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1.1. Pandora FMS: それはまさに何でしょうか?
Pandora FMS は、すべての環境を対象とした監視ソフトウエアです。 "監視" という言葉には広い意

味があり、特定の環境に適用できる数百ものツールがあり、その言葉の利用には危険性がありま
す。小さなオフィスで 2 台のプリンタを監視するのと、何千ものインタフェースや何千ものサーバが
あるデータセンタにおける大量のトラフィックがあるスイッチを監視することは異 なります。
Pandora FMS どのような環境や組織にも適用できるように設計しています。主な狙いは、他の監視

ツールのように時間や費用をかけずにインフラを管理、操作するのに十分な柔軟性があることで
す。
FMS は、Flexible Monitoring System (フレキシブルモニタリングシステム )の略です。目的は、アク

セスしにくかったり互換性が低かったりする中で、複雑かつ新たなツール、システム、古い要素 い
ずれも一つのプラットフォームで監視できることです。

Pandora FMS のエージェントは、 Windows NT4 から Windows 2008 に至るまで、現在市場に出
回っている最近の OS に対応しています。もちろん、 UNIX 系 OS (AIX, Solaris, HPUX, BSD,
Linux) のいずれのバージョン、ディストリビューションにも対応しています。
Pandora FMS はもちろん、システムの監視ツールとして使えるだけでなく、 SNMP、TCP プロトコル
(ftp, dns, http, https など)、ICMP、UDP を使ってネットワークデバイスの監視にも利用できます。

1.2. ドキュメントについて
強力で柔軟性があるために、必然的に設定は難しくなります。 Pandora のほとんどの設定は GUI
でできますが、最初は複雑に見える利用方法を覚える必要があります。そのため、 800 ページにも
およぶユーザーズガイドをいくつかの章に分けています。
• 第 1 章: Pandora FMS の理解
• 第 2 章: インストールと設定
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•
•
•
•

第 3 章: Pandora FMS でのモニタリング
第 4 章: Pandora FMS の操作と管理
第 5 章: 複雑な環境とパフォーマンスの最適化
第 6,7 章: 補足資料と技術資料

公式ドキュメントに加えて、我々のユーザフォーラム http://openideas.info/smf も利用できます。
英語、スペイン語、日本語で投稿できます。 Pandora 開発者による公式トレーニングが必要な場合
は、こちら [1] にトレーニングプログラムもあります。
Pandora FMS の設定および、 Pandora のツールを使って簡単なモニタリング設定を行うための、い
くつかのクイックリファレンスである クイックガイド も用意しています。 Windows および Linux のソフ

トウエアエージェントをインストールするためのクイックリファレンスマニュアルもあります。必要に応
じて設定における主な技術要素がわかる、日程指 定のワークショップの短いビデオも用意してい
ます。より詳細の情報は、我々のウェブサイト http://pandorafms.com を参照してください。

1.3. Pandora プロジェクトの進化
Pandora は、2003 年に Sancho Lerena によってつくられました。それ以来、我々が今日提供して

いる柔軟性があり革新的なモニタリングツールとして進化してきました。
オリジナルは 100% オープンソースのコードとして書かれています。年を追うごとに経験を積み重
ね、大きな企業からのプロダクトに対する強い要求から、エンタープライズ版の必 要性を感じまし
た。このバージョンでは、大量の情報処理や何千ものデバイスで動作できるよう要求される条件下
において、いくつかの特徴的な機能が実装され ています。
Pandora FMS の開発の資金面や調整のサポートは、 Pandora の開発者によって 2005 年に設立さ
れた Artica Soluciones Tecnologicas というスペインの会社で行っています。オープンソース版も本

番ツールとして十分に機能的に利用できます。実際、技術的に優れたスタッフがいて、プロフェッ
ショナルサポートを必要としない多くの会社で利用されています。

Pandora FMS は最近、Sourceforge において、世界中で数千のダウンロード数およびユーザの満
足 で 上 位 に 現 れ て い ま す 。 Pandora の 進 化 お よ び プ ロ ジ ェ ク ト の ロ ー ド マ ッ プ の 詳 細 は 、
http://pandorafms.com を参照してください。
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1.4. Pandora FMS の機能概要

• 自動検出(ローカル) ローカル設定では、 Pandora エージェントのプラグインがデフォルトで

ハードディスク、パーティション、データベースなどを、データサーバを通して検出します。
• 自動検出(リモート) リモートアクセスおよびウェブを使って、稼働中のシステムや OS およ

びモニタリングできる設定などの関連情報を検出することができます。また、監視対象の親
子関係をたどり、トポロジを検出し、マップに反映することができます。
• モニタリング Pandora FMS のエージェントは最も強力です。基本的なコマンドの実行結果
や Windows API から、イベント、ログ、数値データ、プロセスの状態、メモリや CPU の使用
率などの情報を取得することができます。 Pandora にはデフォルトでモニタリング用のライブ
ラリがあります。しかし、 Pandora の最大の利点は、新たなモニタリングを作成し追加できる

ことにあります。
• リモートアクセス エージェントはそれ自身でサービスを有効化したり、テンポラリファイルを

削除したり、プロセスを実行したりできます。コンソールからリモートでサービスの 停止・起
動などのコマンド実行も可能です。さらに、指定した時間にタスクを実行することもできます 。
Pandora FMS のウェブインタフェースから Windows マシンにリモート接続 (VNC を利用 )し
たり、ウェブシステムや UNIX に telnet や ssh でアクセスすることも可能です。
• アラートと警告 通知は障害検出と同様に重要です。 Pandora は、ほぼ無限の通知方法と

フォーマットを提供します。エスカレーション、アラートの関連、イベントの依存関係による集
約なども制限なしで含みます。
• 分析と表示 モニタリングは trap を受信したりダウンしているサービスを表示したりするだけ

ではありません。予測レポートや、長期間収集したデータの関連グラフを出すことができ、
ユーザポータルとして第三者に提供したり、独自のグラフや表の定義を作成できます。
• インベントリ生成 一般なソリューションとして構成管理ツールがありますが、Pandora ではこ
れがオプションとしてついています。インベントリは柔軟で動的です ( 自動検出可能で、リ
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モート入力等も可能です)。変更(ソフトウエアのアンインス トールなど)を通知するために利
用したり、単純に一覧を生成するために利用したりできます。
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モニタリングの概要
全てのソフトウエアでは、最初、テキストファイル、データベース、プロトコルなどの設定を説明して
います。そこでは、全ての機能ではなく、何を設定 するとどうなるかといった最低限の設定方法を
学びます。この章では、モニタリングの概念とそのためのソフトウエアの利用について、簡潔に、た
だし体系だっ て説明します。

2.1. モニタリングの種類
'どのような要素があるのか'というと、サーバ、データベース、ウェブですが、次のような疑問が出て

くるでしょう。
1. .どのように情報を取得するのでしょうか。何か必要でしょうか。決まった方法があるのでしょ

うか。
2. .定常的に問い合わせをするのでしょうか、それとも何かデータが来るのを待っているので
しょうか。
3. .情報からは何を得られるのでしょうか。グラフを見たり、進捗を見たりできるのでしょうか。
これらの質問の全ての答えは、我々のモニタリングモデルの概要である 3 つのキーポイントに集約
されます。 最初の質問に対する回答は、エージェントを使ってその機器の内部からモニタリングを
行うか、インターネット接続で外部からモニタリングを行うかです。一種 類の方法でデバイスのモニ
タリングを行うシステムもありますが、Pandora FMS は全てのモデルをサポートしています。
2 つ目の質問は、モニタリングが同期 (値が変わったかどうかに関わらず決まった秒間隔で情報を
収集)か非同期(値が変わった場合のみ情報を 収集)かに関連しています。もし、1000 万の項目に
対して同期モニタリングを 5 分間隔で利用している場合は、かなりの負荷になります。しかし、 50

分間隔であれば余裕ができます。間の値を調整することもできます。もし、非同期モニ タリング
SNMP トラップやログ ) を利用しているのであれば、多くのリソースを節約できます。しかし、発生し
たインシデントに関するものを除いて、推移を示すグラフを書くことができませ ん。パフォーマンス
やキャパシティに関する多くのツールはいずれかのモデルにもとづいています。イベント管理の
ツールもそうです。機能を変更することはで きません。Pandora FMS では両方の仕組みをサポー
トしています。
3 つ目の質問は、指定したタイミングで何を見たいかによります。テキストの情報 (イベントの内容)、
小数(グラフ描画可能)、シンプルな状 態 (ダウン・アップ)を見ることができます。異なる種類のデー
タの取り扱いができればより柔軟性があります。 Pandora FMS は全ての種類のデータに対応して

います。
これら 3 つのパラダイムは、モニタリングツールの選択とともに、それぞれの環境の違いを意味しま
す。どんな種類の情報が必要で、それを得るための最善策は何かを認識してください。どんな情
報があって、どのようにモニタリングするかを計画してください。

2.2. リモートモニタリング
リモートモニタリングと言った場合、 Pandora FMS サーバが定期的にモニタしたいデバイスにポー
リングをかけることを意味します。これは、監視対象デバイスにインストールされたエージェントによ
るローカルモニタリングではありません。
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一般的に言えば、リモートからモニタリングする場合には次の 2 つの目的があります。
• 生きているかどうかの確認 (例えば、インタフェースやシステムの応答)
• 値の取得 (例えば、ウェブトラフィックやアクティブな接続数)

同期モニタリングは、常に監視サーバから監視対象に対して同じ方向で行われます。
また、インシデントが発生した場合に警告を受信するような別の手法も存在します。これはリモート
モニタリングでも非同期のモニタリングで、通常 SNMP trap で使います。
同期モニタリングは、通常、ウェブシステムで幅広く利用されている SNMP プロトコルを使って行わ
れますが、Microsoft によってつくられた似たプロトコルである WMI を利用することもできます。
双方のプロトコルは同じような動作をします。基本的には、サーバが監視対象の 'SNMP エージェ
ント ' または、 'WMI サービス ' の指定した項目にリクエストを送信します。項目は SNMP および
WMI では OID と呼ばれます。 WMI では、WQL クエリによって特定されます。メモリの空き容量、
ルータの接続数、指定したインタフェースのトラフィックなどを取得できます。
モニタリングが主にインターネット環境を対象としている場合、 SNMP の詳細を知ることが重要です。
SNMP はモニタリングツールで幅広く利用されています。 SNMP を使った非同期のモニタリングも
また重要です。モニタリングツールと一緒に、 SNMP デバイスベンダから提供された MIB ファイル
を参照するための外部エクスプローラがあると良いでしょう。もちろん、デバイスは通常それ独自の
OID を持っているため、調査するのが大変です。しかし、何千もの項目の中で必要なもののみを
使えば良いです。
Windows サーバのモニタリングでエージェントをインストールしたくない場合は、 WMI のリモートモ
ニタリングが非常に強力で適しています。 WMI インタフェースは、 WMI と共に(SNMP よりも)強力
です。Windows サーバのさまざまなデータ、状態、イベントを取得することができます。
Unix と Windows システムは、ともに SNMP に対応しています。しかし、取得できる情報は乏しく、
OS で SNMP エージェントを設定し有効かする必要があります。これは、 Pandora FMS のエージェ

ントをインストールするより複雑です。
最後に、TCP や ICMP のチェックを使って対象をモニタリングすることもできます。 ICMP は主に次
の 2 つの目的で使われます。
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• 対象のシステムの応答確認 (ping)
• デバイスの応答遅延計測 (ミリ秒)
TCP テストでは、ウェブサーバが正しく応答するかを確認できます。また、メール (SMPT)サーバが

メールを送れるかを確認できます。これらのタイプのテスト は、ポートが開いているかどうかだけで
はなく、通信もテストできます。例えば、メール送信コマンドの応答が 0.K であることや、ウェブサー
バからの応答が '200 OK' (HTTP プロトコルの正常応答) であることを確認できます。
デフォルトで TCP チェックのプラグインもあります。独自のチェックスクリプトを作成したり、既存のも
のに追加することも簡単にできます。 Pandora FMS への統合には、複雑な構造や独自ライブラリを
必要とするような API はありません。
ウェブトランザクションモニタリングもまた、特定のコンテンツを確認するリモートモニタリングです。

2.3. ローカルモニタリング (エージェントの利用)
システムおよびアプリケーションに関して情報を収集する最も良い方法は、間違いなくそのシステ
ム自身から取得することです。システム自身でコマンド を実行したり、システムのデータソースに対
してクエリを実行したりすることができます。同じ仕組みでモニタリングしたいと考えます。これはつ
まり、システ ムやアプリケーションを監視するのに、コマンドやスクリプトを実行する必要があるとい
うことを意味します。そこで、このようなモニタリング処理を実行でき るソフトウエアである Pandora
エージェントを利用します。
エージェントは、UNIX および Windows OS にのみインストールできます。エージェントは、 cisco の
デバイスにはインストールできません。 Pandora FMS で使用される命名方法では、すべての情報
を含むモニタリング対象の単位を 'エージェント ' といい、情報を Pandora FMS サーバに送信する
ために対象にインストールしたソフトウエアを 'ソフトウエアエージェント ' といいます。ソフトウエア
エージェントは、定常的に対象システムで実行され、定期的に情報を提供します。
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エージェントは、コマンドで情報を取得するほかに、インベントリ情報を取得するなど、ほかのことも
できます。問題や障害が発生した場合に、指定したコマンドを実行してテンポラリファイルを削除
するなどの動作を定義することもできます。
正確な特定の情報を取得するためには、モニタ対象のアプリケーションのマニュアルを参照する
必要があります。一般的なモニタリングであっても、必要な情報にたどりつくのは簡単ではないから
です。
Windows では、ほぼ無限の情報へのアクセス手法があります。 WMI、パフォーマンスカウンタ、イ
ベントログ、システムログ、レジストリ、コマンド、 powershell スクリプト、API(Windows NT) などです。
実際、Microsoft のアーキテクチャはより強力で良いドキュメントがそろっていて、システムの情報
を取得することが簡単なものの一つです。 Unix/Linux システムでは、ソフトウエアエージェントでコ

マンドを実行することができ、シェルスクリプトでさまざまな情報を取得できます。

2.4. 監視の手順
なぜ監視を行うかということを考えられているいでしょうか。つまり、サーバがダウンしたりどれだけ
使われているかといった情報が得られますが、それ に対して何をするかを考えられているでしょう
か。最初に、最も重要な点は何か、そして、次に、ぐちゃぐちゃな状態で問題の調査にかけている
時間を節約する にはどうするかというのを日々考えてみると良いでしょう。

いくつかの質問に答えるために 5 分使ってみてください。あなたの監視で必要なものは何でしょう
か。
• 障害を避ける -> 可用性
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• 性能低下分析 -> パフォーマンス
• 拡張評価 -> キャパシティプランニング

それぞれの要素は、それぞれの側面があります。
可用性 SLA 定義後に、おそらくイベントベースのモニタリングおよびリモートモニタリングを行えば
十分でしょう。設定はすぐにできすぐに結果を得られます。
パフォーマンス グラフや数値データが重要な要素です。エージェントまたはリモートから情報を取
得します。エージェントでシステムのより深い情報をとる必要があるかもしれません。グループレ
ポートおよび組み合わせグラフがポイントです。
キャパシティプランニング より独自性が高くなり、 2 つ目の件とどうようにデータの取得が必要です。
ただし、それをもとに、予測監視やより特別な予想レポートを使います。エージェン トからの初期の
アラートは、警告や障害状態の意味を把握するのに必要です。問題が発生する前に防止するた
めに、発生するイベントの管理 (運用)ポリシーを 策定します。これは、間違いなく最も複雑で興味
深いパターンです。
どのモデルでいくかを決めたら、システムがサービスダウンやその他イベントを通知したときに何を
するかを決めるのみです。サーバの能力が来週の金曜に限界に達したら何が起るでしょうか。対
応手順を考える必要があります。

2.5. 対応の検討
我々は、インシデントの通知方法を考えたり計画したりするようなツールでは実現できないことを、
対応の検討と呼びます。これを実施するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。
• イベントの緊急性 あなたは、何が正常ではなく、何が障害かを区別することができます。
• 通知形態 E-mail、SMS、もしくは寝ているオペレータを起こす何か (実装はしていませんが
難しくはないと思います)でも良いです。
• スケーラビリティ 最初にインシデントを解決する最初の誰かに通知が行き、そこで解決でき
なければ 2 人目の人にいきます。それでもダメなら前の人より優れた 3 番目の人に行きま

す。
設定を行う前に決めるのが理想です。これらのコンセプトを頭にいれておきましょう。何らかの設計
ツール (visio, opendray など) を使っても良いでしょう。重要な要素を書いて、どのように情報を取
得するか、また、だれが通知を受けるのかや情報に対して何をするかを、矢印で書いて見ま しょう。
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最初は、最も重要な部分に焦点をあてます。あなたの組織で最も重要な点を出発点にします。何
が最も重要かが定義できたら、それをどのように監視するかを決め、そして、システムの問題に対
して誰が対処できるか、どう通知するかを検討することができます。

2.6. 管理モデル
管理モデルによって、我々は監視システムが、自動的に情報をレポートするように設計され、人が
直接または間接的に参照するシステムであることを理解 できます。システムを参照する人は良くオ
ペレータと呼ばれ、画面を見たり、スマートフォンや電子メール、何らかのツールでのログの参照な
どで、イベントを 確認しています。どうやっているかというのは重要ではなく、重要なのはシステム
があるということです。

一方では、全体もしくはインフラにおけるシステム管理者と呼ばれる人がいます。彼らは何か発生
したときにオペレータから「障害が発生しました」という連絡を受けたり、 SMS や E-mail でシステム
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から自動送信される警告通知を受けます。
ここに、すでに大きな違いがあります。
• 直接管理モデルは、一人または複数の人が定常的にシステムを見ています。何か障害が

発生すればすぐに検出されます。それ はちょっとした通知でクリティカルなものではありま
せん。また、より柔軟性があります。すべてのケースを通知 (Pandora でのアラート ) する必
要はありません。常にシステムで何が起っているかのイベント (状態の変化をみつけます )
を参照すれば十分です。多くの画面を定義することができ、集約したアラートを定義するこ
とができます。このモデルは、ラートポリシーを定義することが重要 ではなく、自動的な管
理ができない大規模環境で利用されます。
• 間接管理モデル では、定常的に画面を見る人はいません。イベント、グラフ、マップは誰も

見ていないため、自動的にシステムの状態を通知する設定を行う必要があります。このシス
テムはデバイスが少ない場合や、何が障害状態でどう対処するべきか明確な場合に適して
います。
オペレータ、管理者、その上の人のチームワークにとって、 Pandora FMS は、イベントのチケット化、
インシデント作成、通知のエスカレーション、内部メール、掲示板、 Pandora FMS ユーザ間の
チャットなどとても便利です。

2.7. そして何をする?
以降の章からは、完全に Pandora FMS についての内容です。ここまでは Pandora FMS を利用す
るにあたって、その前に知っておくべき重要なことについて述べてきました。あなたはすでに多くの
ことを知っているかもしれません。また、他の監視 ツールを使っているかもしれません。常にアプリ
ケーションを監視することが良いということは聞いていることでしょう。
しかし、我々の経験から、我々のノウハウを越えて、それぞれのユーザのみなさんには特定の方
法が必要です。我々はあなたのインフラがどのよ うに設定されているかを良く知っているわけでは
ありません。モニタリングそのものは簡単で問題ではありません。大変なのは、監視にあなたのビジ
ネスを適用 するのではなく、あなたのビジネスに監視を適用することです。あなたの組織で
Pandora FMS を使って最善の監視手法を見つけることは、本当のチャレンジです。
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3 PANDORA FMS アーキテクチャ

42

Pandora FMS アーキテクチャ

この章では Pandora FMS のコンポーネントの一般的な説明をします。インフラの構成によって異
なるさまざまな課題を解決するために、どのように Pandora FMS のアーキテクチャを利用するかで
す。
Pandora FMS は非常にモジュールに細分化されています。もっとも重要なコンポーネントはデータ
ベースであり、そこにすべての情報が保存されます ( 現在は本番環境向けに は MySQL のみサ
ポートしていますが、 PostgreSQL および Oracle もサポートしています )。それぞれの Pandora FMS
コンポーネントは、完全に HA 環境でアクティブ・スタンバイ構成や、クラスタ環境でアクティブ・ア

クティブの負荷分散構成をとったりと、複数用意することができます。データベースの高 可用性を
確保する手法もあります。

Pandora FMS 全体のアーキテクチャ

Pandora FMS は、複数の要素から構成されており、サーバはデータの収集および処理を行います。

サーバはまた、収集し処理したデータをデータベースに保存します。コン ソールは、データベース
内のデータをインタラクティブにユーザに表示します。ソフトウエアエージェントは、監視対象シス
テム(サーバ)で動作させるアプリ ケーションで、情報を収集して Pandora FMS サーバへ送ります。

3.1. Pandora FMS サーバ
Pandora FMS サーバは、定義されたチェック (監視))を実行するコンポーネントです。実行結果か

らチェック対象のステータスを更新します。また、アラートの生成を行います。
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Pandora FMS のデータサーバは、高可用性やロードバランシングモードで動作することができま
す。とても大きなシステムにおいて、大量の情報を取り扱うために複数の Pandora FMS サーバを

同時に利用できます。
Pandora FMS サーバは常に稼働し、アラートとして定義されているいずれかの項目に問題がない
か確認します。もし、問題が発生した場合は、 SMS の送信、E メール送信や、スクリプトの実行など、

アラームで定義されたアクションを実行します。
1 台がマスターサーバで残りがスレーブサーバといった形で、複数のサーバを同時に利用すること

もできます。マスターサーバは存在しますが、 すべての処理は同じように行われます。同じタイプ
のクラッシュが発生し (たとえばネットワークサーバ )、マスターサーバがダウンしたサーバのすべて
のデー タ処理を行う場合を除きます。
サーバは、エージェントからデータファイルを取得するかリモートで情報を取得し、それをアラート
生成のトリガーとします。
Pandora FMS は、負荷やパラメータ等を見て、それぞれのサーバの状態を自動的に管理します。

ユーザは、ウェブコンソールのサーバステータスで、それぞれのサーバの状態を確認することがで
きます。
Pandora FMS 3.x には、上に示した処理を行うための 10 種類の特別なサーバが存在します。 10
種類すべてのサーバは、一つのアプリケーションとして作られています。一般的に "Pandora サー
バ" と呼んでおり、インスタンスや Pandora FMS のサーバごとにサブプロセスを分割して実行する
マルチスレッド ( マルチプロセス ) のアプリケーションとなっています。以下では Pandora FMS の

個々のサーバについて詳細の説明をします。

3.1.1. データ(Data)サーバ
ソフトウエアエージェントから送信されるデータを処理します。ソフトウエアエージェントからは 、
XML データがサーバに送信(FTP, SSH, Tentacle のいずれかのプロトコル )され、サーバはその新
たなデータファイルを確認・処理します。このプロセスは、処理するデータを "キュー" として貯める
ハードディスク上のディレクトリを利用します。 異なるデータサーバを、異なるシステムや同一のホ
スト(仮想サーバなど )にインストールすることもできます。複数のサーバは、能力の高いハードウエ
ア(た とえばマルチ CPU の環境など)が必要な巨大な環境において一緒に動作することができま
す。
データサーバは、 Pandora FMS のデータベースにアクセスするためのサーバです。データベース
は、ウェブサーバと共有しており多くのデータを保存しています。サーバはデーモンとして実行 さ
れ、多くのデータを保存します。データサーバは、アラートやイベント生成の元となるすべてのエー
ジェントの情報を処理するので、そのシンプルさとわずか な資源の消費にもかかわらず、システム
の中で重要な機能となっています。データサーバは、ソフトウエアエージェントから送られてくる
XML データの処理のみを実施します。リモートチェック(監視)などは行いません。

3.1.2. ネットワーク(Network)サーバ
ネットワークサーバは、 ICMP テスト(Ping, 応答時間)、TCP および SNMP リクエストなど、リモートモ
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ニタリングタスクを実行します。エージェントがサーバに割り当てられるときは、ネットワークサーバ
に割り当てられ、データサー バには割り当てられません。ネットワークの応答確認はネットワーク
サーバが実行するため、モニタリング処理はネットワークサーバに割り当てられるというこ とが重要
だからです。ネットワークサーバが選択した監視対象に接続できるようにする必要があります。例え
ば、192.168.2.0/24 上の監視サーバで、 192.168.1.1 への ping 疎通確認のモジュールを作成した
場合、監視サーバが 192.168.1.0/24 にはアクセスできないため、ダウン状態となります。

3.1.3. SNMP サーバ (SNMP Trap コンソール)
このサーバは、 snmptrapd デーモンが受信したトラップを扱います。このデーモンは SNMP トラッ
プを受信し、Pandora FMS の SNMP サーバはそれをデータベースに保存します。それらを分析し
て、Pandora FMS の SNMP コンソールにおいて、アラートの定義を行うこともできます。

3.1.4. WMI サーバ
WMI は、Microsoft Windows 環境におけるオペレーティングシステムおよびアプリケーションの情
報を取得するための、Microsoft 標準です。Pandora FMS には、ネイティブ WMI 呼び出しを実施
するための専用サーバがあります。これにより、リモートからエージェントレスで Windows システム

のデータを収集することができます。

3.1.5. 自動検出(Recognition)サーバ
自動検出(Recon)サーバは、ネットワーク探索および新たなネットワーク上のシステムを検出するた
めに利用します。自動検出サーバは、システムを検出 するためにモニタリングのためのテンプ
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レートを適用することもできます。また、新たなシステムをモニタリングできるように、テンプレートに
定義されたデ フォルトのモジュールを自動的に適用することもできます。 システムアプリケーショ
ンの nmap, xprobe, traceroute を利用して、オペレーティングシステムや開いているポート、すでに
認識しているシステムを利用したネットワークトポロジによって、システムを特定すること ができます 。

3.1.6. プラグイン(Plugins)サーバ
任意の言語で独自に開発した監視コマンドを、 Pandora FMS のインタフェースから組み込み、統
合管理できます。これにより Pandora FMS にユーザ自身が開発した、複雑な監視の仕組みや追
加機能を組み込むことができるようになっています。

3.1.7. 予測(Prediction)サーバ
これは、これまでに収集したデータ (最大 30 日間のデータの 4 つの値)を元にしてデータ予測を
行う小さな AI (人工知能)のコンポーネントです。 10〜15 分間隔で数値データの予測を行い、これ
までに収集したデータと比較して異常を検出します。基本的に、一週間 ごとに動的な基準値を生
成します。 このサーバは、 Pandora FMS 5.0 からはサービスモニタリング (BPM)の計算も管理しま
す。

3.1.8. ウェブテストサーバ(Goliat)
(Enterprise 版のみ)

ウェブテストサーバは、ウェブアクセスのテストに利用します。ウェブ全体のチェック、ユーザ認証、
フォームへのデータ入力、コンテンツ チェック、メニューの確認等、組み合わせのチェックが可能
です。応答があるか無いかのチェックおよび、全体 (画像、全テキストなど )の表示時間の取得がで
きます。

3.1.9. エクスポート(Export)サーバ
(Enterprise 版のみ)
Pandora FMS のエクスポートサーバは、 Pandora FMS のモニタデータを他のサーバにコピーする
ことができます。これは、複数の Pandora FMS が動作している大きな環境で、重要な情報を一カ

所に集めたい場合に便利です。

3.1.10. インベントリ(Inventory)サーバ
(Enterprise 版のみ)

インベントリサーバは、インストールされているソフトウエア、インストールされているパッチ、搭載さ
れているメモリチップ、ハードディス ク、システムで稼働しているサービスなど、システムのインベン
トリ情報を収集・可視化することができます。これらの情報は、リモートおよび、ソフトウエア エー
ジェントを通してローカルで取得できます。
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3.1.11. イベント関連付(Event correlation)サーバ
(Enterprise 版のみ)

イベントの関連付けでアラートを生成できる特別なサーバです。これは他のサーバとは違ってモニ
タは行わない、起動時に設定する特別なサーバです。このサーバは他のサーバとは違いスレッド
や冗長化設定はありません。

3.1.12. エンタープライズネットワーク(Enterprise Network)サーバ SNMP & ICMP 用
(Enterprise 版のみ)

オープンソースバージョンよりも高いパフォーマンスで ICMP (ping) および SNMP (ポーリング) を
実行するための追加の拡張サーバがあります。 (特に SNMP で) いくつかのリクエストは、事前に
サーバに該当 OID があるかを確認したうえで実行します。
効率的にブロック単位で監視ができるような、サーバの TCP/IP スタックにアクセスするためのバイ
ナリツールを利用します。

3.2. Pandora FMS ウェブコンソール
これは、Pandora FMS のユーザインタフェースです。この管理およびオペレーションコンソールは、
それぞれのユーザに別の権限を設定することが可能で、エージェントの状態の操 作、状態の参
照、グラフおよびデータの生成、さらにはシステムに組み込まれているインシデント管理までできま
す。また、レポートの生成や、新たなモジュー ル、エージェント、アラートおよび、ユーザの作成や
ポリシー設定を行うことができます。
ウェブコンソールは PHP で書かれており、 Java や ActiveX など他の追加ソフトウエアのインストー
ルを必要としません。また、グラフ表示は FLASH で実現しています。ブラウザには FLASH のプラ
グインが必要です。ブラウザには、 HTML および CSS をサポートした最近のものが必要で、Firefox
2.x または IE 7.x 以上が必要です。これまでの経験によると、 IE6 は機能不足であり、 Pandora
FMS 3.0 のウェブコンソールの機能を正しく利用できません。
ウェブコンソールは複数のサーバで動作させることが可能です。ロードバランシングや配置の問題
(巨大なネットワーク、多くの異なるユーザグ ループ、地理的な違い、管理の違いなど )に対してア
クセスを簡単にするように、多くのウェブコンソールを立てることができます。唯一の条件は、
Pandora FMS のデータ、つまりデータベースにアクセスできることです。エンタープライズ版の場合
は、(NFS 経由で)エージェント設定リポジトリにもアクセスできる必 要があります。

3.3. Pandora FMS データベース
Pandora FMS は、MySQL データベースを利用しています。 Pandora FMS は、モニタリング対象か

ら受け取ったすべてのデータを関連付けし、非同期にデータベースに維持します。それぞれの
エージェントのデータモジュールは、デー タをデータブロックとして生成します。それは、実際のシ
ステム内では、情報元として 10 万ものデータを扱えるということでもあります。
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これらのデータは、データベースの定期的な自動メンテナンスが実行されることで Pandora FMS
により自動的に管理されます。そのために、 Pandora FMS では、データベース管理者、手動オペ
レータや管理者を必要としません。一定期間 (デフォルトでは 30 日)が経過した後にデータを圧縮
し、さらにまた一定期間が経過(デフォルトでは 90 日)した後にデータを削除します。

3.4. Software Agents of Pandora FMS
Pandora FMS のエージェントと言った場合、次の 3 つの意味が存在します。
• エージェント
• ソフトウエアエージェント (アプリケーションであり、サーバ上で動作する Pandora FMS エー
ジェント)
• 物理エージェント (ハードウエア)

3.4.1. エージェント
Pandora FMS で単純に「エージェント」と言った場合、それはウェブコンソールで作成したモニタ・

管理対象を指します。それは、モジュールのグループ（または個々のモニ タリング要素）に関連付
けられています。そのため、このエージェントは、 (オプションで) 1 つ以上の IP アドレスに関連付け
ることが可能です。
エージェントは、ネットワーク、 WMI、プラグイン等のサーバを利用して、リモートモジュールに関連
付け可能です。
•
•
•
•
•
•

管理対象が起動しオンライン状態であるかどうかの確認 (PING)
管理対象が起動しオンライン状態であるかどうかの確認 (PING)
特定ポートの応答による、ウェブサイトが稼働しているかどうかの確認
特定ポートおよび期待する応答による、ウェブサイトが稼働しているかどうかの確認
SNMP (MIB の利用)経由でのハードウエアの確認
管理対象と Pandora FMS サーバの間の通信遅延の確認

エージェントはまた、ローカルモジュールとの関連付けを持つこともできます。これらはソフトウエア
エージェントの設定で定義したり、ウェブコンソー ルのエージェント設定で定義します。最初に
エージェントからデータパケットが送られてきた時、学習モード (デフォルト)であれば、これらのロー
カルモ ジュールがウェブコンソール上に自動的に設定されます。 したがって、「エージェント」は、
リモートもしくはローカルのいずれかのモジュールを含むことが可能です。リモートモジュールは
ネットワークサーバ等から リモートで情報を取得し、ローカルモジュールはデータサーバによって
情報を取得します。

3.4.2. ソフトウエアエージェント
リモートのマシンにインストールされるソフトウエアエージェントは、 Pandora FMS のウェブコンソー
ル上でいうエージェントとは異なります。ソフトウエアエージェントは、それが動作しているマシンの
情報をコマンドを実行することにより ローカルで取得します。 Pandora FMS のソフトウエアエー
ジェントは、それぞれのプラットホームで動作する言語をベースにしており、 UNIX ではシェルスクリ
プトを利用しています。 UNIX には、GNU/Linux, Solaris, AIX, HP-UX および BSD を含みます。ま
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た、Nokia の IPSO (Check Point ファイアーウォールのオペレーティングシステム)までも含んでいま
す。
Pandora FMS のエージェントは、多くの言語で開発することが可能です。 Pandora FMS のデータ
サーバとデータをやりとりする API があります ( データのやりとりには XML を用いています ) 。
Windows エージェントは、独特の方式で、 C++ (Mingw) および UNIX エージェントと同じインタ

フェースおよびモジュールによる、フリーの環境で開発しています。

図: Pandora FMS におけるデータ収集

これらのスクリプトはサブモジュールとして作られており、それぞれが情報を収集します。
それぞれのエージェントは、さまざまな情報を収集します。そして、一つの情報を一つのファイル
に保存し、それをデータパケットと呼びます。
エージェントからサーバへのデータパケットのコピー処理が定期的に実行されます。余分な情報
でデータベースを肥大化させたり、システムに負荷をかけないように、 (エージェント側にて )間隔の
設定が可能です。
間隔は、デフォルトでは 300(秒)、つまり 5 分に設定されています。データベースの負荷上昇など、
ホストシステムのパフォーマンスに影響するため、100(秒)未満の値はお勧めしません。
実際、Pandora FMS はリアルタイムシステムではないということを認識しておいてください。リアル
タイム性に依存しない環境における、アプリケーションやシステムのモニタリングを目的としたシス
テムです。

図: エージェントおよび物理エージェントの論理構成
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パケットの転送は、Tentacle プロトコルにより実行されます。SSH や FTP を利用することも可能です。
ネットワークを通してパスワード無しの非暗号化データが流れるため、 SSH を利用して Tentacle を
暗号化することも可能です。エージェントとサーバの間の接続においてセキュリティが保証されま
す。 SCP(SSH) および Tentacle プロトコルを用いての自動転送のための、キー生成プロセスは、
エージェントとサーバのインストールおよび設定のドキュメントにて詳細を説明しています。
転送はまた、 FTP やその他ファイル転送システムにより実行することも可能です。 Tentacle は、
ユーザが信頼できる等、システムのセキュリティが確保されている場合に選択可能です。
他のプロトコルによる転送設定については、補足ドキュメントを参照ください。
Pandora FMS のエージェントは、それがインストールされたマシンから他のホストにアクセスするよ

うなデータ収集も可能です。これをサテライトエージェントと呼びます。
複数の Pandora FMS エージェントを持つように設定することも可能です。これは、たとえば、ソフト
ウエアエージェントとサテライトエージェントがあるようなまれなケースです。 基本的なソフトウエア
エージェントはそれが動作しているマシンをモニタし、サテライトエージェントは、 telnet や SNMP
その他コマンドにてリモートのシステムをモニタするように設定されます。

3.4.3. XML データファイル
データファイルの書式は次のようになっています。
<ホスト名>.<シリアル番号>.data
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このデータファイルは XML 構造で、ファイル名は、エージェントとしてのホスト名、シリアル番号、
データパケットである事を示す .data という拡張子を組み合わせてできています。

図: ソフトエアエージェントのモジュール論理構成

<ホスト名>.<シリアル番号>.checksum

データファイルは、 .data という拡張子があります。正当性確認用のファイルは、データファイルの
MD5 ハッシュを含んでおり、.checksum という拡張子になっています。
エージェントによって生成される XML データファイルは、Pandora FMS の心臓部です。それには、
エージェントが収集した情報が含まれています。このデータパケットは、 Pandora FMS エージェント
を使う多くのユーザが、独自の開発をしたりデータの生成をして、 Pandora FMS へ引き渡すことが
簡単にできるように、コンパクトで、柔軟性が高く、軽いデザインになっています。
<agent data os_name=”SunOS” os_version=”5.8” timestamp=”300” agent_name=”pdges01”
version=”1.0”>
<module>
<name>FTP Daemon</name>
<type>generic_proc</type>
<data>0</data>
</module>
<module>
<name>DiskFree</name>
<type>generic_data</type>
<data>5200000</data>
</module>
<module>
<name>UsersConnected</name>
<type>generic_data_inc</type>
<data>119</data>
</module>
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<module>
<name>LastLogin</name>
<type>generic_data_string</type>
<data>slerena</data>
</module>
</agent_data>

3.4.4. 物理エージェント
Pandora FMS には、 Asus のルータおよび、 Arduino の自動販売機に組み込まれた、物理エー

ジェントがあります。これらは共にセンサーが組み込まれており、次の状態のモニタリングを実現し
ています。
•
•
•
•

湿度
温度
明るさ
物(人)の存在

電気的にセンサーは簡単に調整可能で、その値もまた Pandora FMS で簡単に扱うことができます。
実際、センサーは無線 LAN ルータを介して接続され、スペインのいくつかの商用 DPC (データ
処理センター)に展開されています。

3.5. トポロジ、スキーマ、監視モデル
モニタリングの処理には、ローカルとリモートの異なるモデルがあります。みなさんが分かりやすく
問題解決ができるように、異なるトポロジで共通の例を示します。それぞれのソリューションは以降
の章に記載しています。

3.5.1. アクセス可能な監視対象
これは標準的な構成ですが、集中型で体系化されています。これは最も実装が簡単なモデルで
す。
• 集中リモート監視 Pandora サーバから全てのリモートシステムにアクセスできることを意味し

