios XIライセンス」ページ：ライセンス体系変更に伴う変更

Nagios, Nagios XI, Nagios Fusion, Nagios Network Analyzer, Nagios Log Server は、
Nagios Enterprises 社の登録商標です。
その他の商標および登録商標はそれぞれの会社の商標または登録商標です。