ます。
• エージェントベース監視 Pandora エージェントをインストールした監視対象から Pandora に

アクセスできます。

3.5.2. アクセスが制限された監視対象
• リモート監視対象 これは、Pandora からリモートで確認ができない (通信できない)対象を想

定します。ソフトウエアエージェントを、他のシステムをリモートで確認するために利用しま
す。この モードを 'サテライトエージェントモード '(エージェントにてリモートチェックを行う )
および 'ブローカーエージェントモード '(一つのエージェントから異なるエージェントとして異
なるデータを送信) と呼びます。
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ブローカーモードでの直接アクセスができないリモート対象の実装モデル

• Pandora サーバにアクセスできないソフトウエアエージェント この場合、ソフトウエアエー

ジェントのプロキシ機能を利用します。サーバに直接アクセスできないエージェントがそれ
を通してアクセスできるようになります。

プロキシエージェントを使ったリモートアクセスの実装モデル

• 異なる対象のリモートモニタリング これは、複数の Pandora サーバがある状況です。同じ

データベースに接続して、一つのサーバが事前に定義したテストを行い、もう一方が他の
テストを行います。双方のサーバは同じ環境で動作し、コンソールから同時に管理できま
す。
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3.5.3. 特別な組織構造
• 異なる設定の監視システムで、複数の本社を監視する必要性があっとします。この場合、
個々の Pandora からのモニタリング情報を複製するエクスポート機能を利用します。

エクスポートサーバを使った階層構造モデル

• 複数のレポート: 異なる Pandora サーバにデータを送るエージェントを設定することができ

ます。ただし、管理は一つから可能です。
• 分散管理: 必要な時に別の担当者で監視内容を分散管理する必要がある場合に便利で

す。これは、構成というより管理が重要です。管理ポリシーの権限設定によって調整します 。

3.5.4. 大規模環境
• 数千もの監視項目がある大規模環境では、異なるリモートモニタリング手法を利用します。
(50,000 以上の )大量の監視項目では、一台のサーバに集約することができません。その

ため、異なるサーバをリモート監視を分散するブローカーモードで利用します。

ブローカーモードのエージェントを使ったリモート監視の分散モデル
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プライマリサーバのハードウエアが故障した場合にそなえて、 冗長化の設定が必要です。 2 つの
サーバを用意し、一方が停止したときにアクティブになるように一台はスタンバイ状態にしておきま
す。そうするにはいくつかの手法があります。
• 大規模システムの監視と手中管理 (2500 エージェント以上 )が必要な場合、そのためには、
'メタコンソール'でまとめた異なる Pandora サーバを設定します。これにより、リニアにシステ

ムを拡張できます。

メタコンソールモデル
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4 PANDORA FMS で使われている用語の説明
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我々が利用している用語を最初に理解することは、難しいことの一つです。他のモニタリングシス
テムから乗り換えてきたり、モニタリングシステムを 使ったことが無い方には、確かに難しいです。
この章の目的は、Pandora FMS で通常使われている用語の詳細をまとめることです。

4.1. エージェント
Pandora FMS におけるエージェントは、一つの集まりを意味します。通常はマシン、システムやホ
スト (コンピュータ) です。エージェントは情報を持ち、一つのグループ (一つだけ) に所属します。
エージェントはまた、異なるコンピュータの一つの集まりと見ることもできます。 "情報を含む" ビル、

車や、その他と考えることもできます。エージェントは異なるモジュールから情報を取得します。
エージェントは、親子関係を通して (エージェントは他のエージェントの子になれます ) 他のエー
ジェントとリンクすることができます。しかしながら、エージェントは Pandora FMS 内の一つの集まり
であり、情報はモジュールと呼ばれる単位で保存されます。

4.2. ソフトウエアエージェント
名前から、前述のものと概念は同じです。ソフトウエアエージェントは、ソフトウエアであり、コン
ピュータにインストールし自動的に情報を収集しま す。 このプログラムは、 "Pandora FMS エー
ジェント " と呼ばれ、 Windows や UNIX など全てのシステムにインストールされます。ソフトウエア
エージェントは、ネットワークを通して Pandora FMS へ送信するデータファイルを生成するアプライ
アンスです。通常は Tentacle プロトコルが使われます。

4.3. モジュール
モジュールは、それ特有のデータ (数値やテキスト) を持つものです。それぞれのモジュールは一
種類のデータを持ちます。つまり、ルータのトラフィックを保持するモジュールは、その値 (時間と
共に増加する値) のみを保存します。モジュールはエージェントに属しており、エージェントにのみ
関連しています。エージェントは複数のモジュールを持つことができます。モ ジュールはそれ同士
で連携することはできません。

4.4. リモートサーバ
ローカルサーバではなく、ネット上にあるサーバです。

4.5. サーバ
Pandora FMS のサーバは、異なる手法で情報を収集するプロセスの要素です。それらはまた、ア
ラートを実行したり、データをデータベースに送ったりします。それらは Pandora サーバの個々の

要素にわかれており、それぞれが一つの処理を実行します。例えば、ネットワークサーバであれば 、
(データサーバが XML の処理をする一方で、離れた所から) リモートモニタリングを実施します。
時々、システムについて語るとき、"サーバ" について言及します。
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4.6. コンソール
コンソールは、ウェブを通して Pandora FMS を管理するためのウェブアプリケーションです。

4.7. グループ
グループは、まとまりを作る要素です。グループはエージェントを持ち、グループはユーザの参照
権限の制御に利用されます。例えば、レポートが定義され一つのグループに関連付けられている
とき、そのグループにアクセスできるユーザのみがレポートを参照できます。
グループはまた、他のグループを持つことができます。しかし、この階層構造は ( 少なくともバー
ジョン 3.1 およびそれ以前では) 権限の無いアカウントでは見ることができません。

4.8. プロファイル
エージェント参照、エージェント編集、アラートの割り当て、レポートの定義、データベースの管理
など、Pandora FMS で可能な操作の "権限" です。

4.9. ACL
ACL は、英語の Access Control List の頭文字です。Pandora FMS では、ユーザにグループのプロ

ファイルを割り当てることにより定義されます。

4.10. モニタ
状態を持ったモジュールです。 Pandora FMS の以前のバージョンでは、 boolean モジュールのみ
が (正常時は 1、障害時は 0 の) 状態を持っていました。現在の全てのモジュールは、 3 つの異な
る状態のしきい値を定義することができます。モジュールが状態を持たない場合、障害や警告状
態を認識しない、単純なモジュールとなります。

4.11. データファイル / XML データ
XML は、 Pandora FMS ソフトウエアエージェントが生成するデータファイルです。エージェントモ
ジュールの情報が含まれているほか、エージェント自身の情報 (バージョン、OS など) を含んでい
ます。XML フォーマットは標準的なもので、データを表すのに便利です。XML フォーマットの詳細
は、http://ja.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language を参照してくだい。

4.12. アラート
特定のモジュールに関連付けられたアラートテンプレートの要求です。異なるアクションに関連付
けられ、発生と未発生の二つの状態を持ちます。 Pandora FMS におけるアラートでは、例えば
サーバダウンなど何かが発生した場合に、 Pandora FMS がこれを認識し何が発生したか通知する
ために、メールや SMS を送信します。
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4.13. アラートテンプレート
アラートの 3 つのコンポーネントのうちの一つです。一般的な方法 (正しくは、テンプレートに応じ
てアラートを実行します ) でアラートの設定を定義します。アラートを発生させる状態を定義するこ
とができ、それはモジュールの値や状態、また、特定の間隔で発報する最大回数やリカ バリ通知
オプションに依存します。

4.14. アクション
アクションは、アラートの一機能です。アクションは、 (個別の) コマンドを実行します。この個別性に
より、アクションは特定のパラメータを持つことができます。例えば、 eMail コマンドでは、管理者へ
のメール送信 や プロジェクトのメーリングリストへのメール送信 など、メールアドレスを指定するコ
マンドフィールドを設定することにより、アクションを定義することができます。

4.15. コマンド
Pandora FMS 外のコンポーネントです。 Pandora FMS の内部コマンド以外で、サーバが実行する

プログラムや外部ユーティリティをコマンドとして、イベントを生成したりメールを送信したりできます。

4.16. シェルまたはコマンドライン
キーボードからコマンドを入力するインタフェースです。

4.17. パッケージ
パッケージは、特定のフォーマットで特定の OS とそのバージョン用にインストールできるように、プ
ログラムや複数のプラグラムをまとめたものです。例えば、 OpenSUSE linux であれば RPM パッ
ケージです。

4.18. tar アーカイブ
パッケージと同様に、プログラムや複数のプログラムを TAR フォーマットでまとめたものです。ただ
し、インストール方法に関する情報や、特定の OS 用の情報は含まれていません。 (プログラム自
体をまとめたものです)

4.19. SVN / Subversion / リポジトリ
プロジェクトにおける異なるバージョンのファイルを一つのリポジトリに保存するリビジョン管理シス
テムです。特定のタイミングにおけるファイルのグループをリビジョンと呼びます。複数の人が、プ
ロジェクトの同じリビジョンのファイルをそれぞれ持つことができます。
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4.20. データベース
同じ種類のデータの集合であり、あとから利用するためにシステム的に保持しているものです 。
Pandora FMS は、リレーショナルデータベースを利用しており、そこにデータを保持しています。特
別なものではなく、標準的な言語 (SQL) を使ってアクセスすることができます。

4.21. データベース概要
公式言語でのデータベース構造の説明です。リレーショナルデータベース内に、テーブル、それ
ぞれのテーブルにフィールド、また、フィールドとテーブルの関係を定義しています。

4.22. Tentacle
ソフトウエアエージェントが Pandora FMS サーバにデータを送信するための、データ転送プロトコ
ルです。 Tentacle は、マルチプラットフォームで動作し、セキュアに、そして使いやすいように設計
されています。デフォルトでは、41121 番ポート (IANA により割り当てられています) を利用します。

4.23. 状態
通常は、一つのモジュールの状態を指します。その時点のモジュールの情報を示します。エー
ジェントの状態は、全てのモジュールの最も悪い状態を示し ます (5 つのモジュールがあり一つが
障害状態で二つが警告状態、残りが正常であれば、障害状態となります )。グループの状態につ
いても同様です。

4.24. 障害および警告状態
正常、警告、障害は、モジュールがとりうる 3 つの状態です。警告および障害状態は、通常、異な
る重要度でのエラー状態を示します。 Pandora FMS は、それぞれのモジュールが警告および障害
状態になるしきい値を個別に設定することができます。

4.25. 不明状態
2 回以上データを取得できなかった場合のモジュールの状態を不明状態といいます。 5 分間隔で
データを送信するモジュールであれば、 10 分間何もデータを受信しないと不明状態になります。

データを受信していれば、正常、警告、障害の状態を維持します。

4.26. アラートのしきい値
アラートテンプレートを設定する時の、時間間隔の制限です。例えば、アラートテンプレートを 10
分のしきい値とし、最大のアラート数を 5 にすると、10 分間隔で 5 回以上アラート処理を行わない
ようになります。リカバリ設定が行われている場合は、アラートはこの時間間隔が終わるまでが発生
状態となります。
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4.27. ポジティブ/ネガティブな障害
もし、チェックでエラーを返しても実際には問題が発生していない場合、それをポジティブな障害と
みなします。エラーを返してないが実際には問題が発 生している場合、ネガティブな障害と呼び
ます。例えば、サーバが正常な時にモジュールが 1 を返している場合はポジティブな障害であり、
サーバが異常な時に 1 ではなく 0 を返していればネガティブな障害です。

4.28. 連続抑制回数
モジュールの連続抑制回数は、モジュールの状態変化を何回まで許すかを示します。これにより、
許容範囲回数までの状態変化を、障害として検出されな いようにします。例えば、あるモジュール
は連続 2 回までの状態変化は正常動作内であり得るが、それ以上連続することはないような場合
は、正常な状態変化回数の範囲を障害として検出しないよう連続抑制回 数を 2 に設定します。

4.29. 同期モニタリング
標準の間隔でデータを取得しているモジュールを同期モジュールと呼びます。例えば、 5 分間隔
の温度計測などです。

4.30. 非同期モニタリング
発生したときのみデータを返すモジュールを非同期モジュールと呼びます。例えば、ログファイル
の文字列チェックです。文字列が見つからなければ、モ ジュールはデータを返しません。ほかに
は、SNMP トラップがあげられます。エラーが発生した場合 (例えば、電源故障) のみ生成されま
す。
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5.1. 必要最低ハードウエアスペック
5.1.1. コンソールおよびサーバ
• エージェント数 500 もしくは、モジュール数 5,000: メモリ 3GB 、 2.5GHz のシングルコア
CPU、7200rpm 以上の高速ハードディスク。 80%のモジュールでデータ収集を行い、平均
の実行間隔が 5 分の場合。
• エージェント数 2,000 もしくは、モジュール数 10,000: メモリ 6GB、2.5GHz のデュアルコ
ア CPU、高速ハードディスク (10000rpm かそれ以上 )。80%のモジュールでデータ収集を
行い、平均の実行間隔が 5 分の場合。 MySQL を十分にチューニングする必要があります。
• エージェント数 4,000 以上: メモリ 12GB、 3GHz のクワッドコア CPU、高速ハードディスク
(15,000rpm かそれ以上 )。 80%のモジュールでデータ収集を行い、平均の実行間隔が 5
分の場合。 MySQL を別のサーバに置くことをお勧めします。 MySQL を十分にチューニン
グしたり、Percona XtraDB を利用する必要があります。

仮想環境で Pandora FMS を利用することはお勧めしません。ディスクアクセスはとても
シビアです。仮想環境を使いたい場合は、ホストのリソースを共有するのではなく、独
立したメモリ、CPU およびディスクを割り当ててください。このような環境では、SAN スト
レージの利用をお勧めします。

仮想環境での Pandora FMS の利用はテストや開発のみとし、本番システムでは利用
しないでください。

ディスクサイズ: 最低 16GB、推奨 25GB 以上の空きが必要です。

5.2. ソフトウエア条件
Pandora FMS が、サーバおよびコンソールで公式にサポートしていっるプラットフォームは、Linux

で、次のディストリビューションとバージョンです。
OS

コンポーネント

Pandora FMS 4.0 またはそれ以上

•
•
•
•
•
•

RedHat Enterprise (RHEL) 6.x
CentOS 6.x
SLES 11 SP1 またはそれ以上
OpenSUSE 11.x またはそれ以上
Debian 5.x またはそれ以上
Ubuntu 11 またはそれ以上
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公式サポートではありませんが、その他 Pandora FMS が動作するプラットフォームは次の通りです。
コンポーネント
Pandora FMS 4.0 またはそれ以上

OS
• FreeBSD 9.1
• Solaris 10 / OpenSolaris

Pandora FMS エージェントは、最近のほとんどの OS で動作します。詳細は、エージェントの条件

の項を参照してください。

5.2.1. データベースの条件
Pandora FMS をインストールするには、 MySQL データベースが動作している必要があります
(Oracle および PostgreSQL は、まだ実験的サポートです )。つまり、Pandora FMS をインストールす
る前に、サーバで MySQL サーバが動作している必要があります。 Pandora FMS をインストールす
るのと同じサーバでも、 Pandora FMS サーバ/コンソールから TCP/IP ネットワーク越しにアクセス

可能な別サーバでも構いません。次の情報が必要です。
• MySQL サーバの IP アドレス (Pandora FMS サーバと同じサーバにインストールした場合
は localhost です)
• データベースとユーザを作成できる 権限のあるユーザ ( 通常は root) 。このユーザは、
Pandora FMS サーバホストの IP アドレスから接続できる必要があります。
• 権限ユーザの パスワード。

上記の調整は、Pandora FMS をインストールする前に行う必要があります。MySQL
サーバのインストール方法がわからない場合は、それに関するオンラインドキュメントを
確認してください。OS や Linux のディストリビューションごとに異なります。

5.2.2. エージェントの条件
リモートエージェントは、最低限の環境のオペレーティングシステムが動作している機器で実行可
能です。
Linux 以外では、Pandora FMS エージェントは、以下のシステムで動作します。

コンポーネント
Pandora Agent 4.0 またはそれ以上

OS
• Linux (全ディストリビューション)
• HPUX 11.x またはそれ以上で、Perl 5.8 以上が
必要。
• AIX 4.3.3 またはそれ以上で、Perl 5.8 以上が必
要。
• BSD (NetBSD, OpenBSD, FreeBSD) で、Perl 5.8
以上が必要。
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• MacOSX.
• Solaris 8 またはそれ以上で、Perl 5.8 以上が必要。
• Windows NT4 (特別なバージョンに関する説明
を参照してください)
• Windows XP
• Windows 2000
• Windows 2003
• Windows 2008
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 2012
Pandora Android エージェント 2.0 ま
たはそれ以上

• Android 2.2 またはそれ以上

Pandora 組み込みエージェント 4.0 ま
たはそれ以上

• 組み込みデバイスでコンパイルが必要

他のオペレーティングシステムでも動作しますが、公式にはサポートしていません。
エージェントは、Windows NT4 では動作しません。旧バージョンの Windows システム
のモニタは、Cygwin 環境をインストールし、Linux 用エージェントをインストールするこ
とにより可能です。しかし、Windows 専用のエージェントに比べるとパフォーマンスは
低くなります。

加えて、UNIX 環境では次のツールがインストールされている必要があります。
• Perl 5.8 またはそれ以上
• オプションとして、 unzip パッケージと、それを Pandora FMS エージェントのユーザが実行
できるパスが設定されていること (このパッケージは、ファイルコレクションを使う場合のみ必
要です)
• オプションとして、ローカルインベントリプラグインを利用してハードウエア情報を取得した
い場合は、 lshw ツールをインストールし、システムの path に含めて実行できるようにする

必要があります。

5.2.3. サーバの条件
iThreads が有効にされた Perl 5.8 が動作していれば、どんなオペレーティングシステムでも動作し
ますが、 Linux のみを推奨およびサポートしています。推奨するディストリビューションは、 SUSE
(SUSE もしくは OpenSuse) および Ubuntu / Debian です。 BSD や Solaris で動作している事例も

あります。
Pandora FMS は、情報を保存するために MySQL サーバを必要とします。 MySQL は、それがサ
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ポートしている環境であれば、Windows、Linux、Solaris などどこにでもインストールできます。
サーバが動作するためには、Perl 5.8 のインストールが必須です。加えて、Pandora FMS の SNMP
サービスを使うためには、 SNMP のパッケージ (net-snmp) が必要です。また、データベース
(MySQL) も必要です。 また、自動検出の拡張機能を使うためには、 nmap および、オプションで
xprobe2 のパッケージが必要です。ネットワークの自動検出には、 Perl の traceroute ライブラリが
必要です。 Windows システムに対して WMI クエリを行うためには、WMI クライアントバイナリが必
要です。クライアントバイナリは、 SAMBA プロジェクト (v4) の一部として提供されているもので、
UNIX 環境でも難しいことはなく、ソースからコンパイル可能です。

5.2.4. コンソールの条件
コンソールサーバとしては、 Linux システムを推奨します。しかし、ウェブインタフェースは、純粋に
AMP (Apache, MySQL, PHP) アプリケーションですので、それらがサポートしているシステム
(Windows, UNIX, etc..) であれば、動作可能です。

5.2.5. ウェブの操作を行う管理者の条件
コンソールの操作にはウェブブラウザが必要です。利用開始時はフラッシュプラグインは不要です
が、グラフの参照のためにフラッシュプラグインをインストールすることを推奨します。

5.2.6. パッケージの依存関係
Pandora FMS は、Linux OS に大きく依存しています。デフォルトでは必要な追加パッケージがイン
ストールされていないかもしれません。インストールの説明で、 Debian, Ubuntu, OpenSUSE におけ

る依存パッケージの詳細を示します。

5.3. インストールの前に
5.3.1. MySQL
Pandora FMS を設定する前に、 MySQL サーバが必要です。作業ステップの中で、動作している
MySQL サーバへアクセスする必要があるためです。それには、 MySQL が動作している状態にす
る必要があります。 Pandora FMS と同時に MySQL サーバをインストールしている場合は、 Pandora
の設定の前に MySQL サーバの設定をすることを忘れないようにしてください。方法は簡単で、以
下の 2 つのステップを実行します。
1. MySQL サーバーデーモンを起動します。
/etc/init.d/mysql start

2. MySQL の root ユーザのパスワードを設定します。
mysqladmin password <password>
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ここで、'<password>' は、mysql の root ユーザに設定するパスワード (システムの "root" ユーザの
それとは異なるものにします ) を指定します。このパスワードは、Pandora FMS のインストール処理
の中で聞かれます。

5.3.2. Pandora FMS のインストール順
Pandora FMS のインストールは、次の順番で行う必要があります。
1. Install console
2. Install server

なぜならば、MySQL データベースの設定は、コンソールソールの初期設定時に行われ、コンソー
ルのインストールプロセスが完了していないとサーバが動作しないためです。
また、Pandora FMS サーバと、Pandora FMS コンソールは、別々のマシンにインストールすることも
できます。サーバは、設定ファイルを通して、リモートの MySQL データベースを使うように設定す
ることもできるためです。
エージェントのインストールに関しては、サーバおよびコンソールのインストールの前でも後でも構
いません。エージェントは単独で動作し、さまざまなマシンにインストールできます。

5.3.3. Enterprise 版のインストール
バージョン 4.0.2 から、Pandora FMS のライセンス番号により Enterprise 版の機能が有効になりま
す。つまり、バージョン 4.0.2 の Enterprise 版からは、正しいライセンス番号を入力しないと動作し
ません。最初にオープンソース版をインストールし、ライセンス番号を設定してから Enterprise 版を
インストールするという順番で行います。まとめると次の通りです。
• オープンソース版のコンソールをインストールします。
• コンソールにアクセスし、設定 (setup)画面へ行きライセンスを入力します。 (画面を以下に
示します)
• Enterprise 版のコンソールをインストールします。

違う順番で進めた場合でも、画面にエラーが表示されますがライセンスを入力することができます 。
ライセンスの確認はコンソールでのみ実施されます。サーバでは実施されません。
ライセンスは、メインの設定画面(設定)で入力します:

5.3.3.1. Enterprise 版に必要なもの
ICMP Enterprise サーバを利用するためには、NMAP 5.51 またはそれ以上が必要です。
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5.4. アプライアンス CD によるインストール
画像がたくさんあり説明が長くなるため、別セクションに分けています。アプライアンス CD を参照く
ださい。

5.5. SUSE へのインストール (OpenSUSE or SLES)
5.5.1. 公式リポジトリを使った自動インストール
このインストール手法を行うには、インターネットにアクセスできる環境である必要があります。この
方法は簡単で早いです。すべてのステップは、 root ユーザにて実行するか、 sudo にてコマンドを
実行する必要があります。
ステップ 1. リポジトリ作成
zypper ar -G http://artica.es/suse PandoraFMS_Official_Repo

ステップ 2. リポジトリ情報の更新
zypper refresh

ステップ 3. Pandora FMS のインストール
zypper install pandorafms_agent_unix pandorafms_console pandorafms_server mysqlcommunity-server apache2-mod_php5

これの一つのコマンドにより、Pandora FMS と全依存ファイルがインストールされます。

5.5.2. 手動 RPM インストール
5.5.2.1. ソフトウエアリポジトリの設定
SLES でのソフトウエアインストールは、 RPM パッケージにて行います。 RPM パッケージには、販
売元 (Novell) から提供されるインストール DVD/CD 、HTTP/FTP リポジトリに含まれる公式のパッ
ケージや、SUSE (OpenSUSE) の開発者・ユーザコミュニティで管理されている非公式のリポジトリ
で配布されているものがあります。リポジトリへはインターネットでアクセスでき、個々の RPM パッ

ケージのダウンロードが可能です。それをサーバにコピーし、コマンドラインからインストールできま
す。
SLES は、パッケージ管理およびリポジトリ管理のためのインタフェース YAST があります。このイン
タフェースは、ディスクパーティション、ソフトウエアのインストール、ネットワークの設定など、 SLES
の全体を管理するために利用します。これは、 GUI (X) やコンソール、SSH 経由でリモートから利

用することができます。
本ドキュメントでは、依存関係を解決しながらパッケージをインターネット上のリポジトリからダウン
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ロードできる Suse のツール Zypper を利用します。Zypper は便利で早いので、もしインストールさ
れていなければインストールしてください。インストールしない場合は、 YaST と SUSE のインストー
ル CD を使ってすべての必要パッケージを手動でインストールする必要があります。
5.5.2.2. 依存パッケージの事前インストール
SUSE に含まれる次の依存パッケージをインストールする必要があります。
apache2 apache2-mod_php5 php5 php5-gd php5-gettext php5-json php5-mbstring php5-ldap
php5-mysql
php5-pear php5-snmp nmap perl-DBD-mysql perl-DBI perl-Date-Calc perl-Date-Manip
perl-HTML-Parser
perl-HTML-Encoding perl-HTML-Tree perl-IO-Socket-INET6 perl-Mail-Sendmail perlNetAddr-IP
perl-SNMP perl-TimeDate perl-XML-Simple perl-libwww-perl mysql-client mysql-Max
mysql
net-snmp xorg-x11-fonts-core php5-pear-db php5-zip graphviz graphviz-gd

SLES ではなく OpenSUSE では、mysql-max というパッケージは存在しません。通常
の Mysql パッケージで問題ありません。

依存パッケージをインストールするには、次のコマンドを実行します。
zypper install ..

引数に上に示した全パッケージを指定してください。実行すると、次のように表示されます。
Getting repositories data...
Reading packets installed...
perl-DBI already installed.
perl-HTML-Parser already installed.
perl-TimeDate already installed.
perl-XML-Simple already installed.
perl-libwww-perl already installed.
xorg-x11-fonts-core already installed.
Resolving dependencies...
Following NEW packages will be installed:
apache2 apache2-mod_php5 apache2-prefork apache2-utils libapr1 libapr-util1
libdnet1
liblua5_1 libmm14 libmysqlclient15 mysql mysql-client mysql-Max net-snmp nmap
perl-Bit-Vector perl-Carp-Clan perl-Data-ShowTable perl-Date-Calc perl-Date-Manip
perl-DBD-mysql perl-HTML-Encoding perl-HTML-Tree perl-IO-Socket-INET6
perl-Mail-Sendmail perl-NetAddr-IP perl-SNMP php5 php5-ctype php5-dom php5-gd
php5-gettext php5-hash php5-iconv php5-json php5-ldap php5-mbstring php5-mysql
php5-openssl php5-pdo php5-pear php5-snmp php5-sqlite php5-tokenizer php5-xmlreader
php5-xmlwriter php5-zip php5-zlib t1lib
Total Size: 19.1 M. After the operation, additional 55.9 M will be used.
Continue? [Yes / no]:

Yes を選択すると、Zypper はパッケージのダウンロードとインストールを開始します。
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完了後、いくつかの追加パッケージのインストールが必要です。 OpenSuse には、Pandora FMS が
必要とする全てのパッケージがありません。これらの依存パッケージは、追加 RPM として提供され
ています。追加の RPM は次の通りです。
perl-net-traceroute-pureperl perl-time-format php-pear-xml_rpc wmic smstools

これらの RPM ファイルは、 Pandora FMS の公式サイトから入手できます。これらのファイルを適当
なディレクトリ (/tmp/extra など) に置いて、そこで次のコマンドを実行します。
rpm -i *.rpm

5.5.2.3. エージェントのインストール
我々のウェブサイトから次のファイルをダウンロードします。 (バージョン番号やその他細かい部分
は異なる場合があります)
pandorafms_agent-3.0.0-1.noarch.rpm

インストールには、以下のコマンドを実行します。
rpm -i pandorafms_agent-3.0.0-1.noarch.rpm

次のメッセージが表示されることがありますが、ワーニングでありエラーではありませんので無視し
て構いません。
Insserv:warning:script 'smsd' missing LSB tags and overrides Insserv:default-start undefined,
assuming default start runlevel (s) for script 'smsd'.

5.5.2.4. サーバのインストール
エージェントと同様に、次のコマンドを実行します。
rpm -i pandorafms_server-3.0.0-1.noarch.rpm

エージェントを先にインストールしている場合、次のワーニングが表示されますが問題はありませ
ん。
useradd: Account `pandora' already exists.

5.5.2.5. コンソールのインストール
上記と同様に、Pandora FMS コンソールを含んだパッケージを rpm コマンドでインストールします。
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rpm -i pandorafms_console-3.0.0-1.noarch.rpm

5.5.2.6. エンタープライズ版のインストール
同様に、エンタープライズ版のコンソールとサーバのパッケージを rpm コマンドでインストールしま
す。
rpm -i pandorafms_console_enterprise-3.0.0-1.noarch.rpm
rpm -i pandorafms_server_enterprise-3.0.0-1.noarch.rpm

エンタープライズ版を認識させるためには、 Pandora FMS サーバを次のように再起動する必要が
あります。
/etc/init.d/pandora_server restart

5.5.3. Pandora FMS のアンインストール
Pandora FMS の各コンポーネントは、次のコマンドでアンインストールできます。
rpm -e pandorafms_agent
rpm -e pandorafms_console
rpm -e pandorafms_server

(設定ファイルを含む)パッケージのすべてのファイルが削除されます。 なお、 Pandora FMS のパッ
ケージがアンインストールされても、 Pandora FMS データベースは削除されません。データベース

の削除は手動で行う必要があります。

5.6. Red Hat Enterprise Linux / Fedora / CentOS へのインストール
インストール方法は、 SUSE と似ています。ただし、 RHEL/CentOS/Fedora の RPM パッケージは、
SUSE のものとは異なり、互換性はありません。

5.6.1. Pandora FMS リポジトリを利用した自動インストール
YUM およびインターネットへアクセスできる環境が必要です。最初に、 CentOS6 用の Pandora
FMS 公式リポジトリへのリファレンスを作成する必要があります。RHEL6 の場合も同様です。
vi /etc/yum.repos.d/pandorafms.repo

以下の設定を追加します。
[artica_pandorafms]
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name=CentOS6 - PandoraFMS official repo
baseurl=http://artica.es/centos6
gpgcheck=0
enabled=1

リポジトリ情報を更新します。
yum makecache

MySQL サーバとともに Pandora FMS をインストールすることができます。 (依存関係上は "オプショ
ン" となっていますが、 MySQL サーバがインストールされていない場合はインストールする必要が
あります。)
yum install pandorafms_console pandorafms_server mysql-server

これにより、すべての依存関係のある RPM がダウンロードされインストールされます。あとは利用
できるように設定するだけです。

5.6.2. RPM ファイルの手動インストール
ほとんどの依存ファイルは、 YUM もしくはその他自動パッケージツールで解決できます。 RPM の
定義で必要な依存パッケージが指定されています。
yum install php php-gd graphviz php-mysql php-pear-DB
snmp \
php-ldap php-common php-zip

php-mbstring php-ldap php-

yum install perl-HTML-Tree perl-DBI perl-DBD-mysql perl-libwww-perl perl-XMLSimple \
perl-XML-SAX perl-NetAddr-IP net-snmp net-tools perl-IO-Socket-INET6 perl-Socket6 \
nmap wmic sudo xprobe2 make perl-CPAN perl-JSON net-snmp-perl perl-Time-HiRes perlXML-Twig

いくつかの依存ファイル (wmic や xprobe2) は公式の RHEL リポジトリには存在しません。これら
は、我々の Sourceforge サイトの Tools and dependencies にて提供しています。
Red Hat Enterprise Linux 用の正しいパッケージをダウンロードするよう注意してください。

警告: RHEL6 以前のバージョンを利用している場合、いくつかの依存ファイル名が異なります。た
とえば、CentOS5, RHEL5 で perl-SNMP は net-snmp-perl です。
RPM をインストールするには、rpm -i コマンドまたは、yum コマンドを次のように利用します。
rpm -i pandorafms_server-3.2-2.noarch.rpm

または、
yum install pandorafms_server-3.2-2.noarch.rpm
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重要事項 RHEL/CentOS 5.x では、デフォルトで PHP 5.1 が提供されています。これは、 Pandora
FMS で は 使 え ま せ ん 。 PHP 5.2 か そ れ 以 上 が 必 要 で す 。 そ の た め に は 、 PHP 5.2 を 含 む
CentOS5/RHEL5 用の以下のリポジトリの利用をお勧めします。
[c5-testing]
name=CentOS-5 Testing
baseurl=http://dev.centos.org/centos/5/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing

5.6.2.1. Enterprise 版のインストール
Pandora FMS Enterprise 版のパッケージをインストールするには、 rpm パッケージインストールコ

マンドを実行します。
rpm -i pandorafms_console_enterprise-3.0.0-1.noarch.rpm
rpm -i pandorafms_server_enterprise-3.0.0-1.noarch.rpm

Enterprise 版の機能を有効にするために、Pandora FMS サーバを再起動する必要があります。
/etc/init.d/pandora_server restart

5.7. Debian/Ubuntu へのインストール
Pandora FMS のインストールは、バージョン 10.04 以降に行うことをお勧めします。 Debian の安定
版(Squeeze) では、いくつかの追加ソフトのバージョンが古いために問題が発生します。 Debian の
LWP ライブラリは、いくつかの SSL 機能が実装されていません。そして、この機能は Enterprise
WEB モジュールでのモニタリングに必要で、 LWP の新たなバージョンを (手動で)インストールする
ことにより修正することができます。同様に、 Enterprise の ICMP サーバを利用するには、バージョ
ン 5.2 以上の NMAP が必要です。Squeeze に付属のものは 5.0 です。非公式の DEB パッケージ

の利用や自分自身でコンパイルして新しいバージョンをインストールすることができます。
Debian Squeeze にインストール場合、snmp-mibs-downloader パッケージのためにフ
リーではないリポジトリを追加する必要があります。

Debian/Ubuntu を選択した場合、debian のパッケージの性質上、インストールするには
インターネット接続ができるかローカルのパッケージリポジトリが必要です。Debian では、
一つの依存ファイルがさらに複数の依存をしていることがあるため、オンラインリポジトリ
にアクセスできない環境でのインストールは大変難しいです。
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5.7.1. Artica のプライベートリポジトリを使ったインストール
必要な Ubuntu/Debian パッケージをすべて含んだ Artica のプライベートリポジトリを追加すること
による、簡単で早い方法があります。
/etc/apt/sources.list ファイルを編集し、次の行を加えます。
deb http://www.artica.es/debian/squeeze /

root (もしくは sudo を利用) で apt-get update を実行します。
apt-get update

Pandora FMS を apt-get でインストールします。
root@debian:~# apt-get install pandorafms-console pandorafms-server pandorafmsagent-unix
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common dbconfig-common graphviz
libapache2-mod-php5 libcgraph5 libcurl3 libgd2-xpm libgvpr1
libio-socket-inet6-perl libnetaddr-ip-perl libonig2 libqdbm14 libsnmp-perl
libsocket6-perl libssh2-1 libtime-format-perl
libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl libxml-simpleperl nmap php-db php-gettext php-pear php5 php5-cli php5-common
php5-curl php5-gd php5-ldap php5-mysql php5-snmp php5-suhosin php5-xmlrpc smistrip
snmp snmp-mibs-downloader snmpd xprobe
Suggested packages:
apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom graphviz-doc libgd-tools php5-dev
The following packages will be REMOVED:
libgd2-noxpm
The following NEW packages will be installed:
apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common dbconfig-common graphviz
libapache2-mod-php5 libcgraph5 libcurl3 libgd2-xpm libgvpr1
libio-socket-inet6-perl libnetaddr-ip-perl libonig2 libqdbm14 libsnmp-perl
libsocket6-perl libssh2-1 libtime-format-perl
libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl libxml-simpleperl nmap pandorafms-agent-unix pandorafms-console
pandorafms-server php-db php-gettext php-pear php5 php5-cli php5-common php5-curl
php5-gd php5-ldap php5-mysql php5-snmp php5-suhosin php5-xmlrpc
smistrip snmp snmp-mibs-downloader snmpd xprobe
0 upgraded, 44 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 40.9 MB of archives.
After this operation, 90.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
pandorafms-agent-unix pandorafms-console pandorafms-server
Install these packages without verification [y/N]? y
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5.7.2. 手動インストール
5.7.2.1. 依存パッケージの事前インストール
Debian/Ubuntu では、次のパッケージが必要です。

サーバ:
snmp snmpd libtime-format-perl libxml-simple-perl libdbi-perl libnetaddr-ip-perl
libhtml-parser-perl wmi-client xprobe2 nmap traceroute
libio-socket-inet6-perl libhtml-tree-perl libsnmp-perl snmp-mibs-downloader
libio-socket-multicast-perl libsnmp-perl libjson-perl

wmi-client パッケージがリポジトリに無い場合は、 Pandora FMS sourceforge ウェブサ
イト からダウンロードしてください。

Debian Squeeze にインストールする場合は、snmp-mibs-downloader パッケージのため
にフリーではないリポジトリを追加する必要があります。

コンソール:
php5 libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server php5-gd php5-mysql php-pear php5-snmp
php-db php-gettext
graphviz mysql-client php5-curl php5-xmlrpc php5-zip php5-ldap

サーバもしくはコンソールのパッケージをインストールするためには、事前に依存パッケージをイン
ストールする必要があります。インストールするには、 root 権限にて apt-get コマンドを次のように
実行します。
apt-get install snmp snmpd libtime-format-perl libxml-simple-perl libdbi-perl
libnetaddr-ip-perl \
libhtml-parser-perl wmi-client xprobe2 nmap libmail-sendmail-perl traceroute libiosocket-inet6-perl \
libhtml-tree-perl php5 libapache2-mod-php5 apache2 mysql-server php5-gd php5-mysql
php-pear php5-snmp \
php-db php-gettext graphviz mysql-client php5-curl php5-xmlrpc php5-ldap libsnmpperl snmp-mibs-downloader \
libio-socket-multicast-perl libsnmp-perl libjson-perl

注意: 一つのコマンドの中で改行を入れるために \文字を入れています。\ を含めてコマンドライン
にコピー & ペーストできます。
Debian/Ubuntu システムに対して、このコマンドで Pandora FMS のサーバとコンソールで必要な

依存パッケージがインストールされます。
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5.7.2.2. DEB パッケージでの Pandora FMS のインストール
deb パッケージのインストールはとても簡単です。最初に必要なパッケージをすべてダウンロードし、

それを置いたディレクトリにて次のコマンドを実行します。
以下のようにするとすべてインストールされます。必要なもののみを指定することもできます。
dpkg -i pandorafms-console_xxx.deb pandorafms-server_xxxx.deb

コマンドを実行したときに、いくつかの依存関係の問題が表示された場合は、次のコマンドで自動
的に解決することができます。
apt-get -f install

このコマンドにより、 Pandora FMS をインストールするのに必要なパッケージすべてを自動的にダ
ウンロードします。パッケージのインストールが完了すると、 Pandora FMS のコンポーネントのインス
トールができます。
コンソールのインストール

Pandora FMS コンソールのインストールを完了するには、コンソールの URL にアクセスしインス
トールウィザードを実行する必要が あります。コンソールをインストールしたサーバの IP が
10.20.34.54 であれば、次の URL にアクセスします。
http://10.20.34.54/pandora_console

5.7.3. Pandora FMS のアップグレード
新しいバージョンのインストールには、dpkg -i を利用するか、Artica のリポジトリを利用するの
であれば、apt-get update & apt-get upgrade を利用します。

5.7.4. Pandora FMS のアンインストール
dpkg -r pandorafms-console-enterprise
dpkg -r pandorafms-console

5.8. FreeBSD へのインストール
Pandora FMS 3.2 から FreeBSD をサポートしています。

5.8.1. ithread 対応 perl のインストール
pandora server デーモンを実行するためには、 perl が thread 対応でコンパイルされている必要が
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あります。 しかし、 FreeBSD の perl 5.x (5.8 またはそれ以降の ) パッケージ、 perl-5.x.x.pkg は、ス
レッドが有効になっていないため、利用できません。
perl 5.x を次のように ports を使ってコンパイル、インストールします。
cd /usr/ports/lang/perl5.x
make config
-> Enable THREADS.
make
make install

5.8.2. 依存パッケージの事前インストール
FreeBSD では、次のツールが必要です。

サーバ:
databases/p5-DBI mail/p5-Mail-Sendmail net-mgmt/p5-NetAddr-IP textproc/p5-XML-Simple
devel/p5-Time-Format www/p5-HTML-Parser net/p5-Net-Traceroute-PurePerl
net/p5-IO-Socket-INET6 database/p5-DBD-mysql textproc/p5-XML-Twig converters/p5-JSON
net-mgmt/p5-Net-SNMP security/nmap net/xprobe sysutils/coreutils

pandora サーバをインストールするためには、事前に依存パッケージをインストールする必要があ
ります。ports を使ってインストールしてください。package は利用できません。

すべての依存パッケージを以下のようにインストールします。
例) p5-DBI のインストール
cd /usr/ports/databases/p5-DBI
make
make install

コンソール:
www/apache22, lang/php5, net-mgmt/php5-snmp, www/php5-session, devel/php5-gettext,
converters/php5-mbstring, net/php5-ldap, databases/php5-mysql, raphics/php5-gd,
archivers/php5-zip,
archivers/php5-zlib, devel/php5-json, ftp/php5-curl, devel/pear, databases/pear-DB,
net/pear-XML_RPC,
graphics/graphviz (GTK, GDK_PIXBUF, PERL, PHP をチェックします)

pandora コンソールをインストールするためには、事前に依存パッケージをインストールする必要
があります。ports もしくは package を利用出来ます。

5.8.3. pandora コンソールのインストール
FreeBSD 用の pandora コンソールパッケージはありません。 インストーラを使ってインストールする

必要があります。
インストーラを使ったインストール方法については、「 Linux/Unix へのソースからの手動インストー
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ル 」にて説明しています。
apache22 をインストールした FreeBSD での pandora_console ディレクトリは次の通りです。
/usr/local/www/apache22/data/pandora_console

5.8.4. pandora サーバのインストール
FreeBSD 用の pandora サーバパッケージはありません。 インストーラを使ってインストールする必

要があります。
インストーラを使ったインストール方法については、「 Linux/Unix へのソースからの手動インストー
ル 」にて説明しています。
ファイルの配置と起動スクリプトの構造が Linux とは異なります。 以下に FreeBSD 特有の部分を
記載します。
インストールの後に、次の行を /etc/rc.conf に追加する必要があります。
pandora_server_enable="YES"
tentacle_server_enable="YES"

pandora サーバ (pandora と tentacle) を有効にするには、これらの設定が必要です。 設定をしな

いと、起動されません。
FreeBSD では、ほとんどの pandora サーバファイルが /usr/local 以下にインストールされます。
pandora_server, tentacle_server:
/usr/local/bin/pandora_server
/usr/local/bin/tentacle_server

起動スクリプト:
/usr/local/etc/rc.d/pandora_server
/usr/local/etc/rc.d/tentacle_server

設定ファイル:
/usr/local/etc/pandora/pandora_server.conf

util:
/usr/local/share/pandora_server/util/*

man ファイル:
/usr/local/man/man1/*
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その他、data_in およびログディレクトリは Linux と同じです。

5.8.5. pandora エージェントのインストール
FreeBSD 用の pandora エージェントパッケージはありません。 インストーラを使ってインストールす

る必要があります。
インストーラを使ったインストール方法については、「 Linux/Unix へのソースからの手動インストー
ル 」にて説明しています。
ファイルの配置と起動スクリプトの構造が Linux とは異なります。 以下に FreeBSD 特有の部分を
記載します。
インストールの後に、次の行を /etc/rc.conf に追加する必要があります。
pandora_agent_enable="YES"

pandora エージェントを有効にするには、この設定が必要です。 設定をしないと、起動されません 。
FreeBSD では、ほとんどの pandora エージェントファイルが /usr/local 以下にインストールされま

す。
エージェント:
/usr/local/bin/pandora_agent

起動スクリプト:
/usr/local/etc/rc.d/pandora_agent

設定ファイル:
/usr/local/etc/pandora/pandora_agent.conf

プラグイン:
/usr/local/share/pandora_agent/plugins/*

man ページ:
/usr/local/man/man1/*

その他 data_out およびログディレクトリは、Linux と同じです。
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5.9. NetBSD へのインストール
Pandora FMS 5.0 から NetBSD をサポートしています。

5.9.1. 依存パッケージの事前インストール
NetBSD では、次のツールが必要です。

サーバ:
mysql55-server databases/p5-DBI mail/p5-Mail-Sendmail net/p5-NetAddr-IP textproc/p5XML-Simple
time/p5-Time-Format www/p5-HTML-Parser net/nmap net/p5-IO-Socket-INET6
database/p5-DBD-mysql textproc/p5-XML-Twig sysutils/coreutils converters/p5-JSON
net/net-snmp

pandora サーバをインストールするためには、事前に依存パッケージをインストールする必要があ
ります。'pkgsrc' を使ってインストールしてください。

すべての依存パッケージを以下のようにインストールします。
例) p5-DBI のインストール
cd /usr/pkgsrc/databases/p5-DBI
make
make install

また、cpan を用いて、'Net::Traceroute::PurePerl' および 'LWP::Simple' をインストールします。
perl -MCPAN -e 'install Net::Traceroute::PurePerl'
perl -MCPAN -e 'install LWP::Simple'

'xprobe' はソースコードからビルドする必要があります。

以下からダウンロードできます。 http://sourceforge.net/projects/xprobe/files/latest/download
エラーでコンパイルできない場合は、次のファイルを編集して再度試してみてください。
• 'libs-external/USI++/src/ip.cc' に ' include <cstdlib> ' を追加。
• 'libs-external/USI++/src/misc.cc' に ' include <cstdlib> ' を追加。
• 'libs-external/USI++/usi++/tcp.h' に ' include <cstring> ' を追加。

コンソール:
www/apache22, lang/php54, net/php-snmp, www/ap-php, devel/php-gettext,
converters/php-mbstring, databases/php-ldap, databases/php-mysql, raphics/php-gd,
archivers/php-zip, archivers/php-zlib, textproc/php-json, www/php-curl, lang/pear,
databases/pear-DB, graphics/graphviz,

pandora コンソールをインストールするためには、事前に依存パッケージをインストールする必要
があります。'pkgsrc' を利用出来ます。
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加えて、pear を使って 'XML_RPC' をインストールする必要があります。
pear install XML_RPC

5.9.2. pandora コンソールのインストール
NetBSD 用の pandora コンソールパッケージはありません。 インストーラを使ってインストールする

必要があります。
インストーラを使ったインストール方法については、「 Linux/Unix へのソースからの手動インストー
ル 」にて説明しています。
apache22 をインストールした NetBSD での pandora_console ディレクトリは次の通りです。
/usr/pkg/share/httpd/htdocs/pandora_console

5.9.3. pandora サーバのインストール
NetBSD 用の pandora サーバパッケージはありません。 インストーラを使ってインストールする必

要があります。
インストーラを使ったインストール方法については、「 Linux/Unix へのソースからの手動インストー
ル 」にて説明しています。
ファイルの配置と起動スクリプトの構造が Linux とは異なります。 以下に NetBSD 特有の部分を記
載します。
インストールの後に、次の行を /etc/rc.conf に追加する必要があります。
pandora_server="YES"
tentacle_server="YES"

pandora サーバ (pandora と tentacle) を有効にするには、これらの設定が必要です。 設定をしな

いと、起動されません。
NetBSD では、ほとんどの pandora サーバファイルが /usr/local 以下にインストールされます。
pandora_server, tentacle_server:
/usr/local/bin/pandora_server
/usr/local/bin/tentacle_server

起動スクリプト:
/etc/rc.d/pandora_server
/etc/rc.d/tentacle_server

設定ファイル:
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/usr/local/etc/pandora/pandora_server.conf

util:
/usr/local/share/pandora_server/util/*

man ファイル:
/usr/share/man/man1/*

その他:
data_in およびログディレクトリは Linux と同じです。

5.9.4. pandora エージェントのインストール
NetBSD 用の pandora エージェントパッケージはありません。 インストーラを使ってインストールす

る必要があります。
インストーラを使ったインストール方法については、「 Linux/Unix へのソースからの手動インストー
ル 」にて説明しています。
ファイルの配置と起動スクリプトの構造が Linux とは異なります。 以下に NetBSD 特有の部分を記
載します。
インストールの後に、次の行を /etc/rc.conf に追加する必要があります。
pandora_agent="YES"

pandora エージェントを有効にするには、この設定が必要です。 設定をしないと、起動されません 。
NetBSD では、ほとんどの pandora エージェントファイルが /usr/local 以下にインストールされます。

エージェント:
/usr/local/bin/pandora_agent

起動スクリプト:
/etc/rc.d/pandora_agent

設定ファイル:
/usr/local/etc/pandora/pandora_agent.conf
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プラグイン:
/usr/local/share/pandora_agent/plugins/*

man ページ:
/usr/share/man/man1/*

その他:
data_out およびログディレクトリは、Linux と同じです。

5.10. Linux/Unix へのソースからの手動インストール
開発版やリポジトリのソースを利用したい場合は、この方法でインストールします。

5.10.1. 必要なソフトウエアの事前インストール
ソースから Pandora FMS をビルドするには、コンパイルおよびインストールするための基本ソフトが
必要です。make、gcc、その他のパッケージがインストールされている必要があります。
debian/ubuntu では、それらすべてを含んだ metapackage があります。
apt-get install build-essentials subversion

SUSE/Redhat/Fedora では、個別にインストールする必要があります。
zypper install make automake subversion

5.10.2. ソースのダウンロード
ソースを入手する簡単な方法は、アーカイブ (.tar.gz, .tgz, .tar.bz2) をダウンロードし、展開すること
です。アーカイブは、Pandora の公式サイト http://pandorafms.org からダウンロードできます。
もし、安定版や開発版の最新のソースを使いたい場合は、 Subversion (svn) クライアントを利用しま
す 。 詳 し く は 、 Pandora FMS 公 式 サ イ ト の 開 発 の ペ ー ジ http://pandorafms.org/index.php?
sec=community&sec2=development&lang=jp を参照してください。
開発版をダウンロードするには、SVN クライアントを次のように実行します。
svn co https://svn.code.sf.net/p/pandora/code/

5.10.3. エージェントのインストール
エージェントは、コンパイルの必要はありません。 pandorafms_3.0_unix.tar.gz を入手したら次の
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操作を行います。
1. root になる
su -

2. /tmp にコピーし、そこで以下のコマンドを実行する
tar xvzf pandorafms_3.0_unix.tar.gz
cd linux
./pandora_agent_installer --install

3. 手動でエージェントを起動する
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start

5.10.3.1. エージェントのカスタムインストール
バージョン 3.1 からは、 /opt/pandora など、完全にカスタムなディレクトリにエージェントをインス
トールすることができます。このカスタムディレクトリに、エージェントの設定ファイル、ログファイル、
プラグインや man ページの全てが入ります。
カスタムディレクトリを指定するには、次のように実行します。
./pandora_agent_install --install /opt/pandora

指 定 し た デ ィ レ ク ト リ 以 外 に 作 成 さ れ る フ ァ イ ル は 、 起 動 ス ク リ プ ト の
/etc/init.d/pandora_agent_daemon (UNIX の 種 類 よ っ て 異 な り ま す ) お よ び
/etc/rc.d/rc2.d/S90pandora_agent_daemon 等のリンクファイルのみとなります。
また、root 以外のユーザでエージェントを実行するようにインストールすることもできます。たとえば
pandora ユーザで実行する場合は、次のようにインストールする必要があります。
./pandora_agent_install --install /home/pandora pandora

カスタムユーザを指定した場合は、ユーザに書き込み権限があるディレクトリを指定してインストー
ルする必要があります(上記の例では /home/pandora)。

5.10.4. コンソールのインストール
pandorafms_console-3.0.0.tar.gz というようなコンソールのアーカイブを入手したら次の通り実行し

ます。
1. root になる
su -
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2. /tmp にコピーし、以下のコマンドを実行する
tar xvzf pandorafms_console-3.0.0.tar.gz
cd pandora_console
./pandora_console_install --install

5.10.4.1. エンタープライズ版のインストール
pandorafms_console_enterprise-3.0.0.tar.gz というような名前のコンソールのアーカイブを入手し

たら、次の通り実行します。
1. root になる
su -

2. /tmp にコピーし、以下のコマンドを実行する
tar xvzf pandorafms_console-3.0.0.tar.gz

オープンソース版 Pandora FMS のコンソールがインストールされているディレクトリに次のようにコ
ピーします。Debian や Ubuntu であれば /var/www/pandora_console 、SUSE, RH, Fedora 等であ
れば /srv/www/htdocs/pandora_console/ などです (ディレクトリはディストリビューションに依存し
ます)。
Debian:
cp -R enterprise /var/www/pandora_console

SUSE:
cp -R enterprise /srv/www/htdocs/pandora_console

ウェブサーバユーザがアクセスできるようにパーミッションを調整します。次のコマンドを実行します。
Debian:
chown -R www-data /var/www/pandora_console/enterprise

SUSE:
chown -R wwwrun /srv/www/htdocs/pandora_console/enterprise

その後、 コンソールの初期設定 に記載の内容を実行します。
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5.10.5. サーバのインストール
pandorafms_server-3.0.0.tar.gz というような名前のサーバのアーカイブを入手したら、次の通り実

行します。
1. root になる
su -

2. /tmp にコピーし、以下のコマンドを実行する
tar xvzf pandorafms_server-3.0.0.tar.gz
cd pandora_server
./pandora_server_installer --install

もし、依存関係の問題があった場合は、インストールの前にそれを解決する必要があります。依存
関係を無視して強制インストールもできますが、Pandora FMS は動作しません。
5.10.5.1. エンタープライズ版のインストール
pandorafms_server_enterprise-3.0.0.tar.gz というような名前のサーバアーカイブを入手したら、

次の通り実行します。
1. root になる
su -

2. /tmp にコピーし、次のコマンドを実行する
tar xvzf pandorafms_server_enterprise-3.0.0.tar.gz
cd PandoraFMS-Enterprise/
perl Makefile.PL
make
make install

もし、オープンソース版の Pandora FMS をインストールしていた場合は、エンタープライズ版の機
能を有効にするために、Pandora FMS サーバを再起動します。
/etc/init.d/pandora_server restart

もし、依存関係の問題があった場合は、インストールの前にそれを解決する必要があります。依存
関係を無視して強制インストールもできますが、Pandora FMS は動作しません。
5.10.5.2. アンインストール / 手動削除
異なるインストール手法 (RPM, tar)で、異なるバージョンのインストールやアップデートをしていると 、
さまざまなバージョンが混じりライブラリやサーバのバージョンが正しくなくなる ことがあります。以
下の手順では、どのバージョンがインストールされているか確認する方法および、それらを消す方
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法を示します。
バイナリは常に /usr/local/bin に置かれ、/usr/bin にリンクされます。確認するためには、次のコマ
ンドを実行します。
ls
ls
ls
ls

-la
-la
-la
-la

/usr/local/bin/pandora_server
/usr/local/bin/tentacle_server
/usr/bin/tentacle_server
/usr/bin/tentacle_server

Pandora のライブラリは、バージョンに依存しています。次のコマンドで、それがどこにインストール

されているかを知ることができます。
find / -name "WMIServer.pm"

Pandora のライブラリがインストールされているパスが次のように表示されます。
/usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS/WMIServer.pm

次のように、複数のパスが表示されるかもしれません。
/usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS/WMIServer.pm
/usr/local/share/perl/PandoraFMS/WMIServer.pm

このような場合、どちらが使われているのかわかりません。その場合、ディレクトリ全体を削除し 、
Pandora FMS を再インストールすることをお勧めします。
rm -Rf /usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS
rm -Rf /usr/local/share/perl/PandoraFMS/

再インストール時は、/etc/pandora/pandora_server.conf のバックアップを忘れずにしてください。

5.10.6. サーバのアップデート: サーバのコンパイルと手動インストール
一般的なインストールスクリプトを使わない方法もあります。Perl インタープリターを用いて Pandora
FMS のソースをコンパイルすることも可能です。この方法では、ライブラリと最低限の実行ファイル
をインストールします。それ以外の起動スクリプト、メンテナン ススクリプト、設定ファイルなどはイン
ストールされません。これは設定を上書きせずにサーバをアップデートするのに使えます。
この方法を実施するには、次のようにサーバのソースを /tmp に展開してコマンドを実行します。
1. root になる
2. /tmp にコピーし、次のコマンドを実行する
tar xvzf pandorafms_server-3.0.0.tar.gz
cd pandora_server
perl Makefile.PL
make
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make install

画面に表示されるメッセージに注意してください。依存関係の問題やその他問題があった場合、
それが表示されます。 次のようなメッセージが表示された場合は、 Pandora FMS が要求する Perl
パッケージがインストールされていないことを意味します。
Warning: prerequisiete Mail::Sendmail 0 not found
Warning: prerequisiete Net::Traceroute::PurePerl 0 not found

Pandora FMS をインストールするために必要なソフトウエアのインストールについては、上の記述

を参照してください。エラーを無視し、強制インストールすることは可能で す。しかし、必要なコン
ポーネントが欠ているため問題が発生します。ただし、使わないコンポーネントをインストールして
いない (例: traceroute は、Pandora FMS 自動検出サーバでのみ利用しています ) のであれば問
題はありません。
インストール処理により、次のファイルが用意されます。
/usr/local/bin/pandora_server
/usr/local/bin/pandora_exec

また、Pandora FMS が必要とするいくつかの .pm ファイル (Perl ライブラリ) がインストールされます。
これらのライブラリファイルは複数のファイルとしてインストールされ、インストール先はディストリ
ビューションに依存します。例 えば、Ubuntu 9.04 では、以下にインストールされます。
/usr/local/share/perl/5.10.0/PandoraFMS/

SUSE/SLES 11 では以下にインストールされます。
/usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/PandoraFMS/

5.11. Windows エージェントのインストール
エージェントは、実行形式 (.exe) のインストーラとして提供しています。基本的なインストールは、
各ステップでオプションに答えるだけです。 Windows に Pandora FMS エージェントをインストール
するには、それをダウンロードして実行するだけです。インストーラが、選択した言語で各ステップ
をガイドします。以下に Windows Vista へのインストール例を示します。 Pandora FMS は、現在の
いずれの Windows プラットフォーム (2000 以上) でも動作します。
言語を選択します。(日本語はありません)
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インストーラのステップに従います。

ライセンスを確認し、Next をクリックします。
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Pandora FMS エージェントをインストールするディレクトリを選択します。変更することもできます。
その後、Next をクリックします。
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インストール内容を確認し、Next をクリックします。

ファイルがコピーされるのを待ちます。
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エージェントのデータを受け取る Pandora FMS サーバの IP アドレス (もしくはホスト名 ) を設定し
ます。また、データを受け渡すディレクトリを指定します (変更する必要がなければデフォルト値の
ままとしてください)。

Pandora FMS エージェントのサービスを自動起動するかどうか選択します。自動起動設定を行わ
ないと、Windows マシンの再起動をかけた時など手動で起動させる必要があります。
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インストール後は、pandora_agent.conf ファイルにてエージェントのパラメータを変更することがで
きます。設定は、Pandora FMS のメニューからも呼び出すことができます。
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5.11.1. Windows エージェントの GUI に依存しないインストール
バージョン 3 RC3 より、Pandora FMS は Windows エージェントを GUI に依存しない でインストー
ルするオプションがあります。それには、エージェントインストーラに /mode Silent オプションを付
けてを実行します。また、/prefix <Path> オプションで、インストールディレクトリを指定します。
次のように実行します。ここで、 XXXXX はインストーラのバージョンにより変ります。また、 <Path> は、
インストール先のディレクトリパス(スペースが含まれる場合はクオートでくくってください)です。
PandoraFMS_windows_agent_v3.0.XXXXX.setup.exe /mode Silent /prefix <Path>

例えば、バージョン 3.0 RC3 を c:\agente_pandora\ にインストールする場合、次のように実行しま
す。
PandoraFMS_windows_agent_v3.0.RC3.setup.exe /mode Silent /prefix c:\agente_pandora

これにより Pandora FMS エージェントが、指定したパスに デフォルト設定 にてインストールされま
す。また、Pandora FMS のエージェントのサービスが開始されます。なお、インストールを実行する
アカウントには、ソフトウエアインストール権限 / サービス設定権限 が必要です。

5.11.2. GUI に依存しないアンインストール
アンインストーラは、 Pandora FMS をインストールしたディレクトリにある uninstall.exe です。これも
また、 GUI に依存しないアンインストール ができます。そのためには、アンインストーラを /mode
Silent オプションを付けて実行します。
例えば、Pandora FMS がデフォルトのディレクトリにインストールされていたとします。
c:\archivos de programa\pandora_agent

この場合、次のように実行します。
“c:\archivos de programa\pandora_agent\uninstall.exe” /mode silent

5.11.3. Windows エージェントの手動インストール
Windows エージェントは、手動でインストールすることも可能です。手動インストールを理解するた

めには、エージェントがどのように動作するかと、パラメータの設定について理解する必要がありま
す。
エージェントに必要なファイルとディレクトリ構造に関して、以下にまとめます。
• PandoraAgent.exe: Pandora FMS サービスの実行ファイル。後述するパラメータをサポート
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します。
•
•
•
•
•
•
•
•

pandora_agent.conf: メインの設定ファイル。
libcurl.dll: Pandora FMS で利用する FTP でファイルをアップロードするためのライブラリ。
libeay32.dll: Pandora FMS で利用する (SSH および Tentacle) の暗号化接続ライブラリ。
zlub1.dll: Pandora FMS で利用するデータ圧縮ライブラリ。
libodbc++.dll: Pandora FMS で利用する ODBC クエリライブラリ。
pandora_agent.log: メインのエージェントログ
pandora_debug.log: メインのエージェントログ (デバッグ用)
/util: このディレクトリには、 grep, gawk, wc, head, tail などの、 Win32 用のいくつかの unix
ツールが置かれています。また、Pandora FMS サーバへデータを送信するために利用する
tentacle クライアント "tentacle_client.exe" もここにあります。

5.11.3.1. コマンドラインからの PandoraAgent.exe の利用
pandoraagent.exe --help を実行すると、次のような内容が表示されます。
Pandora agent for Windows. Version 3.0(Build 090924)
Usage: pandoraagent.exe [OPTION]
Available options are:
--install: Install the Pandora Agent service.
--uninstall: Uninstall the Pandora Agent service.
--test-ssh: Test the SSH Pandora Agent configuration.
--test-ftp: Test the FTP Pandora Agent configuration.
--process: Run the Pandora Agent as a user process instead of a service.

サービスをインストールする(インストールされていない場合)には、次の通り実行します。
pandoraagent.exe --install

これにより、 .exe があるディレクトリをベースに、サービスが設定されます。 削除したい場合は、次
のように実行します。
pandoraagent.exe --uninstall

Windows の種類によっては、サービスを削除したあとにシステムの再起動が必要です。

コマンドラインから ftp や ssh の接続を試したい場合は、上記ヘルプに表示されたオプションを利
用することができます。
5.11.3.2. Pandora FMS Window エージェントをプロセスとして起動する
デバッグやテストその他のために、エージェントは "プロセス" として起動することができます。その
場合は、コマンドラインから次のように実行します。
pandoraagent.exe --process
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プロセスとして起動する場合は若干制約があります。 Pandora FMS は、エージェントをサービスとし
て SYSTEM ユーザで実行する前提となっているため、権限が無い他のユーザで実行した場合は
正しく動作しません。

5.11.4. Windows NT4 向け Pandora FMS
このエージェントは、 ActiveState DevKit Perl compiler で Unix エージェント (perl) をコンパイルし
たものです。これは、 EXE 実行形式のツールです。 Unix エージェントと同等の機能で NT4 で動
作します。そのため、Pandora FMS にデータを提供するためにコマンドの実行ができます。
WMI を使わないのであれば、どんな Windows マシン (NT4, Win95, Windows 2000-2008, もちろ
ん Windows 7 も) でも動作します。その場合、通常の Pandora FMS windows エージェントは動か

す必要はありません。
5.11.4.1. エージェントのインストール
好みのディレクトリに全ファイルをコピーします。例えば、c:\pandora など。
pandora_agent.conf を編集し設定を行います。ログファイルやテンポラリディレクトリの設定も必要
です。c:\pandora\temp や c:\pandora\log 等を指定します。Pandora エージェントを実行する前に、

ディレクトリは作成しておく必要があります。
5.11.4.2. エージェントの実行
このエージェントはサービスとしては動作しません。スタートアップメニューに入れるか、手動で起
動する必要があります。ショートカットは引数付きで 設定する必要があり、 Pandora FMS エージェ
ントディレクトリを指定します。 c:\pandora にインストールした場合は、起動コマンドは次のようにな
ります。
c:\pandora\pandora_agent.exe c:\pandora

5.11.4.3. サービスとしてのインストール
srvany.exe というツールを使うことによりそれが可能です。 Microsoft のリソースキットに含まれる
ツールで、任意の .exe をサービスとして扱うことができます。 srvany の使い方はドキュメント (リソー
スキットに含まれます) を参照してください。

5.12. 組み込みエージェント
Pandora FMS には、組み込みエージェントと呼ばれる特別なエージェントがあります。クロスプラッ
トフォームで利用できる C 言語で書かれたもので、任意のシステムでコンパイル、リンク、利用する
には、GNU C コンパイラが必要です。このエージェントは、いくつから ARM 環境でテストしていま
す。GNU C コンパイラが動作するシステムであれば、それ以外の特別なものは不要です。

これを利用するには、 Pandora FMS サーバへ情報を送信するために、 tentacle クライアントもコン
パイルおよびリンクする必要があります。
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双方をコンパイルするには、 GNU C 拡張および autotools (autoconf, automake, pkg-config など )
が必要です。
組み込みエージェントのソースは、 SVN または、Sourceforge のファイル配布ページから入手でき
ます。tentacle クライアントについても、SVN またはダウンロードページから別々に入手できます。

5.12.1. 基本的なインストール
パッケージをコンパイルする最も簡単な方法は次の通りです。
1. パッケージのソースがあるディレクトリに cd し、システムにあわせて設定を行うために ./configure
を実行します。System V の古いバージョンで csh を使っている場合は、csh から configure を実行
するのではなく、sh ./configure のように実行する必要があるかもしれません。
configure の実行には少し時間がかかります。実行中は、機能確認のいくつかのメッセージが表示

されます。
2. パッケージのコンパイルのために、make を実行します。
3. オプションで、パッケージのセルフテストのために make check を実行します。
4. プログラムとデータファイル、ドキュメントのインストールのために、make install を実行します。
5. make clean を実行することにより、ソースコードのディレクトリからバイナリおよびオブジェクトファ
イルを削除できます。 configure を実行して生成されたファイルも削除する (別の種類のコンピュー
タでコンパイルしなおす場合など)には、make distclean を実行します。make maintainer-clean もあ

りますが、パッケージの開発者向けのものです。これを実行すると、ディストリビューションと共に配
布される他のプログラムも再生成されます。

5.12.2. インストール名
デ フ ォ ル ト で は 、 make install を 実 行 す る と 、 パ ッ ケ ー ジ の フ ァ イ ル は /usr/local/bin や
/usr/local/etc にインストールされます。 configure のオプションで --prefix=PATH を指定することで、
インストールのプリフィックスを /usr/local 以外に設定できます。 make install では、デフォルトで以
下のファイルをインストールします。
/usr/local/etc/pandora/pandora_agent.conf
/usr/local/bin/pandora/pandora_agent

アーキテクチャに依存したファイルと依存しないファイルを、異なるプリフィックスにインストールこと
もできます。 configure のオプションに --exec-prefix=PATH を指定すると、プログラムおよびライブ
ラリのインストール先のプリフィックスとして PATH を利用します。 ドキュメントと他のデータファイル
は、通常のプリフィックスとなります。
加えて、特殊なディレクトリ構成の場合は、特定の種類のファイルの場所を指定する
--bindir=PATH というオプションを使います。どのようなディレクトリ指定ができ、どのような種類の
ファイルがどこに置かれるかの一覧を見るには、configure --help を実行してください。
パ ッ ケ ー ジ が サ ポ ー ト し て い れ ば 、 configure オ プ シ ョ ン に --program-prefix=PREFIX や
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--program-suffix=SUFFIX を指定することで、特別なプリフィックスやサフィックスでプログラムをイ

ンストールすることができます。

5.12.3. 組み込みエージェントの機能
現時点では、エージェントは基本的な機能のみサポートしています。つまり、情報を取得するため
の module_exec と、module_plugin です。システムから情報を収集するには、外部コマンドの実行
が必要です。
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6 インストール後の初期設定
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インストール後に必要な作業を以下に示します。
1.
2.
3.
4.
5.

Pandora FMS ウェブコンソールのインストールウィザードから、データベースを作成します。
上記のステップで作成した DB へアクセスできるように、サーバの設定を調整します。

サーバを起動します。
ローカルエージェントを起動します。(必要な場合)
Pandora FMS コンソールへアクセスし、利用開始します。

6.1. コンソールの初期設定
全コンポーネント (データベース、コンソール、サーバ、エージェント )が同じマシンで動作している
と仮定します。 もし、まだ MySQL サーバが起動していなければ、起動し root のパスワードを設定
します。
/etc/init.d/mysql start

次 の よ う に パ ス ワ ー ド を 設 定 し ま す 。 こ の 例 で は 、 MySQL の root ユ ー ザ パ ス ワ ー ド を
"pandora123" に設定しています。
mysqladmin password pandora123

その後、Apache サーバを起動します。
/etc/init.d/apache2 start

Pandora FMS の初期設定をウェブから実施するために、ウェブサーバの IP アドレスを確認してお
きます。初期設定では、 Pandora FMS のデータベースを作成し、 DB への必要なアクセス設定
(DB ユーザ名、パスワード、DB 名設定) を実施します。

例えば、IP アドレスが "192.168.5.54" であった場合は、ブラウザで次のようにアクセスします。
http://192.168.5.54/pandora_console/install.php

ここからは、Pandora FMS DB を作成するために、表示されるステップに従います。
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Next をクリックします。
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この画面では、依存関係のあるすべてのソフトウエアがインストールされているかどうか確認します
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ここで、MySQL サーバへの接続を設定します。前述のステップで設定した root ユーザのパスワー
ドを入力します。(pandora123 は例です)

103

コンソールの初期設定

データベースへのアクセスに必要なパスワードが表示されます。
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インストール完了。

ここで、"install.php" を手動で削除する必要があります。Pandora FMS のコンソールをインストール
したディレクトリへ行き、install.php を削除します。
• (DEBIAN/UBUNTU) /var/www/pandora_console
• (FEDORA/CENTOS/REDHAT) /var/www/htdocs/pandora_console
• (SUSE) /srv/www/htdocs/pandora_console
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linux でファイルを削除するには、rm コマンドを利用します。
rm install.php

6.1.1. ライセンスアプリケーション
Pandora FMS Enterprise 版には、それぞれのインストールに異なるライセンスキーがあります
Enterprise 版の機能やコンソールのリモートアップデートを利用するには、コンソールの設定メ

ニューからライセンスを入れる必要があります。
6.1.1.1. 4.0.2 より古いバージョンへのライセンス導入
4.0.2 より前のバージョンでは、ライセンスはコンソールのリモートアップデートに使われていました 。
4.0.2 より古いバージョンの Pandora FMS にライセンスを入れるには、次のようにします。
1. システム管理 (Administration) メニューへ行き、設定(Setup) サブメニューに入ります。そし
て、アップデートマネージャ設定(Update Manager Settings) を選択します。

2. アップデートサーバへ接続するための設定を入力するためのフォームが表示されます。 カスタ
マーキー(Customer Key) フィールドにライセンスコードを入れ、更新(Update) ボタンをクリック

します。
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3. ライセンスコードが正しく入力されたか確認するためには、 操作(Operation) メニューの 拡張
(Extension)サブメニューへ行き、アップデートマネージャ(Update Manager) を選択します。次

のような画面が表示されます。

もし次のような keygen に関するエラーが表示された場合は、次の説明に従って keygen をインス
トールする必要があります。 Keygen のインストール

6.1.1.2. バージョン 4.0.2 およびそれ以降のライセンス
バージョン 4.0.2 およびそれ以降の Pandora FMS ライセンスは、アップデートおよびエンタープラ
イズ版のコードの正規利用を確認するために利用しています。そのため、正しいライセンスである
ことが重要で す。Pandora FMS 4.0.2 およびそれ以降にライセンスキーを入れるには次のステップ
を実行します。
1. システム管理(Administration) メニューの 設定(Setup) の項目に行きます。
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2. アップデートサーバへ接続するための情報を入力する画面が表示されます。 ライセンス情報
(License information)の所に、ライセンスコードを入力します。

3. ライセンスコードが正しく入力できたか確認するには、 操作 (Operation) メニューの 拡張
(Extensions) サブメニューへ行き、アップデートマネージャ (Update Manager) を選択します。

次のような画面が表示されます。
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次のような画面で keygen に関するエラーが表示された場合は、次の章の説明にしたがって
keygen をインストールしてください。 keygen のインストール

6.2. サーバの初期設定と基本設定
Pandora FMS がデータベースを設定し、それにアクセスするための MySQL ユーザを作成します。
DB ユーザ "pandora" には、ランダムなパスワードが生成されます。ここで生成されたパスワードを
Pandora FMS サーバに設定する必要があります。

最終ステップとして、/etc/pandora/pandora_server.conf を編集します。次の行を見つけます。
dbpass pandora

ここの "pandora" と書かれている部分を、ウィザードで生成されたパスワードに書き換えます。この
設定が完了すれば、次のように Pandora FMS サーバを起動できます。
/etc/init.d/pandora_server start

起動時は、次のようなメッセージが表示されます。
Pandora FMS Server 3.0-dev Build PS090915 Copyright (c) 2004-2009 ArticaST
This program is OpenSource, licensed under the terms of GPL License version 2.
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
[*] Backgrounding Pandora FMS Server process.
Pandora Server is now running with PID 2085

tentacle_server はシステム起動時に起動されるように設定されます。マシンを再起動
せずに pandora サーバを動かす場合は、手動でサービスを開始してください。

6.3. エージェントの初期設定と基本設定
データを自動的に収集するために、ローカルエージェントを起動することができます。 (事前設定さ
れたデータを、同一マシンへ tentacle を通して送信されます)
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start

以上で、次の URL で Pandora FMS ウェブコンソールへアクセスできるようになります。
http://x.x.x.x/pandora_console

109

エージェントの初期設定と基本設定
ここで、x.x.x.x は、Pandora FMS コンソールをインストールしたマシンの IP アドレスです。
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7 以前のバージョンからのアップグレード
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7.1. マイナーリリース間のアップグレード
3.1 から 3.1.1 へのアップグレードや、 3.1-rc1 から 3.1-final や 3.1-rc2 へのマイナーバージョンの場

合の例を示します。
同じメジャーバージョンでのアップグレードでは、データベーススキーマの変更はありません。ソフ
トウエアのみをアップグレードすれば良く、データベーススキーマやデータの対応は不要です。
例えば、3.1RC1 から 3.1RC2 など、同じメジャーバージョンでのアップグレードはとても簡単です。
現在インストールしているものを新しいものに置き換えるだけです。以下に手順を示します。
1. データベースをバックアップします。(念のためです。必須ではありません。)
2. 設定ファイルをバックアップします。
/etc/pandora/pandora_server.conf
apache のドキュメントルート以下の pandora_console/include/config.php
/etc/pandora/pandora_agent.conf
カスタムファイル (マップ画像、プラグインなど)

3. RPM, DEB パッケージや tar のソースアーカイブを使って、好みの方法でアップデートします。

7.1.1.1. 追加のネットワークおよびローカルコンポーネントのインストール
Pandora FMS 4.0.3 から、新たなネットワークおよびローカルコンポーネントが追加されています 。

このバージョンを 新規インストールした場合は、デフォルトで導入されています。しかし、以前に
Pandora FMS 4.0.x をインストールしている場合は、これらの新規モジュールを使えるようにするた
めに、いくつかのスクリプトを実行する必要があります。
スクリプトは、<pandora_console>/extras 以下にある次のファイルです。
network_components.mysql.sql
network_components.oracle.sql
network_components.postgreSQL.sql

利用中のデータベースに合わせて正しいスクリプトを実行する必要があります。 MySQL の場合は
次の通りです。
mysql -u root -proot pandora < network_components.mysql.sql

このスクリプトは、新たなコンポーネントグループと新たなネットワークコンポーネントを追加します。
スクリプト実行中に何らかのエラー(例えば、グループがすでに存在した場合のイン
デックスの重複など)が発生した場合は、データベースに新規モジュールをインサート
します。スクリプトは、SQL クエリを書いただけのものです。

エンタープライズ版を利用している場合は、ローカルモジュール用にも似たようなスクリプトが
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<pandora_console>/enterprise/ にあります。
local_components.mysql.sql
local_components.oracle.sql
local_components.postgreSQL.sql

前述のものと同じように、次のようにスクリプトを実行します。
mysql -u root -proot pandora < local_components.mysql.sql

local_component スクリプトを実行する前に、新たなコンポーネントグループを作成す
るために network_component スクリプトを実行する必要があります

7.1.2. .rpm パッケージの利用
RPM システムで同じバージョンの場合は、以下のコマンドでアップグレードすることができます。
rpm -U xxxx.rpm

ただし、時々バージョンの命名規則が異なる場合は問題が発生します。これを避けるためには、
新たらしい RPM パッケージを強制インストールします。
rpm -i --force xxxx.rpm

これは現在の設定を上書きします。 pandora_server.conf および pandora_agent.conf はリストアす
る必要があります。コンソールのアップグレードは問題なくでき、 install.php の削除のみ行う必要が
あります。

エンタープライズ版を利用している場合は、エンタープライズ版のパッケージもここで説明している
のと同様の方法でアップグレードする必要があります。

7.1.3. .deb パッケージの利用
Debian または Ubuntu もしくは、その他 .deb パッケージを利用するシステムを使っている場合は、

以前のパッケージをアンインストールする必要があります。最初に設定とデータファイルをバック
アップすることを忘れないようにしてください。
新しいパッケージをインストールして、設定ファイルをバックアップしたものに置き換えます。
エンタープライズ版を使っている場合は、それも .deb パッケージを使ってアップデートすることを
忘れないようにしてください。
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7.1.3.1. Unix 版 Pandora エージェント
Unix 版 Pandora エージェントをアップデートするとき、インストールの最後の段階で、プラグイン

ファイルを上書きするか尋ねられます。上書きを防ぐために、プラグインを編集している場合は確
認をしてください。

7.1.4. tar アーカイブ / ソースの利用
7.1.4.1. ウェブコンソール
コンソールの場合、まずは Pandora FMS コンソールの tar ファイルを /tmp へ展開します。
cd /tmp
tar xvzf pandorafms_console_3.1xxxx.tar.gz

自動処理
SUSE (Vmware イメージもしくは CD アプライアンス) では次のようにします。
cd /tmp
cd pandora_console
./pandora_console_upgrade -p /srv/www/htdocs/pandora_console

2 つ目のパラメータ ( この例では、 /srv/www/htdocs/pandora_console) は、 Pandora FMS コン

ソールがインストールされている場所です。
Ubuntu/Debian では次のようにします。
cd /tmp
cd pandora_console
./pandora_console_upgrade -p /var/www/pandora_console

手動での対応
Pandora FMS コ ン ソ ー ル の tar フ ァ イ ル を /tmp/pandora_console へ 展 開 し ま す 。
/tmp/pandora_console 以下のファイルを Pandora FMS のディレクトリへコピーします。
SUSE (Vmware イメージまたは CD アプライアンス) では次のようにします。
cp -R /tmp/pandora_console /srv/www/htdocs/
chown -R wwwrun:root /srv/www/htdocs/pandora_console

Ubuntu/Debian では次のようにします。
cp -R /tmp/pandora_console /var/www/
chown -R www-data:root /var/www/pandora_console

/tmp/pandora_console から、テンポラリファイルは削除します。
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rm -Rf /tmp/pandora_console

attachment ディレクトリ内は、apache ユーザ(wwwrun:www や www-data:www-data)で読み書きで

きる必要があります。
エンタープライズ版 (手動のみ)
エンタープライズ版をアップグレードするには、 /enterprise ディレクトリとその中身を Pandora FMS
ウェブコンソールのディレクトリにコピーします。
7.1.4.2. サーバ
サーバでは、Pandora FMS サーバの tar ファイルを /tmp に展開します。
cd /tmp
tar xvzf pandorafms_server_3.1xxxx.tar.gz

自動処理
アップグレードスクリプトを使って、アップデートを行います。
cd pandora_server
./pandora_server_upgrade --upgrade

手動での対応
この手順で、新たなバイナリおよびライブラリをインストールします。 Pandora FMS の重要なツール
はアップグレードされません。それらは一つずつコピーする必要があります。
cd pandora_server
perl Makefile.PL
make
make install

そして、必要無ければテンポラリファイルは削除します。
rm -Rf /tmp/pandora_server

エンタープライズ版'
上記のサーバのアップグレードととても似ています。 tar ファイルを展開し、root で以下を実行しま
す。
perl Makefile.PL
make
make install

以上で、エンタープライズサーバがアップグレードされます。
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7.1.4.3. エージェント
tar ファイルを展開します。
cd /tmp
tar xvzf pandorafms_unix_agent_3.1xxx.tar.gz

ツールやプラグインも含めてエージェント全体をインストールする、インストールツールを実行しま
す。このインストーラは、既存の設定ファイルを /etc/pandora/pandora_agent.conf.yyyy-mm-dd
というファイル名で自動的にバックアップします。スクリプトを実行し、バックアップ設定ファイルを
/etc/pandora/pandora_agent.conf にコピーします。
cd pandora_agent
./pandora_agent_installer --force-install
cp /etc/pandora/pandora_agent.conf.xxxxxxx /etc/pandora/pandora_agent.conf

そして、必要なければ、テンポラリファイルを削除します。
rm -Rf /tmp/pandora_agent

詳しい方のみ : エージェントのアップグレードで、 /usr/bin/pandora_agent または c:\program
files\pandora_agent\pandoraAgent.exe といったエージェントの実行ファイルのみを置き換えるこ
とができます。実行ファイルを置き換える前には、プロセスもしくはサービスを停止してください。す
ばやくアップグレードするには便利です。
マイナーバージョンのリリースでは、データベーススキーマには変更がないという点を理解してお
いてください。そのため、上記で説明したファ イルの置き換えやアップグレードで対応できます 。
3.0 から 3.1、2.1 から 3.0 などのメジャーバージョンアップでは、データベーススキーマが変更され
ています。この場合はデータベースの修正が必要です。
より詳細は引き続きドキュメントを参照してください。

7.2. 他のシステムへのマイグレーション
SUSE 11 から SUSE 12 であったり、 Ubuntu から CentOS へのマイグレーションなど、時には 、
Pandora の新バージョンを他のシステム /ディストリビューションで利用したい場合があるかもしれま

せん。
これを実行するには、 Pandora FMS を新規インストールするか、 ISO アプライアンスをダウンロード
してインストールする必要があります。
- 新たなシステムで新規の Pandora FMS が動作するようになったら、以前のシステムのデータ
ベースバックアップを行います:
mysqldump -u root -p pandora > backup_pandora_X.Y.sql

- バックアップファイル backup_pandora_X.Y.sql を新たなシステムへ転送し、
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- mysql 以外の全プロセスを停止します。
/etc/init.d/pandora_server stop
/etc/init.d/pandora_agent_daemon stop
/etc/init.d/tentacle_serverd stop
/etc/init.d/apache2 stop o /etc/init.d/httpd stop (parar servidor apache, variará
dependiendo de la distribución que usemos)

- 新システムの mysql へ root ユーザでコマンドラインに入ります。pandora データベース(デフォル
トの場合の名前は pandora です)へアクセスし、インポート操作を実行します。
#mysql -u root -p
mysql>use pandora
Database changed
mysql>source /home/artica/backup_pandora_X.Y.sql ( put the full path to the backup
file you created a few steps back )

- 新しいバージョンへのマイグレーションでは、データベースのマイグレーションスクリプトを実行す

る必要があります。
- OS のディストリビューションを 変更する場合には、システム 内のコンソールのパスおよび 、
pandora データベース内のいくつかのフィールドを変更する必要がある可能性があることに注意し

てください。次のクエリを実行する必要があります。
#mysql -u root -p
mysql>use pandora
Database changed
mysql>UPDATE tconfig SET value = '/var/www/html/pandora_console/attachment' WHERE
token LIKE 'attachment_store'
mysql>UPDATE tconfig SET value =
'/var/www/html/pandora_console/include/fonts/smallfont.ttf' WHERE token LIKE
'fontpath'

ここで、'/var/www/html/pandora_console/attachment' は、システム内の実際のコンソールのパス
です。
このパスの設定は、サーバおよびコンソール設定ファイルでも修正する必要があります。
- デ ー タ ベ ー ス を イ ン ポ ー ト し た ら 、 設 定 フ ァ イ ル < コ ン ソ ー ル パ ス
>/pandora_console/include/config.php お よ び /etc/pandora/pandora_server.conf の dbname,
dbuser, dbpass フィールドを確認する必要があります。同じ値になっていない場合は、次のようにし

ます。
1.- 古い設定ファイルを新しいものに置き換えます。
2.- 設定ファイル内に記載されているデータベースへのアクセス設定を更新します。新たな設定
ファイルに dbname=pandora, dbuser=pandora1, dbpass=pandora2 という設定があるとすると、次

のような対応を実施します。
#mysql -u root -p
mysql>grant all privileges on pandora.* to 'pandora1'@'localhost' identified by
'pandora2';
mysql>flush privileges;
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その後、すべてのデーモンを再開し、すべての設定が完了した Pandora コンソールにアクセスし
ます。 IP アドレスを変更している場合は、全エージェントの設定ファイルにて target_ip 設定を変
更する必要があります。
この手順は、Enterprise 版であっても同様です。

7.3. メジャーバージョンのアップデート
マイナーバージョンアップと同様の手順ですが、データベーススキーマとデータをアップグレード
する必要があります。以下に手順を示します。

7.3.1. データベーススキーマのアップグレード (メジャーバージョンのみ)
例えば、 3.0 から 3.1 や、 3.x から 4.x は、メジャーバージョンアップです。 4.0 から 4.0.1 は、メ
ジャーバージョンアップではなく、データベースのアップグレードは不要です。
メジャーバージョンのアップグレードは、データベースのアップグレードが必要です。データベース
のアップグレードは、コマンドラインから実施します。このアップグレードはすべての情報を変換し
ますが、データを失うことはありません。しかし、常に、全体のバックアップ (データベースだけでは
なく、プログラムおよび設定も) を取得してください。 以下にアップグレードの手順を示します。
新しいバージョンの Pandora FMS パッケージ (エンタープライズ版を含む ) をインストールします。
デ ー タ ベ ー ス の ア ッ プ グ レ ー ド に 必 要 な フ ァ イ ル は 、 パ ッ ケ ー ジ の
{PANDORA_CONSOLE}/extras デ ィ レ ク ト リ お よ び 、 {PANDORA_CONSOLE}/enterprise/extras
(エンタープライズ版のみ) に含まれています。
{PANDORA_CONSOLE} は、 Pandora FMS のコンソールのプログラムがインストールされている
デ ィ レ ク ト リ で す 。 SUSE で は 、 /srv/www/htdocs/pandora_console で 、 Debian/Ubuntu で は 、
/var/www/pandora_console です。システムに依存します。
extras ディレクトリへ行くと、pandoradb_migrate_vX.Y_to_vX.Z.sql というファイルがあります。この
ファイルには、X.Y.x のデータベースを X.Z のコンソールとサーバで利用できるようにデータベース
を変換する SQL が書かれています。変換手順は次の通りです。
1. まず最初に、現在のデータベースのバックアップをとります。
mysqldump -u root -p pandora > backup_pandora_X.Y.sql

2. Pandora FMS サーバとウェブサーバを停止します。
/etc/init.d/pandora_server stop
/etc/init.d/apache stop

3. データベースをアップグレードするスクリプトを実行します。 Mysql の pandora ユーザのパスワー
ド (/etc/pandora/pandora_server.conf で確認できます ) を聞かれます。 Pandora FMS データ
ベース名が "pandora" であり、コマンドを実行するマシンと同じマシンで mysql が動いているとす

ると、次のように実行します。
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cd /srv/www/htdocs/pandora_console (or equivalent)
cat extras/pandoradb_migrate_vX.Y_to_vX.Z.sql | mysql -u pandora -p -D pandora

数分もしくは数秒後、データベースは Pandora FMS の最新バージョンで利用できるようになります。
何らかの問題が発生した場合は、次のコマンドで以前のバージョンのデータベースにバックアップ
から戻すことができます。
mysql -u root -p
> drop database pandora;
> create database pandora;
> use pandora;
> source backup_pandora_X.Y.sql

7.3.2. エンタープライズ版の DB スキーマ
前の章で示した、"extras" フォルダにあるオープンソースのマイグレーションスクリプト
を事前に実行することがとても重要です。

手 順 は ほ と ん ど 同 じ で す 。 /enterprise/extras
デ ィ レ ク ト リ に 、
pandoradb_migrate_vX.Y_to_vX.Z.sql ファイルがあります。このファイルを、上記のオープンソー
スのファイルと同じように利用します。
cd /srv/www/htdocs/pandora_console (or equivalent)
cat enterprise/pandoradb_migrate_v3.0_to_v3.1.sql | mysql -u pandora -p -D pandora

7.3.3. バージョン 4.x から 5.0 へのアップデート
バージョン 5.0 では、set create_event 以降のいくつかの API の機能が変更されてい
ます。

7.3.3.1. 関連付けアラート
バージョン 5.0 では、関連付けアラートは削除されました。残っている場合は、マイグレーション処
理で削除されます。
7.3.3.2. プラグイン
Pandora FMS 5.0 ではプラグインシステムが変更されました。このタイプのモジュールのデータは、

以前と異なるため更新する必要があります。

119

メジャーバージョンのアップデート
すでにプラグインとプラグインモジュールがある場合は、アップデートのあとに次のスクリプトを実行
する必要があります。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_migrate_plugins.pl <dbname> <dbhost> <dbuser>
<dbpass>

バージョン 5.0 より前のプラグイン導入用の PSPZ ファイルは、新たなシステムでも互換性がありま
す。

7.3.4. バージョン 3.2.1 から 4.0 へのアップデート
tar アーカイブや DEB, RPM パッケージからコンソールをアップデートし、ウェブコンソールへアク

セスすると、次のようなエラーが表示されます。
Notice: Undefined index: dbtype in /var/www/pandora_console/include/functions_db.php
on line 32
Notice: Undefined index: dbtype in /var/www/pandora_console
/include/functions_db.php on line 48
Notice: Undefined index: dbtype in /var/www/pandora_console/include/functions_db.php
on line 625

このエラーを解消するには、次の設定を <pandora_console_path>/include/config.php に追加し
てください。
$config["dbtype"]="mysql";

SSH 拡張がある場合はそれを削除してくください。 4.0 では動作しません。(コンソールが正常に動
きません)
rm -Rf < pandora コンソールのルートディレクトリ>/extensions/ssh_console*

いくつかの 3.2 の設定では、自動インクリメントテーブルに問題があります。その場合は、以下の
SQL を実行してください。 (コンソールの SQL マネージャを利用するか、 mysql のコマンドラインを
利用します)
ALTER TABLE tsesion AUTO_INCREMENT = 1;

サーバをアップグレードすると、ICMP および SNMP によるモニタリングを高速化するサーバが入り
ます。pandora_server.conf に以下の設定を行うことによって、デフォルトで無効にすることができま
す。
snmpserver 0
icmpserver 0
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7.4. 以前のバージョンからのアップグレードの問題 (Perl ライブラ

リ)
アップグレードでは、時々 Pandora FMS ライブラリが以前のバージョンとは異なるディレクトリにイン
ストールされることがあります。その場合、 2 つの異なる Pandora FMS ライブラリが存在することに
なり、古いものと新しいもののどちらを利用しているのかがわからなくなります。確実な方法としては、
インストールされているラ イブラリの場所を特定し、それを削除したあと、再インストールやアップグ
レードを実行することが良いです。次のように実行します。
find /usr -name "Core.pm"

次のような出力結果が表示されます。
/usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/PandoraFMS/Core.pm
/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/Bootloader/Core.pm

Pandora FMS ライブラリは、 /usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/PandoraFMS/ にあります。 これを削
除し、再インストールします。(パッケージまたは、tar ファイルより)
rm -Rf /usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/PandoraFMS/

Perl のバージョンと場所はそれぞれの Linux ディストリビューションで異なります。ここで書いてい

るように、削除する前に場所を特定する必要があります。

7.5. 以前のバージョンからのアップグレードの問題 (データベー

ス)
バージョン 1.x および 2.x からのアップグレードでは、問題が発生することがあります。その場合は
手動で DB スキーマを変更する必要があります。次のようなメッセージが表示された場合がそうで
す。
ERROR 1005 (HY000) at line 101: Can't create table
'./pandora/talert_template_modules.frm' (errno: 150)

これは、 MySQL にていくつかのフィールドが期待したタイプでない場合に発生します。 2.1 での
id_agente_modulo フィールドは、 bigint(10) タイプである必要があります。 1.x からのマイグレーショ
ンの場合、この問題が発生します。3.0 へのマイグレーションツールを実行するまえに、mysql コン
ソールで次のコマンドを実行します。
ALTER TABLE tagente_modulo MODIFY id_agente_modulo bigint(10) unsigned NOT NULL
auto_increment;

そして、再度アップグレードツールを実行します。 MySQL データベースサーバで InnoDB がサ
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ポートされている必要があることに注意してください。
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8 セキュリティアップグレード / パッチ

123

セキュリティアップグレード / パッチ
セキュリティアップグレードやセキュリティパッチは、通常はコンソールに適用する小さなパッチで
すが、サーバのセキュリティパッチもあります。共に、問題を修正するパッケージとしていくつかの
形式で用意しています。

8.1. 配布パッケージを使っての対応
パッケージ (RPM または DEB): パッケージをインストールするのみです。
Ubuntu/Debian
dpkg -i <package_name>

SUSE/RedHat/CentOS/Fedora
rpm -u <package_name>

8.2. tar アーカイブもしくは SVN を使っての対応
tar ファイルおよびソースでのパッケージです。この場合、 Pandora FMS の内部について若干理解
している必要があります。つまり、どのファイルを置き換えるのかを理解することです。 tar ファイル
を使った方法としては、インストールされている Pandora FMS のファイルをそれで置き換えます。

コンソール:
全 て の フ ァ イ ル は 、 /var/www/pandora_console (Ubuntu/debian
の 場 合 ),
/srv/www/htdocs/pandora_console (SUSE の場合) に置かれます。ディストリビューションによって
異なります。
サーバ:
バージョンとインストール手法により異なります。置き換え対象のファイルは次のようにして見つける
ことができます。
• ライブラリ: find /usr -name "PluginServer.pm", 通常は、 /usr/lib/perl5/PandoraFMS にあり

ます。
• バイナリ: find /usr -name "pandora_server", 通常は、/usr/bin にあります。

8.2.1. 手動でのコンソールのアップデート例
例えば、 pandorafms_console_3.1_securityfix_may2011.tar.gz という tar アーカイブがあった場
合、次のようにします。
(SUSE システムを利用している場合を想定)
cd /tmp
tar xvzf /home/youruser/download/pandorafms_console_3.1_securityfix_may2011.tar.gz
cd pandora_console
cp -R /srv/www/htdocs/pandora_console
sudo chown -R wwwrun /srv/www/htdocs/pandora_console
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8.2.2. 手動でのサーバのアップデート例
例えば、 pandorafms_server_3.1_securityfix_may2011.tar.gz という tar アーカイブがあった場合、
次のようにします。
(SUSE システムを利用している場合を想定)
cd /tmp
tar xvzf /home/youruser/download/pandorafms_server_3.1_securityfix_may2011.tar.gz
cd pandora_server

(Pandora ライブラリファイルの場所の特定)
sudo find /usr -name "NetworkServer.pm"
.
.
/usr/lib/perl5/site_perl/5.12.1/PandoraFMS/NetworkServer.pm

上記は、デフォルトのインストールディレクトリではありません。 (ソースからインストールした場合の
ディレクトリで、 RPM でインストールしたものではありません ) Pandora FMS ライブラリの場所は、
/usr/lib/perl5/site_perl/5.12.1/PandoraFMS/ ディレクトリであるということがわかりました。そこで、
全てのアップデートライブラリファイルを古いファイルに上書きします。 (ソースからではなく、パッ
ケージインストールしている場合も -ディレクトリは違いますが- 手順は同じです)
sudo cp -R lib/PandoraFMS/*.pm /usr/lib/perl5/site_perl/5.12.1/PandoraFMS/

バイナリおよびツールのコピーも忘れないようにしてください。
sudo cp -R bin/* /usr/bin

(PandoraFMS ディレクトリのコピー時にでるワーニングメッセージは無視してください。問題ありま
せん。)
sudo cp -R util/* /usr/share/pandora_server/
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9 アップデートマネージャを使ったコンソールのアップデート
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9.1. オープンソース版の更新
Pandora FMS 4.0.2 から、オープンソース版でも週単位の半自動更新ができます。この機能は、以

前はエンタープライズ版のみにあったアップデートマネージャシステムの改善によります。新たな
アップデートがあるかどうかをオンラインで確認することができ、リクエストごとにコンソールを自動
的にダウンロードして更新することができます。
この機能は次のような仕組みです。
• Pandora FMS コンソールがインストールされているサーバはインターネットに接続されてい

なければなりません。
• アップデートマネージャは、我々のサーバ(Sourceforge)に接続します。Pandora FMS の利
用状況(エージェント数)を発信者を特定しない状態で送信します。
• 更新ファイルが Sourceforge から週単位で更新フォルダにダウンロードされます。
• 更新はインクリメンタルですが、コンソール全体のファイルを含みます。そのため、処理には
時間がかかります。(パッケージは約 25MB あります)
• 更新は自動です。開発チームによるレビューはされていません。 99%は問題無いと思いま

すが、何も問題が無いことを保証するわけではありません。
• 更新は、コンソールのみです。エージェントおよびサーバの更新はありません。

9.1.1. コンソールの更新手順
とても簡単です。拡張 (Extensions) -> アップデートマネージャ (Update Manager) へ行きます。イン
ストール可能な更新があるかチェックします。またこれまでにインストールした更新が表示されます
(以下の例ではこれまでの更新はありませ ん)。インストール(install)をクリックします。
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インストールボタンをクリックします。
アップデートマネージャを利用するには、Pandora コンソールがインストールされている
ホストがインターネットに接続されている必要があります。デフォルトでは Pandora は
パッケージのダウンロードに wget(高速です) を利用します。curl を利用することもでき
ます (Pandora の設定で変更できます) が遅いです。
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パッケージがダウンロードされインストールされると、次のようにメインページに戻ります。更新がイ
ンストールされ、それ以上更新が無いことが表示されます。おめでとうございます、これで新しい
バージョンへの更新が完了です!
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</center>

9.2. エンタープライズ版の更新
オープンソース版の更新とは異なり、エンタープライズ版の更新では追加の特徴があります。
• 開発チームによって 100% テストされています。そのため、公開されたと同時に(もしくは数
時間以内に)更新することができます。
• 大きなパッケージをダウンロードする必要はなく、更新されたもののみを適用することができ

ます。
• オフラインの更新ができます。サポートページからダウンロードして、 (セキュリティの理由等
で)インターネットに接続されていない Pandora FMS に適用できます。

エンタープライズ版のアップデートマネージャを利用するには、最初にシリアル番号の設定と
keygen のインストールが必要です。設定画面を以下に示します。

操作(Operation)>拡張(Extensions)>アップデートマネージャ (Open Update Manager) から、アップ
デートマネージャへアクセスできます。エンタープライズ版がインストールされていれば、次のよう
な画面が表示されます。
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このページでは、現在の Pandora FMS のバージョン番号が表示されます。また、新たな更新があ
るか表示します。
新たなバージョンに更新するには、"更新(Update)" ボタンをクリックします。
" ローカルの変更を上書きする (Overwrite local changes)" をチェックすると、ローカルで編集した

ファイルがあれば、それを上書きします。

9.2.1. "オフライン" 更新
Pandora の " オフライン " 更新ファイルをダウンロードすることができます。 .OUM という拡張子の
パッケージです。それには、 Pandora FMS の公式サポートページへ行き、 .OUM ファイルをダウン
ロードしてください。日本におけるエンタープライズ版更新ファイルダウンロードは、 ( 株 ) アール

ワークス が提供しています。
次の画面からそれをアップロードします。

更新は自動で適用されます。
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9.3. アップデートマネージャのための PHP の追加設定
オープンアップデートマネージャを正しく動作させるためには、デフォルトの割り当てよりも多くのメ
モリが必要です。 PHP に多くのメモリを割り当てるために、 php.ini を編集し、少なくとも 64M のメモ
リを確保してください。
設定は次の通りです。
memory_limit = 64M

; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)

Debian/Ubuntu のシステムであれば、ファイルは /etc/php5/apache2 以下にあります。
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10 PANDORA FMS のインタフェース
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概要

10.1. 概要
このセクションでは、 Pandora FMS の使い方を学べるように、 Pandora FMS の基本的なインタ
フェースのメニューと各アイコンの機能について説明します。

10.2. Pandora FMS ログイン画面
次に示すのは、Pandora FMS のデフォルトのログイン画面です。

Pandora FMS のバージョン番号が表示されます。

中央には、コンソールに入る (ログインする )ためのユーザ名とパスワードを入力する場所およびロ
グインボタンがあります。
デフォルトのアカウントは次の通りです。
• ユーザ名(ログイン): admin.
• パスワード: pandora

ログインすると、 Pandora FMS コンソールのメインページが表示されます。 Pandora FMS のセッショ
ン開始画面はカスタマイズすることができます。その方法については、 ログイン画面のカスタマイズ
にて説明します。

10.3. Pandora FMS メインページ
Pandora FMS のメインページは、システムの状態やモニタリングしている数などの情報が表示され

ます。
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以下に、Pandora FMS のメイン画面を示します。

以下の項目は、変化しない静的な項目です。
•
•
•
•

操作メニュー
管理メニュー
リンクメニュー
ヘッダー

以下は、動的に変化します。
• ヘッダー情報
• ユーザ情報、未読メッセージ、システムの警告など (これらは、サブセクション に表
示されます)
• サイトニュース
• ウェブコンソールの最新の状態
• 一般的な基本情報
• Pandora FMS のメインビュー

10.3.1. Pandora FMS カスタマイズページ
操作メニューのワークスペース -> ユーザ情報編集にて、Pandora FMS のメインページをカスタマ
イズできます。
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注意: ショートカットバー機能は、Pandora 5.0 から実装されています。
設定可能なオプション:
•
•
•
•
•
•
•
•

デフォルト(Default): デフォルトの Pandora FMS メインページ
ダッシュボード(Dashboard): ユーザのダッシュボードを選択できます
ビジュアルコンソール(Visual console): ユーザのビジュアルコンソールを選択できます
イベント一覧(Event list)
グループビュー(Group view)
モニタリング概要(Tactical view)
アラート詳細(Alert detail)
その他(Other): ユーザがホームページをカスタマイズできます。デフォルトでは、デフォルト
ビ ュ ー が 表 示 さ れ ま す 。 例 え ば 、 \'Other\' を 選 択 し 、 type
sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente を設定するとエージェント詳細が表示
されます。

10.3.2. 操作メニュー
操作メニューでは、Pandora FMS エージェントによってチェックしたステータスの確認や、ビジュア
ルマップ、ネットワークマップ、サーバの状態、インベントリ、インシデントの参照と管理 (権限があ
る場合)、ユーザの参照、SNMP コンソール、メッセージの参照、拡張の利用などができます。

操作メニューのいくつかにはサブメニューがあり、(親)メニューを選択することにより表示させること
ができます。
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これらの項目は、異なる追加情報を提供します。詳細は、 Pandora FMS の操作の章にて説明しま
す。

10.3.3. 管理メニュー
管理メニューでは、 Pandora FMS エージェントが実施するモニタリング内容を参照したり管理する
ことができます。また、これらのモニタリングのためのモジュールやコンポーネントの可視化を しま
す。さらに、モジュールやエージェントからどのようにアラートを発生させるか、設定されているポリ
シー、ユーザ、 SNMP コンソール、レポート、ユーザプロファイル、 Pandora FMS サーバと設定タス
ク、システム監査ログ、 Pandora FMS ウェブコンソール自体の設定、データベース管理およびコン
ソール拡張などの操作ができます。
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管理メニューのいくつかにはサブメニューがあり、(親)メニューを選択することにより表示させること
ができます。

これらの項目は、異なる追加情報を提供します。詳細は、 Pandora FMS の操作と管理の章にて説
明します。

10.3.4. リンクメニュー
リンクメニューは、デフォルトのサイトへのリンクを表示しています。これらは、 Pandora FMS 管理メ
ニューより、追加、変更、削除可能です。ここへは任意の他のウェブアプリケーション等へのリンク
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を設定することができ、Pandora FMS をシステム管理の中心として使うことができます。

10.3.5. ヘッダー
Pandora FMS ヘッダーは、システムで重要な機能へのリンクおよび、検索窓を提供しています。

左から右へ、ヘッダーは次のようになっています。
• Pandora FMS サーバの状態を表示するシステム状態へのリンク
• 選択した時間間隔で画面を自動更新する設定をするための自動更新ボタン。任意のペー

ジを任意の時間間隔で更新するように設定できます。これによりセッションが維持され更新
データが表示されます。
• システムの警告がある場合はアラートアイコンが表示されます。それをクリックすると、最新
のシステムの警告を表示するウインドウが開きます。この情報の中 にアップデートマネー
ジャの更新情報、セキュリティの問題、または、 "デフォルト"の値の警告(例えばコンソール
のパスワードなど)が表示されます。

• Pandora FMS の一般的なヘルプへのリンクがあります。
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• ログアウトボタンがあります。
• 誰が接続しているかがわかり、そのユーザページへのリンクがあります。
• 未読メッセージがある場合は、封筒アイコンが表示されクリックするとメッセージが表示され

ます。
• Pandora FMS データベース上のエージェント、レポート、アラート、マップ、グラフやユーザ

などを検索するための検索窓があります。

リンクをクリックすることにより、サーバの状態の詳細を直接参照できます。

自動更新ボタンをクリックすると、選択した間隔でページを更新することができます。

更新間隔を選択すると、次の更新までの残り時間を表示します。
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自動更新は、いくつかのページでのみ有効です。その他のページでは、フォームに入力したデー
タが消えたり不整合が発生するのを避けるために無効になっています。自動更新が有効なページ
は次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

モニタリング概要
グループ
エージェント詳細
アラート詳細
モニタリング詳細
サービス概要
ダッシュボード
イベント参照
SNMP コンソール
ネットワークマップ

検索ツールでは、マップ、レポート、グラフ、アラート、ユーザ、エージェントを検索することができま
す。 情報はデータの種類ごとに分類されて表示されます。エージェントのデータは、事前に定義
された方法で選択されます。

イベントへのリンクは、操作メニューのそれと同じです。これは、システムのイベントを表示し、権限
があれば管理もできます。イベントの管理は、"アプリケーションの管理" にて説明します。

10.4. Pandora FMS インタフェースのアイコン
Pandora FMS には、テキストに関連したもの、他のアイコンに関連するもの、また単独のものなど、

いくつかのアイコンがあります。この章では、重要なアイコンについて説明します。

10.4.1. オンラインヘルプアイコン
オンラインヘルプアイコンは、それぞれのページやアプリケーションのヘルプを呼び出します。アイ
コンをクリックすることにより、ポップアップウィンドウを開き (ブラウザでポップアップを有効にする必
要があります)、該当機能のヘルプを表示します。
このアイコンは、緑の背景にクエスチョンマークの丸い形をしています。
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10.4.2. 補足説明アイコン
補足説明アイコンは、アイコンにマウスポインタを合わせることにより該当部分のヘルプを表示しま
す。
このアイコンは、黄色い星形をしています。

10.4.3. 設定アイコン
設定アイコンは、現在表示している内容に対する設定画面へのリンクになっています。このアイコ
ンをクリックすることにより、該当の設定画面を開くことができます。

10.4.4. 全画面アイコン
このアイコンは、該当ページを全画面表示できる場合に表示されます。このアイコンをクリックする
ことにより全画面表示されます。
このアイコンは、角に向けて 4 つの矢印がある四角い形をしています。

10.4.5. 魔法の杖アイコン (ウィザード)
現在の機能を表示する魔法の杖アイコンは、一つのアクションで多くの要素を適用するのに便利
です。例えば、 (Enterprise 版の)レポートの 作成では、一つの操作で多くのモジュールを登録す
ることができます。また、ビジュアルコンソールでは、簡単に多くのアイテムを作成するのに便利で
す。
魔法の杖アイコンは次のようなものです。

10.4.6. リモート設定アイコン
Pandora FMS のソフトウエアエージェントには、コンソールからリモートで設定できるオプションがあ
ります(エンタープライズ版のみ)。このオプションは異なる 2 つのページから利用できます。一つは、

エージェントを管理するエージェント一覧です。「管理メニュー」の「エージェント管理」から参照で
きます。
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R カラムは、そこのアイコンをクリックしたら、エージェントをコンソールからリモートで設定できること

を意味します。
エージェント名の下の編集リンクをクリックして、エージェントを編集するときもオプションが表示さ
れます。

エージェントの詳細が表示される次のページで、エージェント名ボックスの後ろに、リモート設定ア
イコンが表示されます。

10.4.7. アップデートアイコン (強制実行)
Pandora FMS のリモートチェックは、更新間隔に従って実施されます。しかし、このアイコンをクリッ

クすることにより強制実行することができます。強制実行されるとモ ジュールのデータが更新され
ます。その後のチェックは、強制実行したタイミングを 0 として更新間隔に従います。

10.4.8. リフレッシュアイコン (アップデートアイコンの後に利用)
強制実行されたあと、表示を更新するときにクリックします。

現在の状態を反映します。

10.4.9. アイコン上にマウスポインタを置いたときのテキスト表示
多くの Pandora FMS の画像には、マウスカーソルをその上に持っていったときに表示されるテキス
トがあります。これにより、その画像がどのようなものであるかの情報を知ることができます。
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10.5. Pandora FMS のグラフ
Pandora FMS のグラフには、標準のグラフエンジンにより生成される (静的な)ものと、フラッシュエ

ンジンにより生成されるものがあります。これは、システムの画面設定にて設定可能です。
静的なグラフは、マウスポインタの下にテキストを表示させるなどができず情報が多くありません。
しかし、フラッシュのグラフはレポート内では利用できず、レポートでは静的グラフになります。

フラッシュのグラフは次のような情報を表示することができます。

グラフ表示するデータが無い場合は、Pandora FMS は画像でエラーメッセージを表示します。
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10.6. エージェントのデータが無い場合の表示
エージェントに表示するデータが無い場合は、ワーニングメッセージが表示されます。

上記は、エージェントにアラートが無い場合の例です。

10.7. エージェント、モジュール、グループの状態ととりうる値
エージェントには状態があり、それらは次のように表示されます。
•
•
•
•
•

正常: 緑色
警告: 黄色
障害: 赤
不明: グレー、最終接続日時は赤で表示されます。
未確認: 表示されません。管理画面でのみ青で表示されます。

これは、 Pandora FMS からモジュールのチェックが実行されたエージェントの状態表示です。モ
ジュール名とその状態(色)および現時点の値が表示されています。

エージェントの状態表示

各エージェントのモジュールの状態をまとめて簡単に見ることができるエージェント参照もあります。
以下の例では、異なる状態のエージェントを見ることができます。

エージェント参照
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ここで、エージェント "Artica Sancho" は、1 つのモジュールが障害状態になっています。 1 つ以上
のモジュールが障害状態の場合、状態が赤い四角で表示されます。エージェントの情報として、 ":
" で区切られて "1" が 2 つ表示されていますが、これは定義モジュールの数に対する障害状態の
モジュール数(赤)を表しています。
エージェント "Sauron" は、7 つのモジュールがあり、 7 つすべてが "不明" 状態です。 7 の数字は
グレーで表示されます。すべてのモジュールが "不明" 状態のとき、状態は紫の四角になります。
エージェント "SAP XIQ [QUALITY-2]" は、11 個のモジュールが定義されており、 9 個が正常、1 つ
が障害状態です。そのため、 "11:9:1:1" と表示され、それぞれの数字は順番に、黒、緑、黄色、赤
で表示されています。少なくとも 1 つのモジュールが障害状態であるため、状態表示としては赤い
四角となっています。
エージェント "SAP_XID [DEVELOPMENT2]" は上記のエージェントに似ていますが、障害状態の
モジュールがありません。一つのモジュールが警告状態であるため、黄色になっています。
エージェント全体の状態表示は、より障害状態に近いモジュールに従います。障害、警告、不明
の状態のモジュールが一つも無い場合に緑になります。
例えば、エージェント "SAMSAGAN" は、10 個のモジュールがありますが、すべてが正常です。
グループ表示
同じように、グループ表示ではそれぞれのグループにおけるすべてのエージェントの状態をまとめ
て表示します。
グループ表示では、次の状態を参照できます。
•
•
•
•
•

正常: (緑) 全エージェントが正常。
警告: (黄) グループの少なくとも一つのエージェントが警告状態。
障害: (赤) 少なくとも一つのエージェントが障害状態。
不明: (グレー) グループの全エージェントが不明状態。
モジュール無し: (白) グループのエージェントにモジュールが無いか、未初期化の場合。

モジュール表示
ここでは、全エージェントの全モジュールの一覧を表示します。モジュールの状態を、上記と同じ
色で表示します。
多くのフィルタリングオプションがあり、異なるエージェント間でモジュールの情報を比較するのに
便利です。

10.8. エージェント自動補完ウィジェット
Pandora のいくつかのページで次のような動作を見ることができます。
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このウィジェットは、タイプした文字を検索しエージェントの候補を表示します。リストは次のようなブ
ロックで表示されます。
• 緑色の最初のブロック, 名前が入力文字に一致したエージェント
• 黄色の 2 つ目のブロック, 説明が入力文字に一致したエージェント
• 紫色の 3 つ目のブロック, アドレスが入力文字に一致したエージェント

ウィジェットは、2 文字入力した時点から動作し始めることに注意してください。
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11 PANDORA FMS の設定
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Pandora FMS には、3 つの基本的なコンポーネントがあり、それぞれ正しく動作させるためには設
定が必要です。最初の 2 つは、サーバとウェブコンソールで、それらはデータをやりとりしデータ
ベースへのデータの保存および、保存されているデータの表示を行います。 3 つ目は ソフトウエ
アエージェントで、Pandora FMS サーバへデータを送ります。

この章では、これら 3 つのコンポーネントの設定について説明します。また、パフォーマンスを維
持するために重要な、その他のコンポーネントについても説明します。

11.1. サーバ
Pandora FMS サーバには、パフォーマンスを得るためにいくつかのパラメータを設定するための設
定 フ ァ イ ル が あ り ま す 。 設 定 フ ァ イ ル は 、 デ ィ レ ク ト リ /etc/pandora/ 以 下 に あ る
pandora_server.conf です。

11.1.1. 設定ファイルの項目
Pandora FMS の設定ファイルは、 UNIX の基本的なプレーンテキストファイルになっています。 "#"

が先頭にある行は、使われていない設定やコメントです。
以下に全設定パラメータについて説明します。

11.1.1.1. servername
Pandora FMS のサーバ名を設定します。サーバ名にホスト名を利用する場合はコメントアウトしま

す。
11.1.1.2. incomingdir
XML データを受け取るディレクトリを設定します。デフォルトは、 /var/spool/pandora/data-in/ で

す。
11.1.1.3. log_file
Pandora FMS サ ー バ の ロ グ フ ァ イ ル を 設 定 し ま す 。 デ フ ォ ル ト は 、
/var/log/pandora/pandora_server.log です。

11.1.1.4. snmp_logfile
Pandora FMS の SNMP コ ン ソ ー ル ロ グ を 設 定 し ま す 。 デ フ ォ ル ト は 、
/var/log/pandora/pandora_snmptrap.log です。

11.1.1.5. errorlog_file
Pandora FMS
の エ ラ ー ロ グ を 設 定 し ま す 。 デ フ ォ ル ト は 、
/var/log/pandora/pandora_server.error です。
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11.1.1.6. dbname
接続するデータベース名を設定します。デフォルトは、pandora です。
11.1.1.7. dbuser
Pandora データベースに接続するユーザを設定します。デフォルトは、pandora です。

11.1.1.8. daemon
Pandora サーバをデーモンとして起動するかどうかを設定します。サーバプロセスが -D オプション

付きで起動された場合、この設定に関わらずデーモンとして起動します。
11.1.1.9. dbpass
Pandora FMS データベースに接続する時のパスワードを設定します。

11.1.1.10. dbhost
Pandora FMS データベースが動作するホストの IP アドレスかまたはホスト名を設定します。サーバ
と同一のホストにデータベースをインストールした場合は、localhost です。

11.1.1.11. dbport
(オプション) データベースの接続ポートを指定する場合に利用します。

11.1.1.12. daemon
Pandora サーバをデーモンで動作させるかどうかを指定します。-D オプションを付けてサーバを起

動した場合も、デーモンとして実行されます。
11.1.1.13. verbosity
ログファイルへのエラーメッセージの出力レベルを設定します。 0 はデフォルト、 1 は詳細出力、2
はデバッグ出力、3〜10 はさらに多くの情報を出力します。
11.1.1.14. master
1 に設定すると、マスターサーバであることを意味します。0 であれば、複数サーバ設定 (HA 環境)
の中でスレーブサーバであることを意味します。 ("HA" 環境の詳細については、それについて説
明した章を参照ください)

11.1.1.15. snmpconsole
SNMP トラップコンソールを有効にする場合は 1 に設定します。無効にする場合は 0 を設定しま
す。SNMP コンソールは、UNIX の snmptrapd に依存しています。

150

サーバ
11.1.1.16. networkserver
Pandora FMS ネットワークサーバを有効にする場合は 1 に設定します。無効にする場合は 0 に設

定します。
11.1.1.17. dataserver
Pandora FMS データサーバを有効にする場合は 1 に設定します。 無効にする場合は 0 に設定し

ます。
11.1.1.18. reconserver
Pandora FMS 自動検出サーバを有効にする場合は 1 に設定します。 無効にする場合は 0 に設

定します。
11.1.1.19. pluginserver
Pandora FMS プラグインサーバを有効にする場合は 1 に設定します。 無効にする場合は 0 に設

定します。
11.1.1.20. predictionserver
Pandora FMS 予測サーバを有効にする場合は 1 に設定します。無効にする場合は 0 に設定しま

す。
11.1.1.21. wmiserver
Pandora FMS WMI サーバを有効にする場合は 1 に設定します。 無効にする場合は 0 に設定し

ます。
11.1.1.22. inventoryserver
(Pandora FMS Enterprise のみ)
Pandora FMS リモートインベントリサーバを有効にする場合は 1 に設定します。無効にする場合は
0 に設定します。 インベントリデータがエージェントからデータサーバに送信される場合は、リモー

トインベントリサーバを有効にする必要はありません。
11.1.1.23. exportserver
(Pandora FMS Enterprise のみ)
Pandora FMS エクスポートサーバを有効にする場合は 1 に設定します。 無効にする場合は 0 に

設定します。
11.1.1.24. webserver
(Pandora FMS Enterprise のみ)

ウェブのチェック (Goliat サーバ)を有効にする場合は 1 に設定します。 無効にする場合は 0 に設
定します。
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11.1.1.25. eventserver
(Pandora FMS Enterprise のみ)

イベント収集サーバを有効(1)または無効(0)にします。(1 がデフォルトです)
11.1.1.26. icmpserver
(Pandora FMS Enterprise のみ)

エンタープライズ ICMP サーバを有効 (1)または無効 (0)にします(0 がデフォルトです )。 エンター
プライズ ICMP サーバは、ICMP リクエストを実行するのに Nmap を利用します。古いバージョンの
Nmap' を使った XML 出力では、ラウンドトリップタイムが出力されません。全ての ICMP 応答時間
モジュールが 0 を返す場合は、この設定を 0 にしてください。 NMAP のバージョンが古い場合は、
NMAP 5.51 以上をインストールしてください。次のように nmap を実行しラウンドトリップタイムを返
すかどうかで見ることができます。
nmap -nsP -PE -oX - www.pandorafms.com | grep srtt

11.1.1.27. snmpserver
(Pandora FMS Enterprise のみ)

エンタープライズ SNMP サーバを有効(1)または無効(0)にします(0 がデフォルトです)。 エンター
プライズ SNMP サーバは、 SNMP リクエストを送信するのに braa という外部ツールを利用します。
braa で処理できないモジュールは未初期化となり、ネットワークサーバで処理されます。 braa の
利用で問題が発生した場合は、この設定を 0 にしてください。
11.1.1.28. network_timeout
ネットワークサーバが対象モジュールに接続する場合のタイムアウトを設定します。デフォルトの値
は、2 秒です。
11.1.1.29. server_keepalive
サーバダウンと認識する時間を秒で設定します。デフォルト値は 45 秒です。
11.1.1.30. server_threshold
メインループの実行間隔を秒で設定します。デフォルト値は 1 秒です。
11.1.1.31. network_threads
ネットワークサーバのスレッド数を設定します。これは、同時にいくつのチェックを実行するかを意
味します。数値を増やすと、その分の処理能力が必要になります。デフォルト値は 5 です。
11.1.1.32. icmp_checks
icmp_proc モジュールにおいて、 ping を実行する数を設定します。モジュールの状態を正しく認
識するためには、少なくとも 1 を設定する必要があります。デフォルト値は 1 です。
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11.1.1.33. tcp_checks
TCP の接続リトライ数を設定します。デフォルト値は 1 です。

11.1.1.34. tcp_timeout
TCP 接続のタイムアウト値を設定します。デフォルト値は 30 です。

11.1.1.35. snmp_checks
SNMP 接続のリトライ数を設定します。デフォルト値は 1 です。

11.1.1.36. snmp_timeout
SNMP 接続のタイムアウト値を設定します。デフォルトは 3 です。

11.1.1.37. snmp_proc_deadresponse
通常、(proc) などの SNMP ブーリアンデータの取得に失敗した場合や、 NULL が返ってきた場合
は、該当モジュールはダウンと認識しますが、このパラメータを 0 に設定することによりそれを無視
します。
11.1.1.38. plugin_threads
サーバで実行するプラグインのスレッド数を設定します。同時にいくつのチェックを実行するかを
示します。デフォルトは 3 です。
11.1.1.39. plugin_timeout
プラグインのタイムアウトを設定します。ここで設定した時間を越えると、モジュールは不明状態に
なります。デフォルトは 5 です。
11.1.1.40. wmi_timeout
WMI のタイムアウトを設定します。ここで設定した時間を越えると、モジュールは不明状態になりま
す。デフォルトは 10 です。

11.1.1.41. wmi_threads
WMI サーバのスレッド数を設定します。同時にいくつのチェックを実行するかを示します。デフォ
ルトは 2 です。

11.1.1.42. prediction_threads
予測サーバのスレッド数を設定します。
11.1.1.43. recon_threads
自動検出サーバのスレッド数を設定します。同時にいくつのチェックを実行するかを示します。デ
フォルトは 2 です。
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11.1.1.44. dataserver_threads
データサーバのスレッド数を指定します。同時にいくつの XML ファイルの処理を実行するかを示
します。デフォルトは 2 です。
11.1.1.45. inventory_threads
(Pandora FMS Enterprise のみ)

リモートインベントリサーバのスレッド数を設定します。このコンポーネントにいくつのスレッドを割り
当てるかを示します。
11.1.1.46. export_threads
(Pandora FMS Enterprise のみ)

エクスポートサーバのスレッド数を設定します。このコンポーネントにいくつのスレッドを割り当てる
かを示します。
11.1.1.47. web_threads
(Pandora FMS Enterprise のみ)

ウェブテストサーバのスレッド数を設定します。このコンポーネントにいくつのスレッドを割り当てる
かを示します。
11.1.1.48. web_engine
(Pandora FMS Enterprise のみ)

ウェブモニタリングで LWP の代わりに Curl を利用する場合は、"curl" を設定します。Curl のバイ
ナリがインストールされ、パスが通っている必要があります。
11.1.1.49. mta_address
メールサーバ (MTA) の IP アドレスを設定します。
11.1.1.50. mta_port
メールサーバのポート番号を設定します。
11.1.1.51. mta_user
メールサーバのユーザを設定します。(必要な場合)
11.1.1.52. mta_pass
メールサーバのパスワードを設定します。(必要な場合)
11.1.1.53. mta_auth
メールサーバの認証の仕組みを設定します。設定可能な値は、 LOGIN PLAIN CRAM_MD5
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DIGEST-MD です。(必要な場合)

11.1.1.54. mta_from
メールの発信元アドレスを設定します。デフォルトは、pandora@localhost です。
11.1.1.55. mail_in_separate
デフォルトは 1 です。 1 に設定すると、メールは宛先毎に別便で送信されます。 0 に設定すると、
すべての宛先を含む形で 1 通のメールを送信します。
11.1.1.56. xprobe2
これを定義すると、自動検出処理でのエージェント検出時にオペレーティングシステム情報を検出
します。デフォルトは、/usr/bin/xprobe2 です。
11.1.1.57. snmpget
SNMP のチェックに必要なプログラムの指定で、デフォルトは、 /usr/bin/snmpget です。 snmp の

標準クライアントの場所を設定します。設定内容について理解できない場合は変更しないでくださ
い。
11.1.1.58. nmap
自動検出サーバに必要なプログラムの指定で、デフォルトは、 /usr/bin/nmap です。設定内容に
ついて理解できない場合は変更しないでください。
11.1.1.59. plugin_exec
プラグインとして実行される Pandora FMS ツールが置かれている場所への絶対パスの設定です。
デフォルトは、/usr/local/bin/pandora_exec です。設定内容について理解できない場合は変更し
ないでください。 使っているシステムに timeout が無い場合は、代りに /usr/bin/pandora_exec を
利用するように変更してください。
11.1.1.60. autocreate_group
データファイル受信により新たなエージェントが作られた場合のデフォルトグループの設定です。
デフォルトは 2 です。
11.1.1.61. autocreate
この値を 1 に設定すると、設定されていないエージェントから XML ファイルを受信したときに、そ
のエージェントが自動作成されます。0 に設定すると自動作成されません。
11.1.1.62. max_log_size
Pandora FMS のログファイルの最大サイズをバイトで設定します。設定されたサイズに達すると、既
存のファイルは pandora_server.log.old にリネームされ、新たなログファイルが作成されます。デ
フォルトは、65536 バイトです。
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11.1.1.63. max_queue_files
システムの負荷上昇を防ぐために、ディレクトリのキューにためられる XML データファイルの最大
数を設定します。読まれなかったファイルは、処理されません。デフォルトは 250 です。
11.1.1.64. use_xml_timestamp
デフォルトでは無効です。有効にする (1 に設定)と、XML ファイルが内部で持っているタイムスタン
プの代りに、サーバに XML ファイルが置かれたタイミングのタイムスタンプを利用します。これは
エージェントが生成した日時を無効にする場合や、サーバの日時を全体のリファレンスに したい
場合に便利です。日時の同期がとれていないシステムにおいて、問題を回避するためのオプショ
ンにもなります。
11.1.1.65. auto_restart
デフォルトでは無効になっています。有効にする (秒数を設定) と、指定した秒間隔 (1 日であれば、
86400) でサーバを再起動します。このオプションは、特定のスレッドや Pandora FMS サーバで問
題が発生した場合に便利です。
11.1.1.66. restart
デフォルトは 0 です。1 に設定すると、サーバにクリティカルなエラーが発生した場合に、設定した
秒数後にサーバを再起動します。
11.1.1.67. restart_delay
デフォルトは 60 です。 restart が有効に設定されているときに、サーバにクリティカルなエラーが
発生したあとに再起動するまでの秒数を設定します。
11.1.1.68. self_monitoring
サーバには、セルフモニタリングフラグがあります。これは、サーバ内に Pandora FMS サーバの重
要なパラメータをモニタリングする 仮想エージェントを作成します。これを有効化するには 、
self_monitoring を 1 に設定する必要がります。
11.1.1.69. update_parent
また、サーバ(v3.1)には、XML で送信された親の名前を更新するかどうかを定義するパラーメータ
があります。このパラメータが定義されていなかったり、 0 の場合は、エージェントの情報は無視さ
れます。そうでなければ、XML で parent_name アトリビュートを受け取った場合、その名前のエー
ジェントを検索し見つかればそれを親に設定します。
11.1.1.70. icmp_threads
(Pandora FMS Enterprise のみ)
ICMP Enterprise サーバのスレッド数を設定します。(3 がデフォルトです)
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11.1.1.71. snmp_threads
(Pandora FMS Enterprise のみ)
Enterprise SNMP サーバのスレッド数を設定します。(3 がデフォルトです)

11.1.1.72. block_size
(Pandora FMS Enterprise のみ)
producer/consumer サーバのブロックサイズの指定で、 1 ブロックあたりのモジュール数の設定で
す。(15 がデフォルトです)

11.1.1.73. braa
(Pandora FMS Enterprise のみ)
Enterprise SNMP サーバが必要とする braa バイナリの場所を設定します。 (/usr/bin/braa がデ
フォルトです)

11.1.1.74. braa_retries
(Pandora FMS Enterprise のみ)

モジュールがエラーだった場合に、 braa にてモジュールを処理する前に、通常のネットワークサー
バでリトライする回数を指定します。
11.1.1.75. event_window
(Pandora FMS Enterprise のみ)

イベントサーバがイベントを探す時間範囲 (秒)です。例えば、3600 に設定すると、イベントサーバ
は最新の 1 時間以内に生成されたイベントをチェックします。
11.1.1.76. wmi_client
デフォルトで利用する wmi クライアントです(wmic がデフォルトです)。通常は変更しません。
11.1.1.77. activate_gis
GIS (エージェントとマップの位置情報) を有効化するフラグです。デフォルトは無効です。

11.1.1.78. location_error
2 つの GIS 位置情報を同一の位置と見なす半径(メートル)です。

11.1.1.79. recon_reverse_geolocation_mode
自動検出における位置情報検出モードです。[disabled, sql, file]
• disabled 自動検出タスクは、見つけた IP アドレスに対する位置情報検出を行いません。
• sql 自動検出タスクは、見つけた IP アドレスに対してデータベースに SQL クエリを実施す

ることにより位置情報検出を実施します。
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• file 自動検出タスクは、見つけた IP アドレスに対して、 recon_reverse_geolocation_file で

指定されたファイルから位置情報検出を実施します。
11.1.1.80. recon_reverse_geolocation_file
自動検出における位置情報定義ファイルです。これは、 MaxMind GPL GeoLiteCity.dat フォーマッ
トの位置情報データベースファイルです。
11.1.1.81. recon_location_scatter_radius
自動検出タスクで見つかったエージェントをランダムに配置する範囲の半径 (メートル)です。円の
中心は、IP の位置情報検出によって決まります。
11.1.1.82. google_maps_description
Google マップの API を使ってリアルタイムで位置情報検出を有効にします。これを有効にした場
合、インターネット接続が必要で、すべての GIS 情報を処理するためパフォーマンスが低下します。
注意:Google にサービス料を支払わないと数日で該当 IP からのアクセスができなくなります。

11.1.1.83. openstreetmaps_description
Openstreet マップの API を使ってリアルタイムで位置情報検出を有効にします。これを有効にした
場合、インターネット接続が必要で、すべての GIS 情報を処理するためパフォーマンスが低下しま
す。ローカルの Openstreet マップサーバを利用するようにすることもできます。

11.1.1.84. event_file
この設定により、 Pandora FMS が生成するイベントを CSV フォーマットのテキストファイルに落とす
ことができます。
例:
event_file /var/log/pandora/pandora_events.txt

テキストファイルの最初の行はフィールド名のヘッダーです。 pandora_events.txt の内容は次のよ
うになります。
id_agente,id_grupo,evento,timestamp,estado,utimestamp,event_type,id_agentmodule,id_a
lert_am,criticity,user_comment,tags,source,id_extra,id_usuario,critical_instructions
,warning_instructions,unknown_instructions,ack_utimestamp
Agent_1,Servers,Module Connections opened (136.00) is going to NORMAL,2013-07-01
19:00:57,1,1372698057,going_down_normal,Connections
opened,,2,,,Pandora,,,,,,1372698057
Agent_2,Servers,Alert recovered (Critical condition) assigned to (Network Traffic
(Outgoing)),2013-07-01 19:00:59,0,1372698059,alert_recovered,Network Traffic
(Outgoing),Critical condition,4,,,Pandora,,,,,,0

11.1.1.85. snmp_storm_protection
Pandora FMS の SNMP コンソールは、指定した時間間隔内では、ここで指定した数以上の同一
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発信元からのトラップを処理しません。この数に達した場合はイベントが生成されます。
11.1.1.86. snmp_storm_timeout
snmp_storm_protection の時間間隔を秒単位で指定します。

例えば、同一発信元からのトラップを 10 分で 1000 件までに制限する場合は次の通りです。
snmp_storm_protection 1000
snmp_storm_timeout 600

11.1.1.87. text_going_down_normal
モジュールが正常状態になったときに生成されるイベントのテキスト。 _module_ および _data_ マ
クロをサポートしています。
text_going_down_normal Module '_module_' is going to NORMAL (_data_)

11.1.1.88. text_going_up_critical
モジュールが障害状態になったときに生成されるイベントのテキスト。
11.1.1.89. text_going_up_warning
モジュールが正常状態から警告状態になったときに生成されるイベントのテキスト。
11.1.1.90. text_going_down_warning
モジュールが障害状態から警告状態になったときに生成されるイベントのテキスト。
11.1.1.91. text_going_unknown
モジュールが不明状態になったときに生成されるイベントのテキスト。
11.1.1.92. event_expiry_time
これに指定した時間(秒)より古いイベントが自動承諾されます。 0 に設定するとこの機能は無効に
なります。
例えば、生成後 10 時間たった時点でイベントを自動承諾するには次のようにします。
event_expiry_time 36000

11.1.1.93. event_expiry_window
このパラメータは、 event_expiry_time の影響を軽減するために利用します。イベントテーブル全
体の検索をしなくなります。指定した期間 (秒)の最近のイベントのみが自動的に承諾されます。こ
の 値は、event_expiry_time より大きい値である必要があります。
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デフォルト値は、1 日です。
event_expiry_window 86400

11.1.1.94. (>= 5.X) snmp_forward_trap
snmp_forward_ip で指定されたホストへの SNMP trap 転送を有効化(1) または無効化 (0) します。

11.1.1.95. (>= 5.X) snmp_forward_ip
SNMP trap の転送先ホストの IP アドレスです。

ローカルの IP アドレスを設定すると転送処理がループし、監視サーバが動作しなくな
りますので十分注意してください。

11.1.1.96. (>= 5.X) snmp_forward_version
SNMP trap を転送するときに使う SNMP のバージョンです。このトークンには次の値を指定できま

す。
• 1
• 2c
• 3

11.1.1.97. (>= 5.X) snmp_forward_secName
SNMP バージョン 3 の場合のみです。セキュリティ名を定義します。より詳細は、 snmpcmd の man

ページを参照してください。
11.1.1.98. (>= 5.X) snmp_forward_engineid
SNMP バージョン 3 の場合のみです。認証 ( セキュリティ ) エンジン ID を定義します。より詳細は、
snmpcmd の man ページを参照してください。

11.1.1.99. (>= 5.X) snmp_forward_authProtocol
SNMP バージョン 3 の場合のみです。認証プロトコルを定義します。このトークンには次の値を設

定できます。
• MD5
• SHA

より詳細は、snmpcmd の man ページを参照してください。
11.1.1.100. (>= 5.X) snmp_forward_authPassword
SNMP バージョン 3 の場合のみです。認証パスフレーズを定義します。より詳細は、 snmpcmd の
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man ページを参照してください。

11.1.1.101. (>= 5.X) snmp_forward_privProtocol
SNMP バージョン 3 の場合のみです。暗号化プロトコルを定義します。このトークンには次の値を

設定できます。
• DES
• AES

より詳細は、snmpcmd の man ページを参照してください。
11.1.1.102. (>= 5.X) snmp_forward_privPassword
SNMP バージョン 3 の場合のみです。暗号化パスフレーズを定義します。より詳細は、 snmpcmd
の man ページを参照してください。

11.1.1.103. (>= 5.X) snmp_forward_secLevel
SNMP バージョン 3 の場合のみです。セキュリティレベルを定義します。このトークンには次の値を

設定できます。
• noAuthNoPriv
• authNoPriv
• authPriv

より詳細は、snmpcmd の man ページを参照してください。

11.1.2. snmptrapd の設定
Pandora FMS SNMP コンソールは、 SNMP トラップを受信するために snmptrapd を利用します。
snmptrapd は、トラップを受信してログファイルを出力する、ほとんどの UNIX システムにある基本
的なツールです。Pandora FMS では、snmptrapd をカスタムログファイルを書くように設定し、それ

を定期的に読み込みます。また、アラートが定義されていれば、それの実行も行います。
snmptrapd は、特に制限をしなければ、すべてのトラップを受信しログに出力します。 バージョン
5.3 より、受信するトラップを制限するアクセス制御ができるようになっています。
snmptrapd は、正しく設定しないとトラップを受け取れず、 Pandora FMS コンソールにトラップを表

示することができません。
/etc/snmp/snmptrapd.conf に て、 snmptrapd の設 定を 行 う必 要が あ り ます。 もし 、 な け れ ば 、
/var/log/pandora/pandora_snmp.log に出力されるワーニングやエラーを確認してください。

基本的な snmptrapd.conf は次のような設定になっています。
authCommunity log public

もし、あなたが利用しているシステムで動作しなけれ ば、あなたが使っているバージョンの
snmptrapd でトラップを受信するための設定方法を確認してください。
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man snmptrapd.conf

11.1.3. Tentacle の設定
デフォルトでは、 Pandora FMS ソフトウエアエージェントは、データをサーバに送るのに Tentacle
プロトコル (IANA [1] により、ポート 41121/tcp が割り当てられています ) を利用します。エージェン
トは、ローカル (NFS,SMB)や、SSH、FTP など、他の方法でデータを送るように設定することもでき
ます。もし、 Tentacle プロトコルでデータを送りたい場合は、データを受信するための Tentacle
サーバを設定する必要があります。デフォルトでは、 Pandora FMS サーバをインストールすると、
Tentacle サーバも同じマシンにインストールされます。
Tentacle サーバの設定を調整したい場合は、 Tentacle サーバデーモンの起動スクリプトを直接編

集します。
/etc/init.d/tentacle_serverd

以下に、Tentacle サーバの設定オプションを示します。
PANDORA_SERVER_PATH

データを受け取るディレクトリのパスを設定します。デフォルトでは /var/spool/pandora/data_in
です。
TENTACLE_DAEMON
Tentacle デーモンを設定します。デフォルトでは、tentacle_server です。
TENTACLE_PATH
Tentacle のバイナリのパスを設定します。デフォルトでは /usr/bin です。
TENTACLE_USER
Tentacle デーモンを起動するユーザを設定します。デフォルトでは pandora です。
TENTACLE_ADDR

サーバが待ち受けるアドレスを設定します。 0.0.0.0 を設定すると全アドレスで待ち受けます。デ
フォルトは全アドレスで待ち受ける 0.0.0.0 です。
TENTACLE_PORT

サーバが待ち受けるポート番号を設定します。デフォルトは 41121 (IANA により公式に割り当てら
れたポート) です。
TENTACLE_EXT_OPTS
Tentacle サーバを実行するときの追加オプションを設定します。

11.2. ウェブコンソール
Pandora FMS ウェブコンソールには、インストール時に生成される設定ファイルがあります。 DEB
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や RPM パッケージでインストールしたり、 Pandora FMS インストール CD でインストールした場合
は、自動的に設定されます。 アーカイブから手動でインストールした場合は、ウェブアシスタント
http://localhost/pandora_console/install.php から設定することができます。
設定ファイル config.php は、コンソールをインストールしたディレクトリの /include 以下にあります。
Debian や Ubuntu であれば /var/www/pandora_console 、 SUSE, RedHat, Fedora 等であれば
/srv/www/htdocs/pandora_console など、ディストリビューションによって異なります。

11.2.1. 設定ファイル config.php
設定オプションはファイルの先頭部分にあり、次の通りです。
$config["dbname"]

接続するデータベース名を設定します。デフォルトは pandora です。
$config["dbuser"]
Pandora FMS データベースに接続するユーザ名を設定します。デフォルトは pandora です。
$config["dbpass"]
Pandora FMS データベースに接続するユーザのパスワードを設定します。
$config["dbhost"]
Pandora FMS データベースのホスト名もしくは IP アドレスを設定します。サーバと同一ホストにイン
ストールしているのであれば、localhost です。
$config["homedir"]
Pandora FMS ウェブコンソールのディレクトリを設定します。通常は、 /var/www/pandora_console
や /srv/www/htdocs/pandora_console です。
$config["homeurl"]
Pandora FMS コンソールの URL のベースディレクトリを設定します。通常は /pandora_console で

す。
$config["public_url"]
Pandora FMS サーバが apache の mod_proxy などを使ったリバースプロキシ配下にある場合に、
URL を文字列で指定します。

11.2.1.1. / から /pandora_console へのリダイレクト
もし、Apache サーバで提供するのが Pandora FMS のみであるならば、ユーザがウェブサーバの /
(トップページ )にアクセスしたときに、 /pandora_console にリダイレクトさせたいと考えるかもしれま
せん。その場合は、次のような index.html ファイルを作成し、ウェブサーバのドキュメントルート
(/var/www や /srv/www/htdocs) に置くと良いでしょう。
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=pandora_console/index.php">
</head>
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</html>

11.3. Pandora FMS ソフトウエアエージェント
11.3.1. エージェントとは?
Pandora FMS ソフトウエアエージェントはシステムのデータを収集します。それぞれ異なるシステム

のローカルで動作し、集めた情報をリモートのサーバに送ります。
これは、特定のプラットフォームで動作するように、それぞれの言語で作られています。 Microsoft
プラ ット フ ォ ーム (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 および Windows Vista) で は 、
Windows スクリプトの VB スクリプトを利用しています。また、 UNIX (GNU/Linux, Solaris, AIX, HPUX, BSD および Nokia IPSO) ではシェルスクリプトを利用しています。 Pandora FMS エージェント
は、公開している API に従えば、さまざまな言語で開発することができます。 Pandora FMS プロ
ジェクトでは、より専用のエージェントを必要とするシステム用に、 Posix C、Perl、Java 等でのエー
ジェント作成も進行中です。
Pandora FMS エージェントは 100% オープンソースです。たとえば、エージェントのデータ収集

およびそれの サーバへの送信に関してはドキュメント化されています。また、必要に応じて分析し
たり修正したりできます。繰り返しますが、エージェントはどんなプログラ ミング言語でも作成可能
で改善もできます。隠されている部分はありません。
このドキュメントでは、 Windows および UNIX オペレーティングシステムへのエージェントのインス
トールについて説明します。
11.3.1.1. ソフトウエアエージェントの一般的な役割
ソフトウエアエージェントの一般的な役割は、エージェントがインストールされているオペレーティン
グシステムに関する情報を収集し、まとめてサーバに送ることです。
Pandora FMS ソフトウエアエージェントは、情報を得るためにオペレーティングシステムの特定のコ
マンドを使っています。 Pandora FMS データサーバは、これらのコマンドによって得られ、 XML

ファイルにてサーバへ送られたデータを保持し処理します。
これらのコマンドによって返されるデータはモジュールと呼びます。エージェントが学習モードで追
加された場合、定義されていないモジュールデータが送信されると、サーバはそれを自動的に設
定追加します。

11.3.2. エージェント設定概要
エージェントは、一つの設定ファイルにより制御されます。設定ファイルの書式は、 UNIX システム
と Windows システムでほとんど同じです。 ファイル名は、 pandora_agent.conf で、Windows シス
テ ム の 場 合 は エ ー ジ ェ ン ト の イ ン ス ト ー ル デ ィ レ ク ト リ に 、 UNIX シ ス テ ム の 場 合 は 、
/etc/pandora_agent.conf にあります。
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設定ファイルはプレーンテキストで、データの送信先やモニタ対象やその方法などの動作を変更
するために、管理者が変更することができます。
設定ファイルのエンコーディングはとても重要で、encoding パラメータに設定している
ものと同じでなければいけません。エンコーディングを適切に設定することにより、受け
取るデータが不正なエンコーディングになることを防ぎます。

次に、ソフトウエアエージェントと、それがどのようにローカルのシステムをモニタするかを定義した
モニタリングモジュールの一般的なパラメータについて説明します。

11.3.3. エージェントの一般的なパラメータ
この章では、エージェントの一般的なパラメータ設定について説明します。 Windows および UNIX
共通のものや、それぞれ専用のものがあります。以下に一般的なパラメータ詳細について記載し
ます。
エージェントから最初にサーバがデータを受け取った時は全ての情報がデータベース
に保存されます。以降に受信したデータは(学習モードの有効・無効により)、XML ファ
イルにおける version, date, OS version および、設定ファイルの gis_exec, latitude,
longitude, altitude parent_agent_name, timezone_offset, address, custom_field
フィールドのみ更新されます。

11.3.3.1. server_ip
データを保持する Pandora FMS サーバのホスト名もしくは IP アドレスを設定します。サーバは、
SSH (ポート 22)、Tentacle (ポート 41121)、FTP (ポート 21)、SMB もしくは NFS のいずれかでデー
タを受け取ります。
11.3.3.2. server_path
エージェントから送られるデータを受け取るサーバのディレクトリパスを設定します。通常は 、
/var/spool/pandora/data_in です。
11.3.3.3. temporal
サーバにデータを送信する前にエージェントがローカルで利用するフォルダのパスを設定します。
エージェントが一度 Pandora FMS サーバに接続すると、通信がうまくいったかどうかに関わらず
データは削除されます(この動作は変更可能です)。
これは、エージェントを実行しているマシンのハードディスクの負荷上昇を避けるためです。ローカ
ルファイルの場所は、そのシステムのアーキ テクチャに依存します。通常、 UNIX システムでは、
/var/spool/pandora/data_out
で あ り 、 Windows
シ ス テ ム で は 、 C:\program
files\pandora_agent\temp です。Windows のインストーラはデフォルトでインストール時にこのディ
レクトリを作成します。
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11.3.3.4. description
XML でエージェントが送る「説明」を設定します。 Pandora FMS はエージェントを作成する時に、こ

の「説明」を取り込みます。
11.3.3.5. group
エージェントが所属するグループ名を設定します。これはエージェント作成時にのみ使われます。
Pandora FMS サーバは、エージェントを設定されたグループに自動的に入れます。
11.3.3.6. temporal_min_size
テンポラリディレクトリのパーティション空き容量がここで指定したサイズ (MB 単位) より小さくなっ
たら、データパケットの生成を停止します。何らかの理由でサーバへの接続が長時間切れた場合
に、ディスクがいっぱいになるのを避けます。
11.3.3.7. logfile
Pandora FMS エージェントのログファイルのパスを指定します。ログファイルは、システムやその他

で何か発生したことを確認するために利用します。
11.3.3.8. interval
エージェントがデータを収集し、それをサーバに送信する間隔を "秒単位" で指定します。推奨値
は 300 (5 分) から 600 (10 分) の間です。この値は大きくする必要があるかもしれません。データ
ベースに保存されるデータ量を考慮することが重要です。 30〜60 秒未満に設定することは お勧
めしません。
11.3.3.9. debug
このパラメータはデータファイルの生成を確認するために利用します。エージェントはサーバに
データファイルをコピーしなくなります。 XML ファイルの内容を確認し、手動でサーバにコピーでき
ます。処理が終わってもデータファイルはテンポラリディレクトリから削除されません。動作状況は
ログ ファイルに出力されます。ログファイルは pandora_agent.log です(上記参照)。
11.3.3.10. agent_name
これは、ホスト名の別名です。この設定は必須ではありません。ホスト名は通常システムから自動
的に取得されます。これを設定するとエージェントのホスト名情報を上書きします。モニタリング対
象のホスト名が重複している場合などに利用します。
11.3.3.11. address
これは、ソフトウエアエージェントの IP アドレスです。 X.X.X.X というフォーマットの IP アドレス、
'localhost' のようなホスト名、または 'auto' を設定できます。 IP アドレスまたはホスト名を指定した場
合は、そのアドレスがエージェントに追加され、メインのアドレスとなります。 'auto' を指定した場合
は、ホストから IP アドレスを取得してエージェントに追加されます。
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11.3.3.12. encoding
iso-8859-15 や utf-8 のように、システムのエンコーディングの種類を設定します。このオプションは 、
Pandora FMS 2.0 以降の UNIX および Windows エージェントに存在します。

11.3.3.13. server_port
このパラメータは、リモートのサーバの待ち受けポートの設定です。 Tentacle のデフォルトは 41121
です。Tentacle が使われていなかったり、サーバが他のポートで待ち受けている場合は、この設定
を変更する必要があります。
11.3.3.14. transfer_mode
このパラメータには、エージェントからサーバへデータを送信するための方法を設定します。設定
可能なモードは、SSH (SCP の利用)、Tentacle、FTP もしくは local です。local モードは、ディレクト
リ間のコピーなので、サーバが動いているのと同じマシンでエージェントが動作している場合のみ
設定可能です。local モードは、GNU/Linux エージェントにのみ存在します。
11.3.3.15. server_pwd
Windows の FTP もしくは Tentacle 転送モードのパスワードを設定します。 Tentacle モードの場合

はパスワードは必須ではありません。このパスワードでサーバでの認証を行います。
11.3.3.16. server_ssl
Tentacle の転送モードを設定します。SSL を利用する場合は 1、そうでなければ 0 を設定します。

11.3.3.17. server_opts
Tentacle の転送モードを設定します。 Tentacle クライアントの拡張設定のために渡す、追加パラ
メータを設定します。"" でくくる必要があります。(例えば、"-v-r 5")

バージョン 3.2 のエージェントでは、 tentacle がサーバへデータを送信するのに HTTP プロキシを
サポートしています。つぎのような拡張オプションを使います。
server_opts -y user:pass@proxy.inet:8080

これにより、 tentacle クライアントがプロキシを利用するようになります。この例では、ポート 8080、
ユーザ "user" 、パスワード "pass" でプロキシに接続します。プロキシサーバが 192.168.1.2 で、
ポート番号が 9000、また、認証が無い場合は次のようにします。
server_opts -y 192.168.1.2:9000

11.3.3.18. delayed_startup
このパラメータに設定した時間 (分単位)、Pandora FMS エージェントの起動を遅らせます。システ
ムが多くのプログラムを読み込む場合に便利です。デフォルトでは無効になっています。 Pandora
FMS エージェントは、呼び出されたと同時に起動します。このオプションは、 UNIX エージェントで
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のみ有効です。
11.3.3.19. pandora_nice
このパラメータには、 Pandora FMS エージェントプロセスの優先順位を設定します。この設定は、
Unix/Linux エージェントにのみ存在します。
11.3.3.20. autotime
これを有効に設定 (1 に設定) すると、エージェントが送信する時間データを無視し、サーバに接
続した時間をサーバのローカル時間で認識するようになります。この設定は、何らかの理由に より
エージェントの時刻がおかしかったり、サーバの時刻と大きくずれている場合に利用します。
11.3.3.21. cron_mode
このパラメータを有効にすると、エージェントをそれ自身の実行の仕組みではなく、 Linux の
crontab から指定した時刻に実行できるようになります。デフォルトでは無効になっています。本当
に必要な場合で無い限り、利用はお勧めしません。
11.3.3.22. remote_config
このパラメータでは、コンソールからエージェントをリモートで設定できるかどうかを設定します。 1 を
設定するとリモート設定が有効になります。 0 を設定するとリモート設定は無効です。デフォルトで
は無効になっています。リモート設定は Tentacle モードでのみ利用できます。
11.3.3.23. xml_buffer
デフォルトは 0 です。 1 に設定すると、送信できなかったすべての XML データファイルを
temporal ディレクトリに保存し、後で再送します。
Unix エージェントでは temporal のデフォルト値が誰もが書き込み可能な /tmp になっているため、
xml_buffer を有効にする場合には temporal を以下の例のように変更して下さい。
Unix の設定例を以下に示します。
server_ip
server_path
temporal
logfile
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
/var/spool/pandora/data_out
/var/log/pandora/pandora_agent.log
300
0
box01
41121
tentacle
1

Windows の設定例を以下に示します。
server_ip
server_path
temporal
logfile

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
c:\archivos de programa\pandora_agent\temp
c:\archivos de programa\pandora_agent\pandora_agent.log
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interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

300
0
box01
41121
tentacle
1

11.3.3.24. timezone_offset
エージェントではサーバのタイムゾーンとのオフセットを設定できます。これは、エージェントが異な
るタイムゾーンのサーバで稼働しているとき、同じ時間に合わせる場合にとても便利です。エー
ジェントは、調整したタイムゾーンでサーバに送信します。
# Timezone offset: Difference with the server timezone
timezone_offset 3

11.3.3.25. parent_agent_name
(サーバで許可していれば)親エージェントの名前を XML で送信することにより、エージェントの親

を更新することができます。
parent_agent_name parent_name

11.3.3.26. agent_threads <スレッド数>
モジュールを並行して実行するエージェントのスレッド数です。デフォルトではシングルスレッドで 、
すべての処理完了まで 1 つずつモジュールを実行します。これは、 UNIX エージェントのみの機
能です。
11.3.3.27. include <ファイル名>
別の設定ファイルパスです。このファイルには、メインの設定ファイルに加えて追加のモジュール
や収集を含めることができます。これはオプションです。Perl 版のエージェントは、ワイルドカードで
ファイル指定が可能です。
11.3.3.28. broker_agent <名前>
エージェントからのデータ収集および設定が空の場合の制御をします。メインの設定ファイルに記
載したブローカーエージェントの名前で新たな設定ファ イルが生成されます。この設定はメインの
エージェントでのみ利用でき、作成された新たなエージェント設定内では利用できません。作成さ
れた新たなエージェ ントは、次回の実行タイミングから動作を開始します。これはオプションです。
11.3.3.29. pandora_user <ユーザ>
このパラメータはオプションで、システムの特定のユーザでエージェントを実行させるためのもので
す。指定するユーザは、エージェントの実行権限等を持つ必要があります。
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このように、Windows と Unix のエージェントのパラメータはほとんど同じです。
11.3.3.30. (>= 5.X) custom_id
外部アプリケーションのための、エージェントのカスタム ID です。
11.3.3.31. (>= 5.X) url_address
コンソールでエージェントから開くカスタム URL です。
11.3.3.32. (>= 5.X) custom_fieldX_name
システムに設定済のエージェントのカスタムフィールド名です。存在しない場合は無視されます。
例:
custom_field1_name Model

11.3.3.33. (>= 5.X) custom_fieldX_value
前述のパラメータで定義されたカスタムフィールド X の値です。
例:
custom_field1_value C1700

11.3.4. セカンダリサーバ
特殊な設定パラメータとしては、セカンダリサーバの設定があります。これにより、データを送信す
る別のサーバを設定します。セカンダリサーバモードには、二種類の動作があります。
• on_error: プライマリサーバにデータを送信出来なかった場合のみ、セカンダリサーバに

データを送信します。
• always: プライマリサーバにデータが送信できるかどうかに関わらず、常にセカンダリサー
バにもデータを送信します。
設定例:
secondary_server_ip
secondary_server_path
secondary_mode
secondary_transfer_mode
secondary_server_port

192.168.1.123
/var/spool/pandora/data_in
on_error
tentacle
41121

11.3.5. UDP サーバ
Pandora FMS Windows エージェントは、リモートコマンドでエージェントの操作が可能です。この
サーバは、ユーザが指定した UDP のポートで待ち受けており、アラートが発生したときに何らかの
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コマンドを実行するなど、リモートシステム (基本的には Pandora FMS) から命令を受け取ることが
できます。
UDP リモートサーバの設定には、いくつかのオプションがあり、 pandora_agent.conf にて設定しま

す。
• udp_server:UDP サーバを有効にする場合は 1 を設定します。デフォルトでは無効です。
• udp_server_port: 待ち受けポート番号を設定します。
• udp_server_auth_address: 命令の送信を許可する IP アドレスを設定します。セキュリ
ティの面から、このエージェントへのアクセスを、1 つの IP アドレスに制限します。
• process_<name>_start <command>: ユーザ定義プロセスを起動するコマンドを設定

します。
• process_<name>_stop <command>: プロセスを停止するコマンドを設定します。
• service_<name> 1: リモートから停止や起動ができるサービス名 <name> を設定します。

設定例:
udp_server 1
udp_server_port 4321
udp_server_auth_address 192.168.1.23
process_firefox_start firefox
process_firefox_stop killall firefox
service_messenger 1

サーバは、次のコマンドを受け付けます。
* <START|STOP> SERVICE <サービス名>: サービスの起動や停止を行います。
* <START|STOP> PROCESS <プロセス名>: プロセスの起動や停止を行います。
* REFRESH AGENT <エージェント名>: エージェントの強制実行および、データの更新を行います。

例:
STOP SERVICE messenger
START PROCESS firefox
REFRESH AGENT 007

サーバの /util/udp_client.pl に、Pandora FMS サーバでアラート発生時にプロセスやサービスを
起動できる実行コマンドとして利用できるスクリプトがあります。次のような書式で利用します。
./udp_client.pl <address> <port> <command>

例えば、エージェントを再起動するには次のようにします。
./udp_client.pl 192.168.50.30 41122 "REFRESH AGENT"

より詳しくは、アラート設定の章を参照ください。
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11.3.6. モジュール定義
収集された情報は、正確な書式でそれぞれのモジュール内に設定される必要があります。モ
ジュールの定義を追加することにより、任意の情報収集を追加 することができます。それぞれのモ
ジュールにはいくつかのディレクティブがあります。以下に、UNIX エージェントにおけるモジュー
ルの設定について説明します。(ほとんどは、Windows エージェントにも使えます)
一般的な書式は次の通りです。
module_begin
module_name Module Name
module_type generic_data
.
.
.
module_description Command Execution
module_interval Number
module_end

モジュールにより、 サブオプション の違いがありますが、すべてのモジュールは同じような構造に
なっています。 module_interval および module_description パラメータは必須ではありませんが、
それ以外は必須項目です。まずは、共通の項目について見ていきましょう。
11.3.6.1. 全モジュールで共通の項目
モジュールのフィールド情報はモジュール作成時にのみ反映されます(モジュール
データ、説明、拡張情報を除く)。モジュールがすでに存在する場合は更新されません。
この動作は、エージェントの学習モードが有効になっている場合と同様です。

module_begin

モジュール定義の開始を示す、必須項目です。
module_name <名前>

モジュールの名前を指定します。これがモジュール ID になります。スペース無しで長すぎないも
のを設定してください。特別な制限はありません (最大 250 文字) が、短い名前の方が扱いやす
いです。この名前は、同じエージェント内の似たような名前と重複しないようにしてください。なお、
Pandora FMS は大文字・小文字を区別します。
これは必須項目です。
module_type

モジュールが利用するデータタイプです。エージェント用にいくつかのデータタイプがあります。
• Numerical (generic_data): 小数または整数の数値データです。小数値の場合は整数に

切り捨てられます。
• Incremental (generic_data_inc): 前回の値に対して増加していく (インクリメンタルな)数値
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データです。差がマイナスになると、0 にリセットされます。
• Alphanumeric (generic_data_string): 文字列です。
• Monitors (generic_proc): プロセスやサービスの状態確認に使います。このデータタイプ
は、異常時に 0 となり、正常時に 1 になるため、モニタ (Monitors) と呼ばれます。
• Asynchronous Alphanumeric (async_string): 定期的な間隔によらない文字列収集に
使います。その他のデータタイプ (generic*) は同期動作を行い、一定時間にデータを受け
取らないと不明な状態となりますが、非同期 (Asynchronous) データタイプでは不明状態に

はなりません。
• Asynchronous Monitor (async_proc): generic_proc と似ていますが、非同期のデータタ

イプです。
• Asynchronous Numerical (async_data): generic_data と似ていますが、非同期のデー

タタイプです。
これらは必須項目です。
module_min <値>

これは、そのモジュールで生成するデータの最小値です。ウェブコンソールでモジュールがまだ
定義されていない場合は、この値が採用されます。この ディレクティブは必須ではありません。こ
の値はエージェント内で定義された値を上書きするわけではありません。もし、ダッシュボードにモ
ジュールが存在し ない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_max <値>

これは、モジュールで生成されるデータの最大値です。ウェブコンソールでモジュールがまだ定義
されていない場合は、この値が採用されます。この設定 は必須ではありません。また、 Windows
エージェントではサポートされていません。この値はエージェント内で定義された値を上書きする
わけではありません。もし、ダッシュボードにモジュールが存 在しない場合は、学習モードが使わ
れていれば自動的に作成されます。
module_min_warning <値>

モジュールが警告状態になる最小値です。これは必須ではありません。ダッシュボードにモジュー
ルが存在しない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_max_warning <値>

モジュールが警告状態になる最大値です。これは必須ではありません。ダッシュボードにモジュー
ルが存在しない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_min_critical <値>

モジュールが障害状態になる最小値です。これは必須ではありません。ダッシュボードにモジュー
ルが存在しない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
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module_max_critical <値>

モジュールが障害状態になる最大値です。これは必須ではありません。ダッシュボードにモジュー
ルが存在しない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_disabled <値>

モジュールが、有効 (0)か無効 (1) かを表します。これは必須ではありません。ダッシュボードにモ
ジュールが存在しない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_min_ff_event <値>

これは、モジュールの状態変化が継続的に発生している場合にそれを変化としてとらえないように
するための間隔です。これは必須ではありません。ダッシュボードにモジュールが存在しない場合
は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_description <テキスト>

これは、モジュールにコメントを書くためのものです。こ設定は必須ではありません。この値はエー
ジェント内で定義された値を上書きするわけではありません。もし、ダッシュボードにモジュールが
存在しない場合は、学習モードが使われていれば自動的に作成されます。
module_interval <間隔倍率>

Pandora 1.2 より追加された新しいタイプです。それぞれのモジュールの実行間隔を設定すること

ができます。この設定値がエージェントの間隔に対して掛け合わされます。 例えば、エージェント
が 300 (5 分 ) 間隔の設定であっ た場合に、 あるモジュールだけ 15 分間隔にしたいときに 、
module_interval 3 を設定します。そのモジュールは、 300 秒 x 3 = 900 秒 (5 分) 間隔で実行され
ます。
module_timeout <秒数>

(Windows のみ)

バージョン 3.1 では、Pandora FMS は個々のモジュールごとの処理時間の設定をサポートしていま
す。エージェントはモジュールの実行を待ちますが、ある一定時間 (デフォルトでは 15 秒) 以上か
かった場合は、モジュールの実行を中止します (モジュールの実装により処理が停止するのを防ぎ
ます)。バージョン 3.1 では Windows のみをサポートしていますが、今後のバージョンでは UNIX
エージェントにも実装予定です。
module_postprocess <倍率>

コンソールでデータ保存倍率と同等の処理を行います。エージェントが収集したデータをサーバ
に渡すときに、ここで設定した倍率を掛けて送ることがで きます。もし、エージェントが取得した値
に 1024 を掛けたい場合は、1024 を設定します。また、 1024 で割りたい場合は、1/1024 を意味す
る 0.000976563 を設定します。
module_save <変数名>

バージョン 3.2 から、環境変数でモジュールの戻り値を保存することができます。これにより、結果
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を他のモジュールで再利用することが可能です。値は、定義された順番でモジュールが実行され
るタイミングで更新されることに注意してください。
例:
module_begin
module_name echo_1
module_type generic_data
module_exec echo 41121
module_save ECHO_1
module_end
module_begin
module_name echo_2
module_type generic_data
module_exec echo $ECHO_1
module_end

module_crontab <分> <時間> <日> <月> <曜日>

バージョン 3.2 から、モジュールを指定した日時に実行させるようにすることができます。この設定
は、module_crontab にて、crontab に似た設定を行うことにより実現します。
module_crontab <分> <時間> <日> <月> <曜日>

指定可能な範囲は次の通りです。
•
•
•
•
•

分 0-59
時間 0-23
日 1-31
月 1-12
曜日 0-6 (0 が日曜です)

期間を指定する - を利用することも可能です。
例えば、あるモジュールを毎週月曜の 12 時から 15 時の間に実行するには、次のような設定をしま
す。
module_begin
module_name crontab_test
module_type generic_data
module_exec script.sh
module_crontab * 12-15 * * 1
module_end

モジュールは、期間内に一度だけ実行されます。もし、期間中実行し続けたい場合は、次のように
module_cron_interval 0 オプションを定義します。
module_begin
module_name crontab_test2
module_type generic_data
module_exec script.sh
module_crontab * 12-15 * * 1
module_cron_interval 0
module_end
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コマンドを毎時 10 分に実行したい場合は、次のようにします。
module_begin
module_name crontab_test3
module_type generic_data
module_exec script.sh
module_crontab 10 * * * *
module_cron_interval 0
module_end

module_condition <評価式> <コマンド>

バージョン 3.2 から、モジュールが特定の値を返す場合にコマンドを実行させることが可能です。
次に示すオプションの一つを定義します。
• > [値]: モジュールの値が指定された値よりも大きい場合にコマンドを実行します。
• < [値]: モジュールの値が指定された値よりも小さい場合にコマンドを実行します。
• = [値]: モジュールの値が指定された値と同じ場合にコマンドを実行します。
• != [値]: モジュールの値が指定された値と異なる場合にコマンドを実行します。
• =~ [正規表現 ]: モジュールの値が指定された正規表現にマッチする場合にコマンドを実

行します。
• (値, 値): モジュールの値が指定された値の範囲の場合にコマンドを実行します。

以下のように、同一のモジュールに複数の条件を設定することも可能です。
module_begin
module_name condition_test
module_type generic_data
module_exec echo 2.5
module_condition (1, 3) script_1.sh
module_condition > 5.5 script_2.sh
module_end

例:
module_begin
module_name MyProcess
module_type generic_data
module_exec tasklist | grep MyProcess | wc -l
module_condition > 2 taskkill /IM MyProcess* /F
module_end
module_begin
module_name PandoraLogSize
module_type generic_data
module_exec ls -la "c:\Archivos de programa\pandora_agent\pandora_agent.log" | gawk
"{ print $5 }"
module_condition > 10000 del "c:\Archivos de
programa\pandora_agent\pandora_agent.log"
module_end
module_begin
module_name Service_Spooler

176

Pandora FMS ソフトウエアエージェント

module_type generic_proc
module_service Spooler
module_condition = 0 net start Spooler
module_end

• 注意: Windows プラットホームでは、コマンドの実行にはそれが正しく実行されていることを
確認するために cmd.exe /c を利用することをお勧めします。例えば次の通りです。
module_begin
module_name condition_test
module_type generic_data
module_exec echo 5
module_condition (2, 8) cmd.exe /c script.bat
module_end

module_precondition <評価式> <コマンド>

事前状態定義にマッチした場合モジュールを実行します。次に示すオプションの一つを定義しま
す。
• > [値]: コマンドの実行結果が指定された値よりも大きい場合にモジュールを実行します。
• < [値]: コマンドの実行結果が指定された値よりも小さい場合にモジュールを実行します。
• = [値]: コマンドの実行結果が指定された値と同じ場合にモジュールを実行します。
• != [値]: コマンドの実行結果が指定された値と異なる場合にモジュールを実行します。
• =~ [正規表現]: コマンドの実行結果が指定された正規表現にマッチする場合にモジュー

ルを実行します。
• (値, 値): コマンドの実行結果が指定された値の範囲の場合にモジュールを実行します。

事前状態定義を使ったモジュールの例を示します。
module_begin
module_name Precondition_test1
module_type generic_data
module_precondition (2, 8) echo 5
module_exec monitoring_variable.bat
module_end

module_condition と同様に、複数の事前状態定義を利用することができます。モジュールは、す

べての事前状態定義にマッチした場合のみ実行されます。
module_begin
module_name Precondition_test2
module_type generic_data
module_precondition (2, 8) echo 5
module_precondition < 3 echo 5
module_exec monitoring_variable.bat
module_end
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• 注意: Windows プラットホームでは、コマンドの実行にはそれが正しく実行されていることを
確認するために cmd.exe /c を利用することをお勧めします。例えば次の通りです。
module_begin
module_name Precondition_test3
module_type generic_data
module_precondition (2, 8) cmd.exe /c script.bat
module_exec monitoring_variable.bat
module_end

(>= 5.x) module_unit <単位>

これは、モジュールの値に付与する単位です。
例:
module_unit %
(>= 5.x) module_group <値>

これは、モジュールグループ名です。モジュールの存在しないグループは、モジュール無しで作
成されます。
例:
module_group Networking
(>= 5.x) module_custom_id <値>

モジュールのカスタム ID です。
例:
module_custom_id host101
(>= 5.x) module_str_warning <値>

文字列タイプのモジュールで警告状態を定義する正規表現です。
例:
module_str_warning .*NOTICE.*
(>= 5.x) module_str_critical <値>

文字列タイプのモジュールで障害状態を定義する正規表現です。
例:
module_str_critical .*CRITICAL.*
(>= 5.x) module_warning_instructions <値>

モジュールが警告状態に変化したときのオペレータへの指示です。
例:
module_warning_instructions Increase incident priority
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(>= 5.x) module_critical_instructions <値>

モジュールが障害状態に変化したときのオペレータへの指示です。
例:
module_critical_instructions Call to sys department
(>= 5.x) module_unknown_instructions <値>

モジュールが不明状態に変化したときのオペレータへの指示です。
例:
module_unknown_instructions Open incident
(>= 5.x) module_tags <値>

カンマ区切りでモジュールに割り当てるタグを指定します。システムに存在するタグのみ割り当てら
れます。
例:
module_tags tag1,tag2,tag3
(>= 5.x) module_warning_inverse <値>

警告閾値を定義と反対にするかどうかを指定するフラグ(0/1)です。
ま た 、 負 の 値 を 設 定 し た 場 合 、 例 え ば -50 よ り 小 さ い 値 を 警 告 状 態 に す る の で あ れ ば 、
min_warning を -50 にし、このパラメータを設定します。
例:
module_critical_inverse 0
(>= 5.x) module_critical_inverse <値>

障害閾値を定義と反対にするかどうかを指定するフラグ(0/1)です。
ま た 、 負 の 値 を 設 定 し た 場 合 、 例 え ば -75 よ り 小 さ い 値 を 警 告 状 態 に す る の で あ れ ば 、
min_critical を -75 にし、このパラメータを設定します。
例:
module_critical_inverse 1
(>= 5.x) module_quiet <値>

モジュールを静観モードとするかどうかを定義するフラグ (0/1)です。(静観時はイベントやアラート
は発生しません。)
例:
module_quiet 1
(>= 5.x) module_ff_event <値>

モジュールの連続抑制回数です。(秒単位)
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例:
module_ff_event 2
(>= 5.x) module_macro<macro> <値>

コンソールのコンポーネントマクロシステムで生成されたマクロです。ローカルコンポーネントで生
成されたモジュール用のため、設定ファイルからこのパラメータを設定することはあまり有用ではあ
りません。
例:
module_macro_field1_ 8080
module_end

モジュール定義の終わりを表します。必須項目です。
11.3.6.2. 情報を取得するためのディレクティブ
次に、それぞれのモジュールで情報を取得するためのディレクティブを示します。それぞれのモ
ジュールで、1 回ずつ利用できます。
module_exec <コマンド>

これは、コマンド実行により情報収集するための一般的な手法です。 UNIX および Windows エー
ジェントの両方にあります。このディレクティブは、一つだけ設定でき、一つのコマンドのみ定義可
能です (コマンドの実行にパイプを使うことはできます )。このディレクティブは、コマンドを実行しそ
の戻り値を取得します。この設定は Windows エージェントでも可能です。
Windows エージェントでのデータ取得のためのディレクティブは他にもあります。以下に示します 。

実行コマンドがエラー等で 0 以外のリターンコードを返した場合、情報は収集されま
せん。

リターンコードが 0 以外であってもコマンドの実行結果に問題が無い場合は、リターンコードを 0
にするために他のコマンドへパイプします。例えば次の通りです。
top -n 1

リターンコードはエラーの 1 となります (echo $? で確認してください )。それを 0 で返すためには、
次のようにします。
top -n 1 | grep ""

エージェントのデータ取得のためのガイドラインは他にもあります。以下に示します。
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module_service <サービス>

指定したサービスが実行中であるかどうかをチェックします。サービス名にスペースが含まれる場
合は、" " でくくるのを忘れないようにしてください。
module_begin
module_name Service_Dhcp
module_type generic_proc
module_service Dhcp
module_description Service DHCP Client
module_end

サービスは、Windows サービスマネージャに表示される短い名前 (サービス名) で識別されます。
他に "表示名" と呼ばれる長い名前がありますが、 Pandora FMS でのプロセスの識別には利用し
ていません。 サービスにプロセスが関連付けられています。以下のスナップショットでは、上記モ
ニタ設定例に対応した短い名前 (サービス名) が表示されています。ここで、大文字と小文字は区
別されることに注意してください。例えば、DHCP と Dhcp は同じではありません。

Unix
Unix でも Windows と同様に動作します。しかし、 Unix ではサービスとプロセスは同じ意味です。
例えば、sshd プロセスが動作しているか見るには、次のように設定します。
module_begin
module_name Service_sshd
module_type generic_proc
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module_service sshd
module_description Process SSHD running
module_end

Unix エージェントでは、サービスのウォッチドッグおよびサービスの非同期検出はできません。

非同期モード
Pandora FMS は通常、 (モジュールによって定義される )一定の秒間隔にてチェックを実行します
(デフォルトでは、300 秒 = 5 分)。そのため、チェックの直後にサービスがダウンすると、それがダ
ウンであると認識するのに、さらに 300 秒かかります。非同期モジュールでは、 Pandora に "今す
ぐ" サービスの障害を通知するようにできます。これは、 非同期操作モードと呼んでいます。非同

期モードにするには、以下のディレクティブを設定してください。
module_async yes

サービスのウォッチドッグ
サービスがダウンしたときに再起動するためのウォッチドッグモードがあります。サービスを起動す
るためのパラメータは Windows が認識しているため必要ありません。設定は簡単で、以下に例を
示します。
module_begin
module_name ServiceSched
module_type generic_proc
module_service Schedule
module_description Service Task scheduler
module_async yes
module_watchdog yes
module_end

module_proc <プロセス>

指定した名前のプロセスがいるかどうかをチェックします。プロセス名にスペースが含まれていても 、
" " は使わないでください。プ ロセス名に拡張子 .exe がつくかどうかを良く確認してください。モ
ジュールは、指定した名前で実行されているプロセスの数を返します。プロセス名は Windows の
タスクマネージャに表示されるそれと、スペースや大文字小文字を含め、完全に一致している必要
があります。例えば、cmd.exe と CMD.exe は同じではありません。
以下に cmd.exe プロセスをモニタリングする例を示します。
module_begin
module_name CMDProcess
module_type generic_proc
module_proc cmd.exe
module_description Process Command line
module_end

Unix
UNIX では、このモジュールは module_service のように動作します。非同期およびウォッチドッグ
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モードはサポートしません。

非同期モード
サービスと同じように、モニタリングしているプロセスにて何らかの原因で障害が発生することがあり
ます。Windows エージェントでは、 module_proc モジュールで非同期チェックをサポートしていま
す。この場合、プロセスの状態が変化したとき、通常のモニタリング間隔における次のチェックタイ
ミングを待たずにすぐに通知されます。これにより、プロセスに障害が発生したのとほぼ同時にそ
れを知ることができます。以下にプロセスの非同期モニタリング設定の例を示します。
module_begin
module_name Notepad
module_type generic_proc
module_proc notepad.exe
module_description Notepad
module_async yes
module_end

違いは、"module_async yes" が設定されている点です。

プロセスのウォッチドッグ
ウォッチドッグは、ダウンしたプロセスを見つけた場合にそれをすぐに起動させることができます。
Pandora FMS の Windows エージェントは、プロセスがダウンしたときにウォッチドッグとして動作さ
せることができます。これを、プロセスのウォッチドッグモードと呼びます。
プロセスの実行には、いくつかのパラメータが必要です。このモジュールには、いくつかの追加設
定オプションがあります。 ウォッチドッグモードは、モジュールタイプが 非同期の場合のみ動作する
ことに注意してください。ウォッチドッグでの module_proc の設定例を見てみます。
module_begin
module_name Notepad
module_type generic_proc
module_proc notepad.exe
module_description Notepad
module_async yes
module_watchdog yes
module_start_command c:\windows\notepad.exe
module_startdelay 3000
module_retrydelay 2000
module_retries 5
module_end

以下に、ウォッチドッグを行う場合の module_proc の追加パラメータを示します。
• module_retries:ウォッチドッグによりプロセスを起動させるリトライ回数を指定します。指

定した回数に達 した場合、該当モジュールのウォッチドッグは無効になり、ユーザによる復
旧 (少なくともエージェントの再起動 ) がされるまでプロセスの起動を行わなくなります。デ
フォルトでは上限はありません。
• module_startdelay:プロセスのダウンを認識した後、最初にプロセスを起動させるまでの

待ち時間をミリ秒単位で指定します。起動に時間がかかるようなプロセスの場合、再びプロ
セスのチェックを開始するまでの待ち時間をこのパラメータで調整します。例では 3 秒に設
定しています。
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• module_retrydelay:上記のパラメータに似ていますが、これはプロセスダウンを検知した
後に起動に失敗た場合の再実行の待ち時間です。 Pandora がプロセス再起動の失敗を検

知したときに、ここで指定したミリ秒単位の時間待ったのち、プロセスが起動したかどうかの
チェックを実施します。
ウォッチドッグ機能を利用したい場合は、 Pandora FMS をサービスとして実行しておく必要があり、
Pandora FMS エージェントのプロパティにて、 "Interactive access with desktop" を有効にしておく
必要があります。以下にスナップショットを示します。

また、Pandora FMS は "SYSTEM" アカウントのサービスとして動作するため、実行されるコマンドは
このユーザおよびこのユーザの環境で動作することに注意してください。したがって、特定の プロ
セスを特定のユーザで実行したい場合は、環境変数の設定やその他事前処理を行う呼び出し用
スクリプト (.bat など) を用意し、そのスクリプトをウォッチドッグの起動プログラムとして設定する必
要があります。
module_cpuproc <プロセス> (Unix のみ)

特定のプロセスの CPU 使用率を返します。
module_begin
module_name myserver_cpu
module_type generic_data
module_cpuproc myserver
module_description Process Command line
module_end
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module_memproc <プロセス> (Unix のみ)

特定のプロセスが利用しているメモリ量を返します。
module_begin
module_name myserver_mem
module_type generic_data
module_memproc myserver
module_description Process Command line
module_end

module_freedisk <ドライブ名:>|<ボリューム>

このモジュールは、 UNIX および Windows 双方で利用できます。ディスクの空き容量をチェックし
ます。 ( ドライブ名のあとに ":" を忘れないようにしてください。 ) UNIX であれば、 /var などのボ
リュームを指定します。
module_freepercentdisk <ドライブ名:>|<ボリューム>

このモジュールは、ディスクの空きをパーセントで返します。 Windows であれば、ドライブ名: (":"を
忘れないようにしてください) で、UNIX であれば、/var などのボリュームを指定します。
module_begin
module_name freepercentdisk
module_type generic_data
module_freepercentdisk C:
module_end
module_begin
module_name disk_var
module_type generic_data
module_freepercentdisk /var
module_end

module_occupiedpercentdisk <ドライブ名:>|<ボリューム>

(Unix のみ)

このモジュールは、/var 等の Unix ファイルシステムのディスク使用率(%)を返します。
module_begin
module_name disk_var
module_type generic_data
module_occupiedpercentdisk /var
module_end

module_cpuusage <cpu id>

このモジュールは、 UNIX および Windows 双方で使えます。指定した CPU 番号の CPU 使用率
を返します。 CPU が 1 つしかない場合は番号を指定しないか、 all を指定します。また、マルチ
CPU 環境で全 CPU の平均使用率を得ることができます。
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module_begin
module_name SystemCPU
module_type generic_data
module_cpuusage all
module_description Average CPU use in systme
module_end

1 つ目の CPU 使用率を確認するのは次のようにします。
module_begin
module_name SystemCPU_1
module_type generic_data
module_cpuusage 1
module_description Average CPU use in system for CPU #1
module_end

module_freememory

Windows および Unix 双方で使えます。システム全体の空きメモリ量を取得します。
module_begin
module_name FreeMemory
module_type generic_data
module_freememory
module_description Non-used memory on system
module_end

module_freepercentmemory

Windows および Unix 双方で使えます。システム全体の空きメモリ量のパーセンテージを取得しま

す。
module_begin
module_name freepercentmemory
module_type generic_data
module_freepercentmemory
module_end

module_tcpcheck

(Windows のみ)

このモジュールは、指定された IP アドレスおよびポート番号への接続確認を行います。成功する
と 1 が返り、失敗すると 0 が返ります。なお、タイムアウトを設定する必要があります。
module_begin
module_name tcpcheck
module_type generic_proc
module_tcpcheck www.artica.es
module_port 80
module_timeout 5
module_end
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module_regexp

(Windows のみ)

このモジュールは、正規表現を使ってファイル (ログ)の内容の比較を行います。モニタリングを開
始した時点ですでに存在している行については無視します。モジュールが返す値はモジュールタ
イプにより異なります。
•
•
•
•

generic_data_string, async_string: 正規表現にマッチした行全体を返します。
generic_data: 正規表現にマッチした行数を返します。
generic_proc: 正規表現にマッチしたら 1、そうでなければ 0 を返します。
module_noseekeof: 0 がデフォルトです。これを有効にすると、それぞれのモジュールの
実行において、ターゲットのファイル更新からは独立して、ファイルの EOF を確認すること

なくチェック処理が実行されます。これにより、常に検索パターンにマッチするすべての行
が XML 出力に展開されます。
module_begin
module_name regexp
module_type generic_data_string
module_regexp C:\WINDOWS\my.log
module_pattern ^\[error\].*
module_noseekeof 1
module_end

正規表現の詳細の書式については、こちら [2] を参照してください。
module_wmiquery

(Windows のみ)
WMI モジュールは、外部ツールを使わずにローカルで WMI クエリを実行できます。 2 つのパラ

メータで設定します。
• module_wmiquery: 利用する WQL クエリを設定します。さまざまなデータを含む複数の

行で結果を得ることができます。
• module_wmicolumn:データソースとして利用するカラム名を設定します。

例えば、インストールされているサービス一覧を取得するには次のようにします。
module_begin
module_name Services
module_type generic_data_string
module_wmiquery Select Name from Win32_Service
module_wmicolumn Name
module_end

現在の CPU 負荷であれば次のようにします。
module_begin
module_name CPU_speed
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
module_wmicolumn LoadPercentage
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module_end

module_perfcounter

(Win32 のみ)
PDH イ ン タ フ ェ ー ス を 通 し て 、 パ フ ォ ー マ ン ス カ ウ ン タ (http://msdn.microsoft.com/jajp/library/aa373083(v=vs.85).aspx パフォーマンスカウンタドキュメント ) からデータを取得します。
Windows のライブラリの pdh.dll がインストールされている必要があります。もしインストールされて
いない場合は、Windows パフォーマンス解析ツールをインストールする必要があります (通常はデ
フォルトでインストールされています)。
module_begin
module_name perfcounter
module_type generic_data
module_perfcounter \Memory\Pages/sec
module_end

Windows パフォーマンスモニタは、モニタリングに利用できる何百ものパラメータを持つ強力な

ツールです。各ベンダにより独自のモニタ項目も追加されているため、シ ステムパラメータだけで
なく、そのシステムで動作しているデバイスの情報もモニタすることが簡単にできます。
パフォーマンスカウンタの項目の構文は、言語に依存しています。例えば、ドイツ語の Windows と
英語の Windows では、項目を特定するための文字列が異なります。異なる言語で利用するのは
難しいです。
利用できる値を探すために、モニタできるパフォーマンス項目の文字列を確認するには 、
Windows のツールである "パフォーマンス" を利用できます。
以下に Windows パフォーマンスモニタのスナップショットを示します。
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このスナップショットでは、新たなモニタ項目を追加したいときの画面を示しています。
ここで、Procesador(スペイン語) のいくつかのパラメータが表示されています (スペイン語)。また、
異なるサブ項目があります。 プロセッサ時間のパーセンテージ とサブ項目を選択しています。この
場合、我々はトータル _ Total に注目しています。

このように、 OS のツールを使うことにより、システムパフォーマンスのさまざまな要素を取り込むこと
ができます。この場合、モジュールの設定は次のようになります。
module_begin
module_name Processor_Time
module_type generic_data_inc
module_perfcounter \Procesador(_Total)\% de tiempo de procesador
module_end

デフォルトでは、カウンタの生データが表示されます。調整値を取得するには、module_cooked
1 を設定します。
module_begin
module_name Disk_E/S_Seg
module_type generic_data
module_cooked 1
module_perfcounter \DiscoFísico(_Total)\E/S divididas por seg.
module_end

多くのデータは、カウンタ値として返ってきます。そのため、データタイプとしては
generic_data_inc を使う必要があります。また、とても大きなスケール (数百万) のデータが返って
くることがありますので、事前処理モジュールで 0.000001 などを設定して値を小さくすると良いで
す。
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module_inventory

(Win32 のみ。Linux/Unix ではエージェントプラグインとして実装されています。)

前述の WMI を利用することにより、このモジュールはソフトウエアおよびハードウエアの違った情
報を取得します。
モジュールは、取得した情報の種類を分類し収集します。以下に情報の種類の一覧を示します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cpu: システムの CPU 情報を取得します。(プロセッサ名、クロック数、説明)
CDROM: CD-ROM の情報を取得します。(名称およびドライブ名)
Video: ビデオカードの情報を取得します。(説明、RAM 容量、プロセッサ)
HDs: ハードディスクの情報を取得します。(モデル、サイズおよび、システムにおける名前)
NICs: ネットワークコントローラの情報を取得します。 (説明、MAC アドレスおよび、IP アドレ
ス)
Patches: インストール済のパッチ情報を取得します。(ID、説明、コメント)
Software: MSI パッケージの情報を取得します。(名前およびバージョン)
RAM: RAM モジュールの情報を取得します。(タグ、容量および名前)
Service: インストールされたサービスの情報を取得します。最初のカラムに、 Pandora FMS

がサービスのモニタリングに使う、サービスの短い名前が表示されます。
追加モジュールパラメータ:
• module_interval: このモジュールは、 日単位で情報収集するための間隔を定義する追

加設定です。
このモジュールの利用例を以下に示します。
module_begin
module_name Inventory
module_interval 7
module_type generic_data_string
module_inventory RAM Patches Software Services
module_description Inventory
module_end

module_logevent

(Win32 のみ)

このモジュールは、 Windows イベントログファイルの情報を取得します。パターンにマッチした項
目や、発生元やイベントタイプでフィルタリングした情報が返ります。このモジュールは、 バージョ
ン 2.0 から存在していますが、 (遅い) WMI を利用するのではなく、Win32 のネイティブ API を利
用するように改善しました。これにより、処理が早くなり、多くの項目を扱えるようになりました。新た
な実装はまた、以前のバージョンよりも多くの フィールドをフィルタリングできます。モジュールの基
本的な書式を以下に示します。
module_begin
module_name MyEvent
module_type async_string
module_logevent
module_source <logName>
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module_eventtype <event_type/level>
module_eventcode <event_id>
module_application <source>
module_pattern <text substring to match>
module_description
module_end

すでに表示されたものを再度表示するのを防ぐために、エージェントが実行された最終時間より後
のイベントのみを対象とします。
module_logevent には、次のパラメータを設定できます。(すべて大文字小文字を区別します)
• module_source: イベントソース (System, Application, Security) を指定します。このフィー

ルドは必須項目です。
• module_eventtype: イベントタイプ (Error, Information 等) を指定します。このフィールド

はオプションです。
• module_pattern: 検索するパターン (文字列) を指定します。このフィールドはオプション

です。
• module_eventcode: 5112 等のイベント ID 番号です。このフィールドはオプションです。
• module_application: イベント発生元のアプリケーションを指定します。イベントが検索さ
れる名前やログファイルを示す module_source と混同しないように注意してください。

例えば、system の error に分類される全てのイベントを表示するには、次のように設定します。
module_begin
module_name log_events
module_type generic_data_string
module_description System errors
module_logevent
module_source System
module_eventtype error
module_end

PandoraAgent という文字を含む全イベントを表示するには次のようにします。
module_begin
module_name log_events_pandora
module_type async_string
module_description PandoraAgent related events
module_logevent
module_source System
module_pattern PandoraAgent
module_end

その他例として、以下にイベントフィルタリングのスナップショットを示します。
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module_begin
module_name MyEvent
module_type async_string
module_source Application
module_eventtype Information
module_eventcode 6000
module_application Winlogon
module_pattern unavailable to handle
module_description
module_end

Pandora FMS は、ログを収集するシステムではないということを理解してください。このツールは、こ

れらのクリティカルま たは重要なイベントを選択し、監視するためのシステムです。すべてのイベン
トを未分類で収集すると、データベースが飽和状態になりシステムパフォーマンス が著しく低下し、
長期的に問題をもたらします。 Pandora FMS を一般的なイベント収集ツールとして使うべきではあ
りません。
module_plugin

プラグインエージェントから取得したデータを定義するためのパラメータです。これは、特殊なモ
ジュールで、XML 全体を生成し、module_begin や module_type などの識別子は必要ありません。
次のような書式です。
module_plugin plugin_filename parameter_1 parameter_2 parameter_3

プラグインに追加のパラメータを設定する場合は、次のように通常の書式を利用します。
module_begin
module_plugin plugin_filename parameter_1 parameter_2 parameter_3
module_interval 2
module_condition (0, 1) script.sh
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module_end

それぞれのプラグインは個別の書式を持っています。エージェントにデフォルトで付属している正
規表現プラグインで説明します。
module_plugin grep_log /var/log/syslog Syslog ssh

この例では、プラグインの名前が "grep_log" で、"/var/log/syslog" を "ssh" で検索する "Syslog" と
いうモジュールであることを意味します。
Windows システムの場合の例を示します。(バージョン 3.1 以上)
module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%\Pandora_Agent\util\df_percent.vbs"

ファイルコレクションとプラグイン
ファイルコレクションを使う場合は、同様に設定できますが、ファイルが配置されている場所を理解
する必要があります。ファイルコレクション は、最初にコレクションを作成した時の "ハンドル" もしく
は 短 い 名 前 を 利 用 し ま す 。 "fc_2" と い う よ う な 名 前 で す 。 フ ァ イ ル コ レ ク シ ョ ン を 使 っ て
module_plugin を利用するいくつか例を見てみましょう。
Unix:
module_plugin /etc/pandora/collections/fc_1/always_1.sh

Windows:
module_plugin cscript //B "%ProgramFiles
%\pandora_agent\collections\fc_2\df_percent.vbs"

プラグインの実行では、複数モジュールの値を返すことができることを認識しておくことがとても重
要です。なぜなら、プラグインは XML 構造のデータを返します。例えば、Windows で /util/df.vbs
プラグインの出力は次のようになります。
<module>
<name><![CDATA[C:]]></name>
<description><![CDATA[Drive C: free space in MB]]></description>
<data><![CDATA[2361]]></data>
</module>
<module>
<name><![CDATA[D:]]></name>
<description><![CDATA[Drive D: free space in MB]]></description>
<data><![CDATA[32020]]></data>
</module>
<module>
<name><![CDATA[Z:]]></name>
<description><![CDATA[Drive Z: free space in MB]]></description>
<data><![CDATA[10168]]></data>
</module>
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module_ping <ホスト>

(バージョン 4.0.1 以降、Windows のみ)

このモジュールは、指定したホストに ping を行い、応答があれば 1、そうでなければ 0 を返します。
ping.exe のラッパーです。
次のパラメータを設定できます。
• module_ping_count x: 送信する ECHO_REQUEST パッケットの数 (1 がデフォルト)
• module_ping_timeout x: 応答を待つタイムアウトミリ秒数 (1000 がデフォルト)
• module_advanced_options: ping.exe の拡張オプション

例:
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc
module_ping 192.168.1.1
module_ping_count 2
module_ping_timeout 500
module_end

module_snmpget

(バージョン 4.0.1 以降、Windows のみ)

このモジュールは snmpget を実行し、その応答を返します。snmpget.exe のラッパーです。
次のパラメータを設定できます。
•
•
•
•
•

module_snmpversion [1,2c,3]: SNMP バージョン (1 がデフォルト)
module_snmp_community <community>: SNMP コミュニティ (public がデフォルト)
module_snmp_agent <host>: 対象の SNMP エージェント
module_snmp_oid <oid>: 対象の OID
module_advanced_options: snmpget.exe の拡張オプション

例:
module_begin
module_name SNMP get
module_type generic_data
module_snmpget
module_snmpversion 1
module_snmp_community public
module_snmp_agent 192.168.1.1
module_snmp_oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.148
module_end

11.3.7. 例
イベントログが動作しているかをチェックする Windows モジュールの例を示します。
module_begin
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module_name ServicioReg
module_type generic_proc
module_service Eventlog
module_description Eventlog service availability
module_end

Unix モジュールの例を示します。
module_begin
module_name cpu_user
module_type generic_data
module_exec vmstat | tail -1 | awk '{ print $14 }'
module_min 0
module_max 100
module_description User CPU
module_end

11.3.8. ソフトウエアエージェントの拡張機能
Pandora FMS はどんなシステムでもモニタできます。システムにインストールされたソフトウエア

エージェントを通してモニタ対象システムのデータを収集したり、サーバで 実行されるエージェント
から成る "サテライトエージェント" として SNMP やユーザによって定義したコマンド等によりデータ
を収集することができます。
ソフトウエアエージェントは、 Windows もしくは UNIX のエージェントです。エージェントは以下の
説明に従ってインストールできます。 サテライトエージェントを設定するには、モニタ対象マシンに
ネットワーク的に到達できるサーバにソフトウエアエージェントをインストールし、モニタ対象マシン
のデータを snmpget や ping 等を利用してリモートから収集するように設定すれば良いだけです。
11.3.8.1. Unix/Linux エージェント
UNIX には、簡単にデータを収集できるいくつかのコマンドラインツールがあります。 UNIX エー
ジェントはこれをベースにしており、次の 2 つの種類があります。
• ShellScript:さまざまな OS にある、bash、ksh、csh などのシェルスクリプトを用いたエージェ
ントです。 Linux や MAC 向けにはすべての機能が実装されていますが、伝統的な UNIX
システム (Solaris、AIX、HPUX) 向けには、すべての機能は実装されていません。
• Perl: 全ての UNIX システムで動作する、 Perl 5.8 をベースにしたマルチプラットフォーム
エージェントです。Perl 5.8 以上が必要です。

シェルスクリプトエージェントは、古い UNIX (HPUX11.0 、AIX 4.1、Solaris 2.6 など) でも動くように
作られています。ただし、機能は制限されており、 Tentacle クライアントがありません。サーバにモ
ニタデータをアップロードするには、FTP もしくは SSH を利用する必要があります。
Pandora FMS Unix エージェントの設定

AIX、Solaris および GNU/Linux の間にはほとんど違いはありません。以下に重要なパラメータと

ディレクトリパスについて説明します。
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インストーラを実行すると、 Pandora FMS エージェントインストールされるメインディレクトリもしくは "
ホーム" ディレクトリは、/usr/share/pandora_agent/ になります。ポリシー的にこれを受け入れられ
ないシステムでは、実際のインストールパスから、 /opt/pandora -> /usr/share/pandora_agent など
のリンクを張ることをお勧めします。
その他重要なディレクトリを以下に示します。
• /var/spool/pandora/data_out: エージェントが収集したデータを置くディレクトリです。
• /etc/pandora/pandora_agent.conf: エージェントのメインの設定ファイルです。ここにデー

タの収集に使うコマンドの定義がされています。
• /usr/local/bin/pandora_agent: Pandora FMS エ ー ジ ェ ン ト 本 体 で す 。 こ れ は 、
pandora_agent.conf で設定されたデータ収集を行うシェルスクリプトです。これはまた 、
Pandora サーバにデータパケットを送信します。通常、 /usr/bin/pandora_agent にリンクさ

れています。
• /usr/local/bin/tentacle_client: サーバにデータファイルを送信する Tentacle クライアントで
す。これは、Perl 5.8 で動作します。通常、/usr/bin/tentacle_client にリンクされています。
• /etc/init.d/pandora_agent_daemon: エージェントの起動スクリプトです。pandora_agent を
呼 び 出 し ま す 。 オ プ シ ョ ン と し て 、 start/stop を 利 用 で き ま す 。 AIX シ ス テ ム で は 、
/etc/rc.pandora_agent_daemon です。
• /var/log/pandora/pandora_agent.log: Pandora FMS エージェントがデバッグモードで動

作している時にログが出力されるログファイルです。
• /etc/pandora/plugins: エ ー ジ ェ ン ト プ ラ グ イ ン を 置 く デ ィ レ ク ト リ で す 。 こ れ は
/usr/share/pandora_agent/plugins にリンクされています。
Unix エージェントの実行

Pandora FMS エージェントをすると、設定ファイル /etc/pandora/pandora_agent.conf に設定され
た方法により Pandora FMS サーバへデータをコピーします。コピーの方法 (Tentacle、SSH、FTP)

は、事前に定義されている必要があります。
エージェントの起動は次のように行います。
/etc/init.d/pandora_agent_daemon start

IPSO システムでは、エージェントはプライオリティ -10 で起動されます。システムの CPU 処理で最
低の優先順位です。 CPU 待ちをしている他の優先順位の高いプロセスが実行されます。 IPSO
エージェントには、 Checkpoint/NOKIA のシステムにおいて、 CPU プロセスを制御する特殊なパラ
メータ (harmless_mode) があります。これはとても特殊なケースです。
BSD システムでは、優先順位最大が +20 で、最小が -20 です。

エージェントを停止するには、次のコマンドを実行します。
/etc/init.d/pandora_agent_daemon stop

196

Pandora FMS ソフトウエアエージェント

Unix エージェントの拡張設定

Pandora FMS の実際の能力は、エージェントでユーザ定義スクリプトを実行できることです。これに

より特定のデータを収集したり、欲しい値を得るための操作を作成したり できます。これが、プラグ
イン構造のねらいです。より詳細は、補足資料のエージェントプラグインの作成を確認してください

Unix エージェントの実装例

例 1: Aapche ウェブサーバでのメインページへのアクセス数を計算します。 (大量のレコードがある
場合は、パフォーマンスが落ちる可能性があります。)
module_begin
module_name WEB_Hits
module_type generic_data_inc
module_exec cat /var/log/apache/access.log | grep "index" | wc -l
module_end

例 2: DNS(named) が起動しているかどうかをチェックします。
module_begin
module_name DNS_Daemon
module_type generic_proc
module_exec ps -Af | grep named | grep -v "grep" | wc -l
module_end

Unix エージェントでシステム情報を取得する別の方法

これは、Unix の Perl エージェントでのみ実現可能です。(バージョン 3.2 以上)
「ブラックボックス」として動作するいくつかのモジュールがあります。ユーザはどのような処理を
行っているかを意識する必要はありません。それらは以下のモジュールです。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

module_procmem
module_freedisk
module_freepercentdisk
module_cpuproc
module_proc
module_procmem
module_cpuusage
module_freememory
module_freepercentmemory

例えば、cpuusage モジュールは、システムの CPU 使用率を % で返します。ユーザはコマンドを定
義する必要は無く、 Pandora が UNIX や Windows システムでどうすれば良いかを把握しています。
Pandora Unix エージェントでは、あらかじめコマンドが定義されており、 OS により異なる方法で

データを取得します。
linux => 'vmstat 1 2 | tail -1 | awk \'{ print $13 }\,
solaris => 'vmstat 1 2 | tail -1 | awk \'{ print $21 }\,
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hpux => 'vmstat 1 2 | tail -1 | awk \'{ print $16 }\

テストしたシステムと若干違うシステムを使っている場合は、コマンドが正しくないかもしれません。
その場合は、 module_exec を使うか、 pandora の内部コマンドを再定義します。そのためには 、
Pandora FMS Unix エージェントのコードを若干編集する必要があります。Perl のプログラムで簡単
な修正で実現できますので心配しないでください。
Pandora エージェントは、通常 /usr/bin/pandora_agent にインストールされます。 vi 等 (テキストエ
ディタ) で開き、コマンドの設定部分を探します。次のようなコードが見つかります。
# Commands to retrieve total memory information in kB
use constant TOTALMEMORY_CMDS => {
linux => 'cat /proc/meminfo | grep MemTotal: | awk \'{ print $2 }\,
solaris => 'MEM=`prtconf | grep Memory | awk \'{print $3}\'` bash -c \'echo
$(( 1024 * $MEM ))\,
hpux => 'swapinfo -t | grep memory | awk \'{print $2}\
};

これは、 pandora がシステムのトータルメモリを取得するためのコードの一部です。 AIX では同様
の情報を得るコマンドが無いため AIX の定義はありません。さらに、次のような設定があります。
# Commands to retrieve partition information in kB
use constant PART_CMDS => {
# total, available, mount point
linux => 'df -P | awk \'NR > 1 {print $2, $4, $6}\,
solaris => 'df -k | awk \'NR > 1 {print $2, $4, $6}\,
hpux => 'df -P | awk \'NR > 1 {print $2, $4, $6}\,
aix => 'df -kP | awk \'NR > 1 {print $2, $4, $6}\
};

これらは、ディスクの情報 (容量、空き容量、マウントポイント ) を KB 単位で取得するコマンドです。
情報を取得するための定義済の設定を変更するには、コマンドを編集します。ただし、以下の点
に注意してください。
1. 1 行が、";" で終わっていること。
2. コマンドは、' ' でくくられていること。
3. コマンドで、' を使う場合は、\ でエスケープしていること。例えば次ような場合です。
df -P | awk 'NR > 1 {print $2, $4, $6}'

これは、次のように設定します。
df -P | awk \'NR > 1 {print $2, $4, $6}\'

これは、定義済のものと同じ書き方です。定義済の記述も参考にしてください。
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11.3.8.2. Pandora FMS Windows エージェント
Windows エージェント動作の確認

Pandora FMS Windows
エ ー ジ ェ ン ト の 動 作 は 、 C:\program
files\pandora_agent\pandora_agent.log により確認できます。これは、プレーンテキストのファイ

ルでエージェントの実行状況が出力されます。
Tentacle や SSH が動作しているかどうかをチェックするには、 tentacle_client コマンドおよび
--test-ssh オプションを利用します。最初のコマンドは、転送するアドレスやファイルが特定できな
いとエラーを出力します。ただし、これはシステムに含まれる Tentacle クライアント(tentacle-client)
を確認するだけです。後者のオプションを使った場合は、 Pandora FMS への接続に SSH を利用
し、ssh.test というファイルをコピーします。 SSH を使いたい場合は、生成した鍵をサーバに設定す
ることにより SSH を正しく設定する必要があることに注意してください。
Pandora FMS エージェントサービスの確認

Pandora FMS 3.0 では、すべての種類のメモリリークの回避や、プロセス、ファイル、 TCP/IP ポート

の扱いについて、注意深いチェックとデバッグを行っています。とても安定しており、すべての
Windows プラットフォームでテストしています。しかしながら、いくつかのシステムではサービスのダ
ウンが発生するかもしれません。そこで、システムの再起動や、 エージェントの制御をしたい場合
のために、いくつかの解決策を示します。
エージェントを制御するには、 2 つの方法があります。最初の方法は、 Windows のタスク制御の
AT コマンドにより、指定した日数間隔でエージェントを強制的に再起動することです。
AT による再起動

月曜と金曜に再起動するようにスケジューリングする方法:
at 00:00 /every:Monday,Friday "c:\program
files\pandora_agent\scripts\restart_pandora_agent.bat"

スケジューリングされたタスクを確認するには、次のコマンドを実行します。
at

スケジュールされたタスクが表示されます。
Automatic control of the service in case of falls

サービスがダウンしたときの自動制御
Windows では、サービスがダウンしたときに再起動する方法が提供されています。これにより、
サービスがダウンしたときに、 Windows が自動的にそれを再起動します。それを設定するには 、
Windows サービスのダッシュボードへ行き、 Pandora FMS エージェントのプロパティをクリックしま
す。"Recovery" タブにて、デフォルトの設定を変更します。
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これにより、サービスがダウンしたときに自動的に再起動するようになります。しかし、それは 1 日に
1 回のみ実行されます。何度も再起動することによりシステムの負荷を上昇させたり、何度もダウン
することによりより大きな問題を引き起こすことを防ぐため です。もちろん、 Pandora FMS は頻繁に
ダウンするようなことはありません。いずれにしても、 Pandora FMS サービスがダウンした時にシス
テムによって起動させるように調整することができます。
Pandora FMS Windows エージェントの設定

すべての設定は、 pandora_agent.conf にて行います。このファイルは、前述したディレクティブと
値の組みになっています。以下にサンプルを示します。
# General Parameters
# ==================
server_ip mypandoraserver.host.com
server_path /var/spool/pandora/data_in
temporal "c:\windows\temp"
interval 300
agent_name myagent_name
# Module Definition
# =================
# Counting OpenedConnections (check language string)
module_begin
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module_name OpenNetConnections
module_type generic_data
module_exec netstat -na | grep ESTAB | wc -l | tr -d " "
module_description Conexiones abiertas (interval 2)
module_interval 2
module_end
# Is Eventlog service running ?
module_begin
module_name ServicioReg
module_type generic_proc
module_service Eventlog
module_description Servicio Registro de sucesos
module_end
# Is lsass.exe process alive ?
module_begin
module_name Proc_lsass
module_type generic_proc
module_proc lsass.exe
module_description LSASS.exe process.
module_end
# Received packets.
# Please notice that "Paquetes recibidos" string must be replaced by
# the correct string in your Windows system language.
module_begin
module_name ReceivedPackets
module_type generic_data
module_exec netstat -s | grep "Paquetes recibidos " | tr -d " " | cut -f 2 -d "="
| tr -d "\n"
module_description Conexiones abiertas (interval 2)
module_end
# Free space on disk
module_begin
module_name FreeDiskC
module_type generic_data
module_freepercentdisk C:
module_description Free space on drive C:
module_end
module_begin
module_name FreeMemory
module_type generic_data
module_freepercentmemory
module_description Amount of free memory.
module_end

VB スクリプトによるエージェントの機能拡張

Windows エージェントには、プラグインがありません。しかし、 VB スクリプトをベースにした外部スク
リプトの実行は可能です。以下に、システムの CPU 全体の使用量を得る VB スクリプトコードを示

します。
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
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Set object1 = objWMIService.Get( _
"Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Name='_Total'")
N1 = object1.PercentProcessorTime
D1 = object1.TimeStamp_Sys100NS
Wscript.Sleep(1000)
set object2 = objWMIService.Get( _
"Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor.Name='_Total'")
N2 = object2.PercentProcessorTime
D2 = object2.TimeStamp_Sys100NS
' CounterType - PERF_100NSEC_TIMER_INV
' Formula - (1- ((N2 - N1) / (D2 - D1))) x 100
PercentProcessorTime = (1 - ((N2 - N1)/(D2-D1)))*100
Wscript.Echo PercentProcessorTime

このファイルは "CPUTotal.vbs" として、c:\program files\pandora_agent\util に置きます。
次のように、新たにモジュールタイプ module_exec を作成します。
cscript.exe /NoLogo c:\program_filespandora_agent\util\CPUTotal.vbs

これで、VB 外部スクリプトにより、収集した CPU の全使用量を返すモジュールの準備が完了です。
VB スクリプトを通して取得できるデータはたくさんあります。 VB スクリプトに関しては、 Microsoft が
MSDN にすばらしいオンラインドキュメント[3]を用意していますので、確認してみてください。
SYSTEM 以外のユーザでの Pandora FMS エージェントの実行

Windows エージェントで、異なるユーザで実行するように設定することができます。この設定を行う

には、異なるユーザでのサービス起動の設定を行い、ユーザに特別な 権限を設定する必要があ
ります。実行ユーザは、"administrators" グループに属している必要があります。
WMI コンソールでは、"administrators" グループの全ユーザは全権限が付与されています。

これは、ユーザと ROOT スペースの WMI 設定の例です。デフォルトでは、 root の権限を (階層的
に) 持ちます。
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これに関する、Microsoft のリンクは、[4] [5] にあります。
11.3.8.3. ソフトウエアエージェントの自動アップグレード
Pandora FMS 3.2 には、 " ファイルコレクション " と呼ばれる新しい機能があります。ファイルコレク
ションは、いくつかの章で説明していますが、コンソールから動作中の Pandora FMS ソフトウエア
エージェントへファイル (バイナリ、スクリプト、データ ) をコピーするための、ファイル配布システム

です。
この仕組と特別なツールを使って、ソフトウエアエージェントの自動アップグレードを行うことができ
ます。 これは、次のように動作します。
1. エージェントが、例えば次のようなファイルコレクションの incoming ディレクトリに新たなバイナリ

を受信します。
c:\program files\pandora_agent\collections\fc_1\pandoraAgent.exe

2. エージェントでは、 pandora_update ツールを実行するための特別なモジュールを利用します。
このツールは、ファイルコレクションハンドル (または短い名前) を一つパラメータとして受け取り (こ
の例では fc_1) 、pandoraagent.exe (unix では pandora_agent) というファイルをチェックします。ま
た、実行中の pandora_agent とファイルコレクションで提供されたバイナリファイルの両方のサイズ
および内容を (HASH を使って) チェックします。
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3. Pandora_update はまた、 async_string モジュールを使うことによって、次の実行タイミングで復

旧しユーザに警告を出せるように、エージェントのアップデートプロセスに関するアップデートイベ
ントログを出力します。
以下がアップデートプロセスで使うモジュールです。間隔は長めに設定します。
Unix 通常インストール
module_begin
module_name Pandora_Update
module_type async_string
module_interval 20
module_exec nohup /etc/pandora/plugins/pandora_update fc_1 2> /dev/null && tail -1
nohup.out 2> /dev/null
module_description Module to check new version of pandora agent and update itself
module_end

Unix カスタムインストール
module_begin
module_name Pandora_Update
module_type async_string
module_interval 20
module_exec nohup /var/opt/PandoraFMS/etc/pandora/plugins/pandora_update fc_1
/var/opt/PandoraFMS 2> /dev/null && tail -1 nohup.out 2> /dev/null
module_description Module to check new version of pandora agent and update itself
module_end

注意: pandora_update コマンドの 2 つ目のパラメータは、Pandora FMS のインストールパスです。
このパラメータは、デフォルトのパスとは異なる場所に Pandora FMS をインストールした場合にの
み必要です。
Windows
module_begin
module_name Pandora_Update
module_type async_string
module_interval 20
module_exec pandora_update.exe fc_1
module_description Module to check new version of pandora agent and update itself
module_end

11.3.8.4. 以前のバージョンから 3.2 へのエージェントの自動アップグレード手順
ま ず 最 初 に 、 Pandora FMS エ ー ジ ェ ン ト お よ び pandora_update ツ ー ル (Windows で は
pandoraAgent.exe および pandora_update.exe 、Unix では、pandora_update) から実行ファイルを
取得します。
以下に手順を示します。
1. アップデートしたいシステムへファイルをコピーします。この機能は Pandora FMS バージョン 3.2
では提供されています (ファイルコレクション ) が、バージョン 3.2 へのアップグレードなのでこの機

能はありません。他の方法を使うことを想定します。
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2. エージェントのリモート設定管理が有効になっており動作しているとします。この場合は便利で
す。いくつかのディレクトリを作成し、Pandora FMS エージェントの設定に新たなモジュールを設定

します。
Windows 環境

システムパスが通っている場所もしくは、 pandora の /util ディレクトリのいずれかのディレクトリに
pandora_update をコピーします。
以下に Pandora FMS がインストールされていると仮定します。
C:\Archivos de programa\pandora_agent

pandora_update.exe を以下のディレクトリにコピーします。
C:\Archivos de programa\pandora_agent\util

そして、以下の 2 つのディレクトリを作成します。
C:\Archivos de programa\pandora_agent\collections
C:\Archivos de programa\pandora_agent\collections\fc_1

このあと、新たなエージェントのバイナリファイルを最後に作成したディレクトリへコピーします。
C:\Archivos de programa\pandora_agent\collections\fc_1\PandoraAgent.exe

次のように、エージェントにモジュールを作成します。
module_begin
module_name Pandora_Update
module_type async_string
module_interval 20
module_exec pandora_update.exe fc_1
module_description Module to check new version of pandora agent and update itself
module_end

pandora_update 実 行 フ ァ イ ル を 使 っ た 、 こ の 特 別 な モ ジ ュ ー ル は 、 特 別 な ツ ー ル
(pandora_update) を実行します。これは、現在の実行ファイルと /collectgions/xxxx ディレクトリ内
のファイルを比較します。ここで、xxxx は、モジュールへ渡されるパラメータです。この場所は、ファ
イルコレクションによって定義されるものと同等です。バージョン 3.2 以降では、エージェントの新
たな .exe ファイルの配布はファイルコレクションを通して行われます。そして、この識別子は、どの

ファイルコレクションが実行ファイルであるかの場所を示すのに必要 です。
UNIX 環境
Windows 環境と同じような方法で、 Unix エージェントの実行ファイルおよび pandora_update をコ

ピーします。もし、標準ではないインストール方法でパスを変更している場合は、どのファイルが編
集されるかに十分注意してください。
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pandora_update をエージェントの plugins ディレクトリにコピーします。
/etc/pandora/plugins/pandora_update

そして、/etc/pandora ディレクトリに、collection/fc_1 ディレクトリを作成します。
/etc/pandora/collections/
/etc/pandora/collections/fc_1

pandora_update の 呼 び 出 し は 、 プ ラ グ イ ン の パ ス で 実 行 し ま す 。 こ の 場 合 、 標 準 の
/etc/pandora/plugins/pandora_update です。
Unix の場合のモジュールは次のようになります。
module_begin
module_name Pandora_Update
module_type async_string
module_interval 20
module_exec nohup /etc/pandora/plugins/pandora_update fc_1 2> /dev/null && tail -1
nohup.out 2> /dev/null
module_description Module to check new version of pandora agent and update itself
module_end

注意: pandora_update および pandora_agent が、適切なパーミッションおよびオーナーになって
いることを確認してください。実行パーミッションがあり、pandora_agent の実行ユーザと同じになっ
ている必要があります.

11.3.9. Pandora FMS Drone エージェント
11.3.9.1. Drone エージェントとは ?
Pandora FMS Drone エージェントは、 Pandora FMS ソフトウエアエージェントの一つの実行モード
です。この実行モードは、Windows および Linux マシンでのみ動作します。
Pandora FMS Drone エージェントは、マシンへのアクセスが制限された複雑な環境を扱うために開
発されました。Drone エージェントには、2 つの主な機能があります。
• プロキシモード
• ブローカーモード

加えて、Drone エージェントとしての実行時も、通常の Pandora FMS ソフトウエアエージェントのす
べての機能を利用でき、データを送ることができます。
Drone エージェントを使った Pandora FMS の構成を以下に示します。
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プロキシモード

プロキシモードは、通信が制限されているネットワークに対してとても便利です。このモードで動作
しているエージェントでは Tentacle プロキシサーバが有効になり、それを通して他のエージェント
が Pandora FMS サーバと通信することができます。
新たなバージョンの Tentacle は、プロキシ (HTTP 接続) の利用をサポートしています。そのため、
エージェントは途中の通常のプロキシを使って、サーバへ接続することができます。また、新たな
Tentacle プロキシサーバを利用することもでき、そのプロキシサーバは、 Pandora FMS とエージェ
ント間の通信をとりまとめ、ファイル管理やポリシーによるモニタリングのためのリモート設定が可能
です。Tentacle プロキシサーバの詳細はこちらにあります。
この機能により、プロキシのすべての機能を利用できますが、 Pandora FMS ソフトウエアエージェ
ントを通して設定管理を行います。このモードには、 root では実行できないのと、UNIX エージェ
ントで利用する場合は root 以外のユーザでインストールしなければいけない (プロキシモードで
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エージェントを動かすユーザと同じユーザ)という制限事項があります。
Tentacle プロキシサーバを設定するための全パラメータは、エージェント設定ファイルに存在し、

次のようなものです。
server_ip
Pandora FMS サーバの IP アドレスもしくはホスト名です。プロキシモードでは、このパラメータは
172.0.0.1、localhost、0.0.0.0 やそれに類するものは設定できないことに注意してください。
proxy_mode

プロキシモードのステータスを設定します。 proxy_mode が 1 であれば、Drone エージェントのプロ
キシ機能が有効になります。 proxy_mode が 0 であれば、この機能は無効になります。デフォルト
では無効です。
proxy_max_connection

プロキシの同時接続数です。デフォルトでは 10 接続が許可されています。
proxy_timeout

プロキシのタイムアウトです。デフォルトは 1 秒です。
11.3.9.1.1.1.

利用例

Pandora FMS サーバへの接続が 1 つのみの場合

この状態は、 Pandora FMS Drone エージェントにとって問題ではありません。プロキシモードを設
定するために、server_ip に Pandora FMS の IP アドレスを設定し、 proxy_mode パラメータを 1 に
設定します。必要であれば接続数とタイムアウトパラメータを設定します。この設定で、エージェン
トと Tentacle プロキシサーバが起動し、そのマシンから Pandora FMS サーバへ接続ができます。
他のエージェントでは、server_ip パラメータを、プロキシモードで動作している Drone エージェント
の IP アドレスに設定するだけです。エージェントは、 Pandora FMS サーバへの接続に Drone
エージェントを利用します。
2 段プロキシ接続が必要な場合
Drone エージェントが他の Drone エージェントへ接続する必要がある場合でもとても簡単です。
2 段プロキシを 実現 するには、 Pandora FMS サーバへ 接続できる Drone エージェント にて
server_ip を Pandora FMS の IP アドレス、 proxy_mode を 1 に設定します。その他パラメータは必

要に応じて設定します。
2 つ目の Drone エージェントの設定では、server_ip を 1 つ目の Drone エージェントの IP アドレス
に設定し、もちろんプロキシモードを有効にするために proxy_mode を 1 に設定します。

この設定で、 2 つ目の Drone エージェントに接続したエージェントが、 Pandora FMS サーバへ 2
つのプロキシを通してデータを送信できるようになります。
ブローカーモード

ブローカーモードは、サーバにインストールされた一つのソフトウエアエージェントから、異なる
エージェントを "再生成" するために設計されています。ブローカーエージェントは、異なる設定で
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同一サーバに複数インストールされたエージェントのように、異なる処理を行います。 それぞれの
設定ファイルは独立しており、インベントリモジュールなど、それぞれ別のプラグインを持つことが
できます。もちろん、他のエージェントと同様 に、リモートからの管理もできます。これにより、サー
バやネットワークデバイスを完全にモニタリングできます。また、監視サーバから監視対象ルータに
接続 できないが、接続可能なホストにエージェントのインストールが可能といった場合に便利です 。
たとえば、一つのエージェントで 10 台のルータを監視することができ、 Pandora FMS コンソールに
は 11 のエージェント(10 台のルータと 1 台のホスト)として表示されます。
ブローカーエージェント自身の設定内では、 broker_agent の記述は無視されることに注意してく
ださい。
11.3.9.1.1.2.

例

pandora_agent.conf を次のように編集します。
broker_agent router_1
broker_agent router_2
broker_agent router_3

自 動 的 に 、 'router_1.conf' 、 'router_2.conf' お よ び 'router_3.conf' と い う 新 た な フ ァ イ ル が 、
"agent_name" の設定を除き、オリジナルの "pandora_agent.conf" ファイルのコピーにて作成され
ます。
異なる設定ファイルで 4 つのエージェントが存在することになり、それぞれの設定ファイルに異な
るモジュールを追加できるようになります。例えば、"router_1.conf" を編集し以下を追加します。
リモートチェック例
module_begin
module_name Check SSH Status
module_type generic_proc
module_tcpcheck 192.168.1.1
module_port 22
module_timeout 5
module_end

この機能は、バージョン 4.0 から実装されています。

11.3.10. XML ファイルからのエージェント・モジュールの自動作成 / 学習モード
Pandora FMS は、XML で情報を受け取り (データサーバ )、エージェントやモジュールの自動作成
ができます。サーバの autocreate パラメータを無効にしていなければ、この動作は自動的に行わ

れます。作成は、エージェントのデータが最初にサーバに届いたときだけ行われます。つまり、 情
報の作成は行えますが、以降に説明する例外を除いて XML を受け取るごとにエージェントやモ
ジュールの情報の更新はできません。
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この動作は、各エージェントで 学習モード を無効にすることにより無効化できます。この機能を無
効化すると、新たなモジュールの情報を含む XML を受け取っても、新たなモジュールは作成され
ません。
11.3.10.1. エージェント作成時に XML からロードされるデータ
エージェントのデータは次の通りです。
バージョン 4.x
•
•
•
•
•
•
•
•
•

エージェント名
IP アドレス
エージェントの説明
親エージェント
タイムゾーンオフセット
グループ
OS

エージェント実行間隔
エージェントバージョン

バージョン 5.x
バージョン 4.x と同じ項目に加え、次の項目も含まれます。
• カスタムフィールド
• カスタム ID
• URL アドレス

11.3.10.2. XML を受け取ったときに修正されるデータ (学習モード有効時)
• エージェントの IP アドレス
• 親エージェント (サーバ設定で定義されている場合、バージョン 4.x の親は常に更新されま
す。)
• OS バージョン
• エージェントバージョン
• タイムゾーン
• カスタムフィールド

GIS データは、学習モードが有効であるか無効であるかに関わらず、常に更新されま
す。
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学習モードが有効の場合、 XML ファイルで受け取った新たなモジュールは、 Pandora で作成され
ます。
11.3.10.3. 作成時にモジュールに追加されるデータ
各モジュールで初回の XML 受信時に XML から読み込まれるデータは次の通りです。
バージョン 4.x
•
•
•
•
•
•
•
•
•

名前
タイプ
説明
フィルタの最大・最小値
保存倍率
モジュール実行間隔
障害の最大・最小値
警告の最大・最小値
無効化モジュール

バージョン 5.x
4.x と同じ項目に加え、次の項目が追加されます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ユニット
モジュールグループ
カスタム ID
警告/障害の文字列
障害の説明
警告の説明
不明の説明
タグ
障害反転モード
警告反転モード
静観モード
最小の連続抑制回数

11.3.10.4. モジュールがすでに存在する場合に反映されるデータ
すでに存在するモジュールの情報を含む XML がデータサーバで処理される場合は、情報の一
部が上書き更新されます。バージョン 5.x では、説明と拡張情報 (次の説明を参照)のみが更新さ
れます。
バージョン 4.x での動作は異なり、サーバは、説明、拡張情報、モジュールデータのみ更新します 。
注意: GIS データは、エージェントで GIS の更新が無効になっていなければ常に更新されます。
(これは、エージェントの GIS 設定で指定します)
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11.3.11. 拡張モジュール情報
この章は、拡張 / 開発環境のためのものです。(独自のアプリケーションや pandora エージェントと
は別のソースを使って)カスタム XML を送信することができます。例えば、この XML には 2 つの "
カスタム" タグ (rack_number と severity) があります。
<module>
<name><![CDATA[battery_level]]></name>
<description><![CDATA[The actually device battery level]]></description>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[61]]></data>
<rack_number>2</rack_number>
<severity>MAJOR</severity>
</module>

これは、次のように表示されます。

注意: このフィールドは、履歴が保存されるのではなく最後に受信した XML の値のみが保存され
ます。
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12 モニタリングの概要

214

Pandora FMS を使ったモニタリング

12.1. Pandora FMS を使ったモニタリング
Pandora FMS のすべてのユーザ操作は、ウェブコンソールを通して行います。 Pandora FMS コン

ソールは、最新のウェブ標準技術を使っており、拡張ブラウザとオプションでフラッシュを利用しま
す。 Firefox 2.x 以上を利用することを推奨します。 Internet Explorer 8 以降も使えますが、いくつ
かの管理画面でおかしな動作をするため、使いにくいです。
一般的に、モニタリングは、プロセスの実行結果を (モジュールを通して ) サーバに送信するもの
であると言えます。サーバはそれらを処理し、フロントエンド (ウェブコンソール) はユーザに結果を
表示します。
Pandora FMS はスケーラブルなモニタリングツールです。 1 台のサーバで、 1200〜1500 エージェ
ント をモニタリングすることができます。統合管理の仕組み (メタコンソール ) を使えば、モニタリン

グプロセスの数は制限なく増やすことができます。

12.1.1. ソフトウエアエージェントでのモニタリングと、リモートモニタリング
Pandora FMS には、主にソフトウエアエージェントを使った方法とリモートで行う方法の 2 つのモニ

タリング手法があります。
ソフトウエアエージェントを使った場合は、モニタリング対象にいくつかのソフトウエア (モジュール)
を入れます。例えば、そのシステムの CPU 使用率の取得などです。それに対してリモートモニタリ
ングは、モジュールを使わずネットワークを通してテストを実施します。例えば、ホストの生き死にな
ど です。
これらの 2 つのタイプの主な違いは、ソフトウエアエージェントではモニタリング対象でチェックを
実行するするのに対し、リモートモニタリングは、 Pandora FMS サーバから対象システムに対して
チェックを実施することです。

12.1.2. Pandora FMS のエージェント
Pandora FMS で行われるすべてのモニタリングは、一般的な "エージェント " と呼ばれる対象を通

して管理されます。それは、グループと呼ばれるより一般的な単位に分類されます。エージェント
は、一つのグループのみ所属できます。 情報は、グループ、エージェント、モジュールグループ、
および、モジュールをベースにした論理的な階層構造を通して整理されます。システムにインス
トール されたソフトウエアエージェントから得られる情報のみを基にしたエージェントや、ソフトウエ
アエージェントによらないネットワーク情報だけのエージェント があります。ソフトウエアのインストー
ルは必須ではありません。 Pandora FMS ネットワークサーバでネットワークモニタリングタスクを実
行することもできます。
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同様に、ネットワーク情報とソフトウエアエージェントから得た情報の両方を持つエージェントもあり
ます。
モジュールで収集される情報は、コンソールで Pandora FMS エージェントに (論理的に) 割り当て
られます。リモートシステムで実行されるプログラムという意味でのソフトウエアエージェントと、 (モ
ジュールにより情報収集を行うモニタリング対 象という意味での ) エージェントの概念は異なること
を理解してください。

12.1.3. ステータス/イベントモニタリング
Pandora FMS 3.0 で、これまでと動作が変るような新たな重要な機能が追加されました。 Pandora
FMS は、ユーザがデータを正常、警告、障害の 3 つの状態に分類できるようにしています。

全ての *proc モジュールでは、値が 1 または 1 以上だった場合、自動的に正常状態にします。ま
た、1 より小さい値 (0 もしくはマイナスの値) であれば、障害状態とします。
しかし、 CPU 使用率ではどうでしょうか。システムは、正常、障害、警告の値をどのように知ればよ
いでしょうか。それはデフォルトではわかりません。数値データを取得するだけで、それに関して言
及はしません。すべて値としては "正しく"、つまり "正常" 状態です。
エージェント設定には、これまで出てきていない次の 2 つのステータスフィールドがあります。
• 警告状態 (Warning status)
• 障害状態 (Critical status)

これら 2 つのフィールドには、それぞれ最小と最大の 2 つの値があります。モジュールが警告状
態を示す範囲および、障害状態を示す範囲を設定します。

これらのオプションを理解するには、例を見ると良いでしょう。エージェントの CPU モジュールは、
0% から 100% までの値をとり、常に正常状態です。そこで、 CPU 使用率が 70% に達した場合に
警告状態とし、90% に達したら障害状態にしたい場合は、次のように設定します。
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• 警告状態 (Warning status):70
• 障害状態 (Critical status):90

これにより、値が 90 に達したときに、モジュールは障害状態となり、 70 と 89.99 の間では、警告状
態になります (70 より下回れば正常状態になります)。
文字列タイプのモジュールの場合は、 Str フィールドに正規表現を使うことで警告および障害状態
を設定できます。例えば、状態に応じて OK 、 ERROR connection fail 、 BUSY to much devices と
いった文字列を返すモジュールがあるとします。
警告や障害状態を設定するには、次の正規表現を設定します。
Warning Status: .*BUSY.*
Crirical Status: .*ERROR.*

正規表現は大文字小文字を区別するということに注意が必要です。 このモジュール設定により、
文字列データに BUSY が含まれる場合は警告状態になり、文字列データに ERROR が含まれる
場合は障害状態になります。
両方の状態を同じ値に設定した場合は、障害状態が優先されます。 つまり、警告状態になること
はありません。障害状態は、警告状態よりも重要であるからです。
それぞれの状態を表すモジュールの例を以下に示します。

ブーリアンデータ (1 か 0) を返すだけのモジュールでは意味がないことは明らかです。
これらの値は、メイン画面のモニタビューに表示されます。いくつのチェック項目が正常、警告、障
害状態であるか、簡単に確認することができます。

12.1.4. その他共通モニタリングパラメータ
12.1.4.1. データの保存

Pandora FMS は、どんなデータでも個別に保存することができます。デフォルトでは、すべてのモ
ジュールのデータを保存します (それにより、グラフ表示やレポートの作成等が可能です )。しかし、

多くのデータをモニタする必要がある大きなシステムでは、リソースの消費を押さえるた めに、いく
つかのデータは保存しなくてもいいかもしれません。
このオプションにより、保存の必要がないモジュールのデータを保存しないようにできます。保存を
無効にしても、アラートの動作、イベントの生成、現在の状態の参照は可能です。
12.1.4.2. 連続抑制回数
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連続抑制回数 (FF Threshold: FF は FlipFlop を意味します) パラメータは、イベントや状態の連続
的な変化をフィルタするために利用します。オリジナルの状態から変化した状態が連続して X 回
を超えて続かないと、変化が発生したと Pandora FMS が認識しないようにすることができます。以
下に例を見てみましょう。あるホストへの ping でパケットロスがあります。このような場合、次のような
結果になります。
1
1
0
1
1
0
1
1
1

しかし、ホストは稼働しています。連続抑制回数を 2 に設定し、少なくとも 3 回連続でダウン状態
にならないと、Pandora にダウンと認識し通知して欲しくないとすると、上記の例はダウンと見なさな
いパターンに該当します。逆に以下のような場合にダウンと認識します。
1
1
0
1
0
0
0

最後の状態になったときに、ダウンと認識し、それ以前はダウンではありません。
連続抑制回数は、このような不安定な変動を避けるために便利です。すべてのモジュールにおい
て実装されており、状態の変化を避けるのに利用します (*proc モジュールの場合は、設定された
制限もしくは自動制限により制限されます)。
12.1.4.3. モジュールマクロ
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任意の数のカスタムモジュールマクロをエージェントモジュールに追加できます。このマクロは、後
でアラートおよびアクションの設定時に利用します。
モジュールマクロ名のフォーマットは次の通りです。
_macroname_

例:
• _technology_
• _modulepriority_
• _contactperson_
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13 ソフトウエアエージェントを使ったモニタリング
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エージェント設定

13.1. エージェント設定
デフォルトでは、Pandora FMS エージェントはローカルで設定行います。つまりモニタリング対象の
マシンで設定ファイルを編集することにより行います。

13.1.1. リモート設定
エンタープライズ版では、リモートでエージェントを設定する機能があります。これにより、設定ファ
イルの管理をサーバコンソールから統括して行うことができます。
設定は、 <md5>.conf および <md5>.md5 という名前の 2 つのファイル で行います。 ここで 、
<md5> は 、 エ ー ジ ェ ン ト 名 の ハ ッ シ ュ で す 。 こ れ ら の フ ァ イ ル は 、
"/var/spool/pandora/data_in/conf" および、 "/var/spool/pandora/data_in/md5" ディレクトリに配
置されます。
これらのファイルは、プレーンテキストでコンソールから編集することができます。変更が行われると
再生成されます。接続は、常にエージェントからサーバに向けて行われます。そのため、この機能
はエージェントによって制御されます。

リモート設定を有効にするには、 pandora_agent.conf ファイルで remote_config パラメータを 1 に
する必要があります。変更を行うと、変更を認識した時点からエージェントの設定ファイルは無視さ
れます。サーバから新たなバージョンがダウンロードされ ます。サーバが強制的にエージェントの
ローカル設定を取得するには、サーバから両方の設定ファイルを削除すると良いです。

13.2. 共通設定パラメータ
Pandora FMS ソフトウエアエージェント の章に、エージェント設定に関する詳細説明があります。こ
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の章では、ソフトウエアエージェントの設定に利用する共通のパラメータについて説明します。
よく使われるパラメータは次の通りです。
• server_ip: Pandora FMS サーバの IP アドレスです。
• server_path: Pandora FMS サ ーバ の incoming フォ ル ダ のパ スで す。 デフ ォ ル ト は 、
/var/spool/pandora/data_in です。
• temporal: ソ フ ト ウ エ ア エ ー ジ ェ ン ト の テ ン ポ ラ リ フ ォ ル ダ で す 。 デ フ ォ ル ト は 、
/var/spool/pandora/data_out です。
• logfile: ソ フ ト ウ エ ア エ ー ジ ェ ン ト の ロ グ フ ァ イ ル で す 。 デ フ ォ ル ト は 、
/var/log/pandora/pandora_agent.log です。
• interval: エージェントの実行間隔です。デフォルトは、300 です。
• intensive_interval: 高頻度モジュールの実行間隔です。デフォルトは、300 です。
• debug: デバッグモードを有効にします。デフォルトは 0 (無効)です。
• agent_name: エージェント名です。デフォルトはホスト名が使われます。
• server_port: tentacle サーバのポート番号です。デフォルトは、41121 です。
• transfer_mode: ファイル転送モードです。デフォルトは、tentacle です。
• remote_config: リモート設定を有効にします。デフォルトは 0 (無効)です。
UNIX 向け設定 での一般的なパラメータ設定例は次の通りです。
server_ip
server_path
temporal
logfile
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
/var/spool/pandora/data_out
/var/log/pandora/pandora_agent.log
300
0
box01
41121
tentacle
1

Windows 向け設定 での一般的なパラメータ設定例は次の通りです。
server_ip
server_path
temporal
logfile
interval
debug
agent_name
server_port
transfer_mode
remote_config

192.168.1.1
/var/spool/pandora/data_in
c:\program files\pandora_agent\temp
c:\program files\pandora_agent\pandora_agent.log
300
0
box01
41121
tentacle
1

13.3. カスタムフィールド
カスタムフィールドは、エージェントの情報を追加する簡単な仕組みです。カスタムフィールドは、
システム管理メニュー > エージェント管理 (Manage agents) > カスタムフィールド管理 (Manage
custom fields) で作成できます。
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カスタムフィールドを作るには、 "フィールドの作成(Create field)" ボタンをクリックし、以下のフォー
ムを入力します。

• 名前(Name): カスタムフィールド名。
• 前面に表示 (Display on front): これをチェックすると、カスタムフィールドは以下の画面

ショットのようにエージェントの前面に表示されます。

13.4. ソフトウエアエージェントでのモニタリング
ソフトウエアエージェントで収集されるデータは、モジュールと呼ばれる小さな情報単位になります 。
それぞれのモジュールは、一種類のデータを保持し ます。それぞれのモジュールの値は、モニタ
リングで取得された値です。一度エージェントが情報の送信を始めると、データはデータベース蓄
えられ、アクセス できるようになります。
より詳細情報は、ソフトウエアエージェントインストールの章を参照してください。
Pandora FMS ソフトウエアエージェントは、情報を得るために OS のコマンドを利用しています。
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Pandora FMS データサーバは、コマンドによって生成され、 XML ファイルでサーバに送られた

データを処理します。これらのコマンドで返される情報を、モジュールと呼んでいます。

ソフトウエアエージェントが最初に実行されると、 Tentacle 、 SSH 、 FTP 等を使って Pandora FMS
データサーバのデータディレクトリに XML を送信します。データサーバは、このディレクトリを一定
間隔ごとに確認し、ファイルがあった場合はそれを処理します。データファイルでは、 XML の構成
内にユニークなエージェント名を持っており Pandora FMS では大文字小文字の違いも区別されま
す。デフォルトでは、エージェントがデータベースに内場合、サーバはデータを受信したすべての
エージェントを自動的に 作成します。同様に、エージェントが学習モードで追加されると、定義さ
れていないモジュールがサーバにより自動的に作成されます。
設定ファイルのエンコーディングはとても重要で、encoding パラメータに設定している
ものと同じでなければいけません。エンコーディングを適切に設定することにより、受け
取るデータが不正なエンコーディングになることを防ぎます。

13.4.1. モジュールの種類
モジュールにはいくつかの種類があり、主にソフトウエアエージェントからデータを取得するものと、
ネットワークサーバによってデータを取得するネッ トワークモジュールの 2 種類に分類できます。
ソフトウエアエージェントによるものを "generic" として、ネットワークモジュールによるものを
"remote" として定義します。
generic_data
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数値データです。 Pandora FMS エージェントモジュールから得られる数値 (整数および小数) を保
存するのに利用します。
generic_data_inc

インクリメンタルな数値データです。最後に取得したデータと現在のデータには差分があります 。
Pandora FMS は自動的に差分を計算します。"inc" が付いている全てのモジュールは、インクリメ
ンタルを表します。このデータタイプは、ログのエントリ数、 bytes/sec、接続数/秒 などの、何らかの
回数をカウントするのに利用します。
generic_proc

一般に "モニタ" 項目で使います。これはブーリアンデータです。値が 0 の場合は障害、 0 より大
きい場合は正常な状態を意味します。 generic_proc がモニタと呼ばれるのは、内容の解釈やア
ラートの設定をするまでもなく、すでに状態が正常か異常かを示しているためです。これらの状態
はエージェント ビューに表示されます。 0 であれば赤になり、 0 より大きければ緑になります 。
"proc" で終わる全てのモジュールは、モニタです。
generic_data_string

文字列データ (テキスト) です。
async_data

非同期の数値データです。 generic_data と同じですが非同期のデータで、変化したときのみ更新
されます。非同期データは、いつデータを取得するかが定義されません。
async_string

非同期の文字データです。 generic_string と同じですが非同期のデータで、変化したときのみ更
新されます。データを取得したあとに、次の新たなデータの取得がいつになるかわからないような
ログやイベントをモニタするのに利用します。
async_proc

非同期のブーリアンデータです。 generic_proc と同じですが非同期のデータで、変化したときのみ
更新されます。
ソフトウエアエージェントは、インストールされたシステムのデータを送信するようにあらかじめ設定
されています。設定されているのは次のデータです (バージョンにより異なります)。
•
•
•
•

CPU 情報

ディスクの空き容量
メモリの空き容量
プログラムやサービス状態のモニタリング

OS やその他環境によっては、ソフトウエアエージェントは、その他モジュールや異なる監視設定を

する場合もあります。
これらすべての情報は、 pandora_agent.conf にあります。このファイルは、 GNU/Linux であれば、
/etc/pandora に 置 か れ て お り 、 Windows で あ れ ば イ ン ス ト ー ル 時 に 指 定 し た デ ィ レ ク ト リ
(C:\Program files\pandora_agent\ 等) にあります。
次に、いくつかのモジュールのデータについて説明します。
GNU/Linux における CPU 使用率
225

ソフトウエアエージェントでのモニタリング

# CPU usage percentage (GNU/Linux)
module_begin
module_name cpu_user
module_type generic_data
module_interval 1
module_exec vmstat 1 2 | tail -1 | awk '{ print $13 }'
module_max 100
module_min 0
module_description User CPU Usage (%)
module_end

これは、 generic_data のモジュールとして定義されており、結果を得るために、 GNU/Linux のコン
ソールコマンドを実行 (module_exec) します。データの最大値は 100 で、最小値は 0 です。間隔
(module_interval) は、エージェント実行回数に対していつモジュールの実行するかを示します。 1
以外に設定すると、エージェントの実行回数がこの値になったときのみモジュールを実行します。
たとえば、エージェントの実行間隔が 300 秒で、モジュールの間隔を 3 に設定すると、モジュール
は 3 * 300 = 900 秒ごとに実行されるようになります。
Windows における CPU 使用率
# CPU usage percentage (Windows)
module_begin
module_name CPUUse
module_type generic_data
module_cpuusage all
module_description CPU#0 usage
module_end

Windows と GNU/Linux のモジュールの違いがわかると思います。 Windows では、CPU 使用率を
得 る た め の module_cpuusage all と い う 内 部 エ ー ジ ェ ン ト コ マ ン ド が あ り ま す 。
module_cpuusage を使うことによって、 CPU #0 の CPU 使用率を得ることができます。残りのフィー

ルドはオプションです。
モジュールを追加するには、エージェントの設定およびモジュールの作成に関するドキュメントを
参照してください。 変更を行ったら、エージェント設定ファイルを保存し、 UNIX であればエージェ
ントデーモン、Windows であればエージェントサービスを再起動してください。

13.4.2. モジュール作成インタフェース
コンソールからのローカルモジュールの作成は、リモートモジュール (の閾値、タイプ、グループな
ど)と同様に、フォームを利用して行います。設定データを指定するテキストボックスがあり、ソフトウ
エアエージェントの設定ファイルが表示されています。
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このテキストボックスの近くには、 2 つのボタンがあります。一つは、基本設定の作成 (create a
basic configuration structure) で、もう一つは、データの正常性確認(check that the data is
correct) です。この確認では、 module_begin で始まり、 module_end で終了、また正しいタイプと
名前が設定されているかどうか、基本的なパラメータを確認します。他のパラメータの間違いは検
出できません。
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フィールド名とタイプの選択は、データ設定の module_name および module_type パラメータ
にリンクされています。 名前フィールドでモジュール名を変更すると、設定データ名が自動的に変
更されます。 逆も同様です。同様に、タイプを選択するとデータ設定タイプが変更され、設定デー
タにタイプを書くとメニューからそのタイプが自動的に選択されます。
ローカルコンポーネントからモジュールを変更すると、マクロを設定することができます。マクロがあ
る場合、設定データは表示されなくなり、それぞれのマクロのフィールドに表示されます。この機能
の詳細については、テンプレートとコンポーネントにて説明しています。
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13.4.3. 状態にもとづくモニタリング
Pandora FMS ソフトウエアエージェントは、モジュールの値に応じたスクリプトの実行をサポートし

ています。また、モジュールを実行する前に状態を評価する機能もあります。ここでは、両方の機
能についてサンプルと共に説明します。
13.4.3.1. 事後処理
module_condition パラメータにて、モジュールの実行の事後処理を定義します。モジュールか

ら返される値にもとづいて実行されるコマンドを定義します。設定ファイルの例を次に示します。
module_begin
module_name CPU_Usage_Condition
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_condition < 20 add_processes.sh
module_end

一つのモジュールに複数の事後処理を定義することもできます。例えば次の通りです。
module_begin
module_name CPU_Usage_Condition
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_condition (90, 100) remove_processes.sh
module_condition < 20 add_processes.sh
module_end

その他の例:

モジュールのデータが 20 未満になったら場合に実行:
module_begin
module_name CPU_Usage_Condition
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_condition < 20 add_processes.sh
module_end

ス ク リ プ ト get_cpu_usage.pl が 18 を 返 し た ら 、 ソ フ ト ウ エ ア エ ー ジ ェ ン ト は ス ク リ プ ト
add_proceses.sh を実行し、そうでなければ実行しません。
2 つの事後処理を実行:
module_begin
module_name CPU_Usage_Condition
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_condition < 10 start_new_server.sh
module_condition < 20 add_processes.sh
module_end

モジュールが 15 を返した場合、ソフトウエアエージェントは、スクリプト add_processes.sh のみを実
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行します。値が 6 の場合は、start_new_server.sh と add_processes.sh の両方のスクリプトを実行し
ます。
13.4.3.2. 事前処理
module_precondition パラメータにて、モジュール実行前の事前処理を定義します。この事前

処理により、ソフトウエアエージェントはモジュールを実行するかどうか決めます。設定ファイル例
は次の通りです。
module_begin
module_name CPU_Usage
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_precondition > 10 number_active_processes.sh
module_end

同じモジュールに複数の事前処理を定義することもできます。例えば、次の通りです。
module_begin
module_name CPU_Usage
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_precondition > 10 number_active_processes.sh
module_precondition = 1 important_service_enabled.sh
module_end

いくつかの例:

事前処理の結果が 10 を超えたときのみモジュールを実行:
module_begin
module_name CPU_Usage
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_precondition > 10 number_active_processes.sh
module_end

この例では、ソフトウエアエージェントで最初に number_active_processes.sh を実行します。もし値
が 10 より大きければ、モジュールが実行されます。もし値が 10 より小さければモジュールは実行
されません。
2 つの事前処理の条件が満たされた時のみモジュールを実行:
module_begin
module_name CPU_Usage
module_type generic_data
module_exec get_cpu_usage.pl
module_precondition > 10 number_active_processes.sh
module_precondition = 1 important_service_enabled.sh
module_end

この例では、 2 つの事前処理があります。すべての事前処理の結果の条件が満たされないとモ
ジュール は実行されま せん。 number_active_processes.sh が 10 より 大きい値を 返し、 かつ 、
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important_service_enabled.sh が 1 を返す時のみモジュールが実行されます。

13.4.4. 高頻度モニタリング
いくつかのモジュールにおけるある決まった値は他と比べてとても重要なことがあります。例えば、
システムのサービスをモニタリングしている場合、 サービスがダウンしたらなるべく早く通知して欲
しいと思いますが、10 秒ごとにサービスが起動することは通知して欲しくありません。
そのために、高頻度モジュールがあります。高頻度モジュールは、高頻度状態を満たしている間
は intensive_interval で指定した秒間隔で動作します。残りの時間は、他のモジュールと同様に、
interval で指定した秒間隔で動作します。
例えば、10 秒間隔で sshd のサービスが動作しているかをチェックしたいが、サービスが正常な場
合には 10 分ごとに通知が欲しい場合は、エージェントを次のように設定します。
intensive_interval 10
interval 600
module_begin
module_name SSH Daemon
module_type generic_data
module exec ps aux | grep sshd | grep -v grep | wc -l
module_intensive_condition = 0
module_end

サービスがダウンした場合 10 秒で通知が行われますが、サービスが起動したときは次の 10 分で
通知がされます。
これにより、Pandora FMS データベースの使用量を節約できます。

13.4.5. 指定時間モニタリング
ソフトウエアエージェントは、簡単にモジュールを指定時間に実行する設定ができます。書式は
crontab http://ja.wikipedia.org/wiki/Cron と同じです。モジュールの設定例は次の通りです。
module_begin
module_name crontab
module_type generic_data
module_exec script.sh
module_crontab * 12-15 * * 1
module_end

この例では、モジュールは毎月曜の 12 から 15 時の間に 一度だけ実行 されます。
時間内全て にモジュールを実行したい場合は、 module_cron_interval オプションを 0 に設定す
る必要があります。
module_begin
module_name crontab
module_type generic_data
module_exec script.sh
module_crontab * 12-15 * * 1
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module_cron_interval 0
module_end

モジュールを毎時 10 分に実行したい場合は、次のようにします。
module_begin
module_name crontab
module_type generic_data
module_exec script.sh
module_crontab 10 * * * *
module_cron_interval 0
module_end

13.4.6. Windows プラットフォームにおけるモニタリング詳細
The software agent for Windows platforms has specific features for this platform to make
monitoring easier. Following these feature are explained with some examples.
Windows プラットフォームのソフトウエアエージェントは、モニタリングを簡単にするための特有の

機能があります。以下にいくつかの例とともに、機能の説明をします。
13.4.6.1. プロセスモニタリングと、プロセスウォッチドック
プロセスモニタリング

module_proc パラメータは、指定した名前のプロセスがそのマシンで動いているかどうかを

チェックします。モジュール定義は次の通りです。
module_begin
module_name CMDProcess
module_type generic_proc
module_proc cmd.exe
module_description Process Command line
module_end

プロセス名にスペースが含まれる場合は、 «" "» を使わないでください。プロセス名は、 Windows
のタスクマネージャー(taskmngr)で表示されるものと同じで、拡張子 .exe を含んでいます。大文字、
小文字を正しく設定することが重要です。
プロセスが動作していない時、すぐにソフトウエアエージェントから通知が欲しい場合は
module_async yes のパラメータを設定します。モジュールの設定例は次の通りです。
module_begin
module_name CMDProcess
module_type generic_proc
module_proc cmd.exe
module_async yes
module_description Process Command line
module_end
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プロセスウォッチドック

Windows のソフトウエアエージェントのウォッチドック機能は、プロセスがダウンしたときに再起動す

ることができます。ウォッチドックは、モジュールが非同期の場合にのみ動作します。
ウォッチドックモジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name Notepad
module_type generic_data
module_proc notepad.exe
module_description Notepad
module_async yes
module_watchdog yes
module_start_command c:\windows\notepad.exe
module_startdelay 3000
module_retrydelay 2000
module_retries 5
module_end

上 記 の 例 で は 、 ウ ォ ッ チ ド ッ ク が notepad.exe プ ロ セ ス が ダ ウ ン し た と き は 常 に
c:\windows\notepad.exe を実行しそれを再起動します。また、再起動のリトライは 3 秒間隔で 5 回
まで実施し、1 回のタイムアウトは 2 秒という設定です。
13.4.6.2. サービスモニタリングと、サービスウォッチドック
サービスモニタリング

module_service パラメータは、指定したサービスがマシンで動作しているかどうかをチェックしま

す。モジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name Service_Dhcp
module_type generic_proc
module_service Dhcp
module_description Service DHCP Client
module_end

サービス名にスペースが含まれる場合は、 «" "» を使うことを忘れないようにしてください。サービス
名を見つけるには、 Windows サービスマネージャのサービス名フィールドを見てください。 大文字、
小文字の確認が重要です。
プロセスと同様に、ソフトウエアエージェントがサービスがダウンしたときにすぐに通知して欲しい場
合は、module_async yes を追加する必要があります。モジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name Service_Dhcp
module_type generic_proc
module_service Dhcp
module_description Service DHCP Client
module_async yes
module_end
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サービスウォッチドック

プロセスと同様に、ダウンしたサービスを再起動できるウォッチドックモードがあります。ウォッチドッ
クを使ったモジュール定義例は次の通りです。
module_begin module_name ServiceSched module_type generic_proc module_service Schedule
module_description Service Task scheduler module_async yes module_watchdog yes module_end

ウォッチドックの定義には、特別なパラメータは必要ありません。サービスの定義内にあるためです 。

13.4.6.3. 基本リソースのモニタリング
この項では、Windows マシンの基本的な値をモニタリングする方法について説明します。
CPU のモニタリング

CPU をモニタするには、CPU 使用率を返す module_cpuusage パラメータを利用します。

次のような設定で、CPU の ID を元に CPU をモニタすることができます。
module_begin
module_name CPU_1
module_type generic_data
module_cpuusage 1
module_description CPU usage for CPU 1
module_end

また、次のように、すべての CPU の平均使用率をモニタすることもできます。
module_begin
module_name CPU Usage
module_type generic_data
module_cpuusage all
module_description CPU Usage for all system
module_end

メモリのモニタリング

メモリをモニタするには、システムの空きメモリ容量を返す module_freememory と、空き率を
パーセンテージで返す module_freepercentmemory の 2 つのパラメータを利用できます。
module_freememory を使ったモジュールの例を以下に示します。
module_begin
module_name FreeMemory
module_type generic_data
module_freememory
module_description Non-used memory on system
module_end

module_freepercentmemory を使ったモジュールの例を以下に示します。
module_begin
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module_name FreePercentMemory
module_type generic_data
module_freepercentmemory
module_end

ディスクのモニタリング

ディスクスペースをモニタするには、空き容量を返す module_freedisk と、空き率をパーセン
テージで返す module_freepercentdisk の 2 つのパラメータを利用できます。両方のパラメー
タには、モニタするドライブ名の指定が必要で、":" を忘れないようにしてください。
module_freedisk を使ったモジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name FreeDisk
module_type generic_data
module_freedisk C:
module_end

module_freepercentdisk を使ったモジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name FreePercentDisk
module_type generic_data
module_freepercentdisk C:
module_end

13.4.6.4. WMI クエリ
Pandora FMS のソフトウエアエージェントは、システムに関連した情報や外部の情報を保持するの
に使われる共通の技術である WMI クエリおよび ODBC 接続を使って情報を取得することができ

ます。
WMI クエリ

module_wmiquery パラメータを使って、ソフトウエアエージェントはローカルで WMI クエリを実
行することができます。クエリを実行するには、実行するクエリを module_wmiquery パラメータ
で設定し、取得したい情報を持つカラムを module_wmicolumn で指定します。

例えば、次の設定ではインストールされているサービス一覧を取得できます。
module_begin
module_name Services
module_type generic_data_string
module_wmiquery Select Name from Win32_Service
module_wmicolumn Name
module_end

WMI を使って、CPU ロードも取得できます。
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module_begin
module_name CPU_Load
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
module_wmicolumn LoadPercentage
module_end

13.4.7. ソフトウエアエージェントでのリモートチェック
エージェントによるリモートチェックは、セキュリティ等の特別な理由のある複雑なネットワークを簡
単にモニタリングできます。この章では、ソフトウエアエージェントのこの機能の使い方について説
明します。
13.4.7.1. ICMP チェック
ICMP (ping) チェックは、機器がネットワークに接続されているかを確認するのにとても便利です。

一つのソフトウエアエージェントで、ネットワーク全体の状態をモニタできます。
Unix
UNIX のソフトウエアエージェントを使って ping チェックを行うモジュールを作成するには、システ

ムのコマンドを利用します。モジュールの定義は次のようになります。
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc
module_exec ping -c 1 192.168.100.54 >/dev/null 2>&1; if [ $? == 0 ]; then echo 1;
else echo 0; fi
module_end

このモジュールの例では、192.168.100.54 宛の ping チェックを実行します。他のホストをチェックし
たければ、IP アドレスを変更するだけです。
Windows
Windows のソフトウエアエージェントには ping チェックを設定するためのパラメータがあり、次の通

りです。
• module_ping_count x: 送信する ECHO_REQUEST パケット数 (デフォルトは 1)
• module_ping_timeout x: ミリ秒単位のタイムアウト値 (デフォルトは 1000)
• module_advanced_options: ping.exe のオプションパラメータ

モジュールの設定例を次に示します。
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc
module_ping 192.168.100.54
module_ping_count 2
module_ping_timeout 500
module_end
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この例では、 Unix の場合と同じチェックを行います。ただし、 Windows 環境でのソフトウエアエー
ジェントです。
13.4.7.2. TCP チェック
TCP チェックは、ホストのポートが開いているかを確認するのに便利です。アプリケーションがネット

ワーク上で応答するかどうかを確認することができます。
Unix
Unix のソフトウエアエージェントでは、次のようなモジュール設定にて TCP チェックを実行します。
module_begin
module_name PortOpen
module_type generic_proc
module_exec nmap 192.168.100.54 -p 80 | grep open > /dev/null 2>&1; echo $?; if [ $?
== 0 ]; then echo 1; else echo 0; fi
module_timeout 5
module_end

このモジュールでは、ホスト 192.168.100.54 の 80 番ポートが開いているかどうかをチェックします。
Windows
Windows のソフトウエアエージェントを使っている場合は、 TCP チェックを設定するためのパラメー

タがあります。パラメータは次の通りです。
• module_tcpcheck: チェックするホスト
• module_port: チェックするポート番号
• module_timeout: チェックのタイムアウト値

モジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name TcpCheck
module_type generic_proc
module_tcpcheck 192.168.100.54
module_port 80
module_timeout 5
module_end

このモジュールも同様に、192.168.100.54 の 80 番ポートに対してチェックを行います。
13.4.7.3. SNMP チェック
SNMP チェックは、一般的にネットワークデバイスのインタフェースのステータス、送受信トラフィッ

クなどをチェックするのに利用します。
Unix
Unix のソフトウエアエージェントを利用している場合は、次のように snmpget コマンドを使ったモ

ジュールを作成します。

237

ソフトウエアエージェントでのモニタリング

module_begin
module_name SNMP get
module_type generic_data
module_exec snmpget 192.168.100.54 -v 1 -c public .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.148 | awk
'{print $4}'
module_end

このモジュールは、ホスト 192.168.100.54 の OID .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.148 の値を返します。
Windows
Windows のソフトウエアエージェントでは、モジュールを設定するための次のパラメータがあります 。
•
•
•
•
•

module_snmpversion [1,2c,3]: SNMP バージョン (デフォルトは 1)
module_snmp_community <community>: SNMP コミュニティ(デフォルトは public)
module_snmp_agent <host>: モニタ対象のホスト
module_snmp_oid <oid>: OID.
module_advanced_options: snmpget.exe の拡張オプション

モジュールの設定例を以下に示します。
module_begin
module_name SNMP get
module_type generic_data
module_snmpget
module_snmpversion 1
module_snmp_community public
module_snmp_agent 192.168.100.54
module_snmp_oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.148
module_end

このモジュールは、Unix のソフトウエアエージェントと同じ動作をします。

13.4.8. プロキシモード
Linux/Unix システムで、エージェントのプロキシモードを利用するためには、 エージェ
ントを root 以外のユーザで実行する必要があります。そのため、Pandora FMS エー
ジェントのカスタムインストールが必要です。カスタムインストールの詳細については、
エージェントのカスタムインストールを参照してください。

Pandora FMS ソフトウエアエージェントには、エージェントから Pandora FMS サーバへの通信をプ

ロキシするする、プロキシモードがあります。プロキシモードを有効にしたソフトウエアエージェント
は、モニタリング処理も実行可能です。
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プロキシモードは、 1 台のマシンのみ Pandora FMS サーバと通信できないといったネットワークの
場合にとても便利です。この場合、すべてのマシンにインストールされたソフトウエアエージェント
は直接 Pandora FMS サーバへは通信できず、 XML ファイルをプロキシとして動作しているエー
ジェントに送ります。プロキシはそれを Pandora FMS サーバへ送信します。
プロキシモードでは、 XML ファイル送信をプロキシすることに加えて、 リモート設定 および ファイ
ルコレクション の機能もサポートしています。
プロキシモードを有効にするには、ソフトウエアエージェントにて次のパラメータを設定します。
• server_ip: Pandora FMS サ ー バ の IP ア ド レ ス で す 。 プ ロ キ シ モ ー ド が 有 効 な 場 合 、
172.0.0.1, localhost, 0.0.0.0 といったアドレスは設定できません。
• proxy_mode: 1 に設定するとプロキシモードが有効になります。デフォルトは 0 で、無効で

す。
• proxy_max_connection: プロキシへの最大接続数です。デフォルトは 10 です。
• proxy_timeout: プロキシのタイムアウトです。デフォルトは 1 秒です。

設定例を以下に示します。
server_ip 192.168.100.230
proxy_mode 1
proxy_max_connection 20
proxy_timeout 3

ソフトウエアエージェントの接続を中継するには、ソフトウエアエージェントの設定で接続先の
Pandora FMS サーバのアドレスとしてプロキシモードのエージェントのアドレスを指定します。例え
ば次の通りです。
プロキシモードが有効なエージェントの IP アドレスが、192.168.100.24 とします。
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直接 Pandora FMS サーバへ接続できないソフトウエアエージェントでは、 server_ip パラメータを
次のように設定します。
server_ip 192.168.100.24

この設定により、 Pandora FMS サーバと直接通信ができないソフトウエアエージェントが、プロキシ
モードの他のソフトウエアエージェントを経由して通信できるようになります。

13.4.9. ブローカーモード
ソフトウエアエージェントには、複数のソフトウエアエージェントがインストールされているかのように
一つのエージェントを設定し、モニターするブローカーモードがあります。

ブローカーモードを有効にしたソフトウエアエージェントは、メインの設定ファイルに似たそれぞれ
のブローカーを定義する補助的な設定ファイルを持ち ます。これにより、ソフトウエアエージェント
は、同一のマシンに複数のソフトウエアエージェントをインストールするのと同じように動作します。
つまり、そ れぞれのブローカーは、それぞれがソフトウエアエージェントと同じように動作します。こ
の機能は一つのソフトウエアエージェントで複数のデバイスをリモー トでモニタリングするのにとて
も便利です。これにより、異なる設定ファイルで複数のデバイスをモニタリングできます。しかしなが
ら、エージェントのインス トールは 1 つだけです。
ブローカーモードのメインの機能は次の通りです。
• ローカルのデータを他のエージェントとして送信します。異なるソフトウエアの状態を異なる

エージェントとしてモニタリングするのに便利です。
• リモートチェックを行ったデータを、ソフトウエアエージェントがインストールされているマシ
ンから送られたかのように送信します。
ブローカーを設定するには、broker_agent <ブローカー名> という設定行を追加するだけです。
broker_agent dev_1
broker_agent dev_2
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ブローカーを設定したら、オリジナルのソフトウエアエージェントの設定と同じような内容で、エー
ジェント名の設定が異なる dev_1.conf および 'dev_2.conf ファイルを作成します。dev_1.conf およ
び dev_2.conf の設定ファイルでのモジュール追加、削除をすることで、ブローカーの設定を変更
します。
Pandora FMS ウェブコンソールで、プローカーが表示され、他のエージェントと同じように管理でき
ます。2 つのブローカーでソフトウエアエージェントをインストールしていれば、ウェブコンソールで
は、異なる 3 つのエージェントでそれぞれのモジュールや設定が参照できることを意味します。

13.4.9.1. 利用例
異なるエージェントとしてのローカルデータベースのモニタリング

マシンの基本的な情報 (CPU、メモリ、ディスク )および、インストールされているデータベースの情
報を分けてモニタリングしたいとします。
このモニタリングを行うには次のような手段をとります。
• インストールしたソフトウエアエージェント: CPU、メモリ、ディスクをモニタします。
• データベース用のブローカー: データベース内の状態をモニタします。

これを行うには、ソフトウエアエージェントを CPU、メモリ、ディスクをモニタするマシンにインストー
ルします。ソフトウエアエージェントの設定で次の行を追加します。
broker_agent DBApp

この設定を追加することにより、 DBApp というブローカーエージェントを作成します。それにより 、
dbapp.conf という設定ファイルができます。この設定ファイルには、データベースの状態をチェック
するモジュールを追加します。
module_begin
module_name Num Users
module_type generic_data
module_exec get_db_users.pl
module_end
module_begin
module_name Num slows queries
module_type generic_data
module_exec get_db_slows_queries.pl
module_end

これにより、 Pandora ウェブコンソールに 2 つのエージェントが現れます。一つはマシン名で
CPU 、メモリ、ディスクのモジュールがあり、もう一つは、 DBApp という名前で Num Users および
Num slow queries というモジュールがあります。
ブローカーを使ったリモートデバイスのモニタリング

この例では、 Windows マシンにソフトウエアエージェントをインストールし、 (CPU、メモリ、ディスク
を)モニタリングしています。また、エージェントのインストールなしに 192.168.100.54 の IP を持った
ルータをモニタリングしたいとします。この問題を解決するためにブローカーを利用できます。
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次の設定で、ブローカーを作成します。
broker_agent routerFloor5

これにより、 routerFloor5 という名のブローカーエージェントを作成します。ソフトウエアエージェン
トが Windows マシンにインストールされているので、 Windows のソフトウエアエージェントの機能
で ping および snmp でルータをモニタできます。それには、 routerFloor5.conf ファイルに次の設
定を行います。
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc
module_ping 192.168.100.54
module_ping_count 2
module_ping_timeout 500
module_end
module_begin
module_name Eth 1 up
module_type generic_data
module_snmpget
module_snmpversion 1
module_snmp_community public
module_snmp_agent 192.168.100.54
module_snmp_oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1
module_end
module_begin
module_name Eth 2 up
module_type generic_data
module_snmpget
module_snmpversion 1
module_snmp_community public
module_snmp_agent 192.168.100.54
module_snmp_oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2
module_end

この例では、 Pandora FMS のウェブコンソールには 2 つのエージェントが表示されます。一つは
CPU、メモリ、ディスクのモジュールを持った Windows マシン、もう一つは、 Ping、Eth 1 up 、Eth 2
up というモジュールを持った routerFloor5 です。
直接通信できないネットワークのリモートモニタリング

デバイスをリモートからモニタする必要があるが、 Pandora FMS のリモートサーバがそれらに直接
通信できない場合があります。

242

ソフトウエアエージェントでのモニタリング

この例では、本社からある会社のサイトのデバイスをリモートからモニタする必要があるとします 。
Pandora FMS サーバは本社にあり、他の会社のサイトに VPN で接続しています。何らかの制限に
より Pandora のリモートサーバはリモートでアクセスできません。会社のサイトをモニタリングするに
は、ブローカーモードを使います。ソフトウエアエージェントは、異な るデバイスとして Pandora
サーバに XML を送信できます。
ソフトウエアエージェントの設定ファイルでは、モニタするデバイスの数だけブローカーを追加しま
す。設定例は次の通りです。
broker_agent
broker_agent
broker_agent
broker_agent
...

device_1
device_2
device_3
device_4

ブローカーが作成されると、それぞれのデバイスのモニタリングをそれぞれのブローカーの設定
ファイルで設定できます。例えば、Windows マシンで、device_1 の設定は次の通りです。
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc
module_ping 192.168.100.54
module_ping_count 2
module_ping_timeout 500
module_end
module_begin
module_name CPU_Load
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
module_wmicolumn LoadPercentage
module_end
module_begin
module_name Mem_Free
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Memory
module_wmicolumn FreeMemory
module_end
module_begin
module_name Disk_Free
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Disk
module_wmicolumn FreeSpace
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module_end

この設定で、異なる会社のサイト間で通信に制限があったとしても、リモート設定機能を利用でき、
また、モニタした情報を Pandora FMS サーバへ送信することができます。
ブローカーを使ったモニタリング負荷分散

ブローカーモードは、複数のネットワークでモニタリングの負荷を分散するのにとても便利です。

この例では、A から Z の複数のネットワークがあり、それぞれ 1000 のデバイスがあります。Pandora
FMS のリモートサーバの許容量は、役 2000 エージェントです。そのため、負荷分散のためにブ
ローカーモードでソフトウエアエージェントを利用することにします。ブローカーモードを有効にし
たソフトウエアエージェントは、リモートでネットワークから全てのデバイスをモニタし、データを
XML で Pandora FMS の中央サーバへ送ります。
それぞれのネットワークに、ブローカーモードを有効にしたエージェントがあります。モニタするデ
バイスの分だけブローカーを作成します。ソフトウエアエージェントの Broker_Agent_Net_A の設
定は次のようになります。
broker_agent
broker_agent
broker_agent
broker_agent
...

device_1
device_2
device_3
device_4

さらに、それぞれのブローカーには、モニタするデバイスのモジュールを追加します。例えば、ブ
ローカー device_1 はルータで、次のような設定です。
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc

244

ソフトウエアエージェントでのモニタリング

module_ping 192.168.100.54
module_ping_count 2
module_ping_timeout 500
module_end
module_begin
module_name Eth 1 up
module_type generic_data
module_snmpget
module_snmpversion 1
module_snmp_community public
module_snmp_agent 192.168.100.54
module_snmp_oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1
module_end
module_begin
module_name Eth 2 up
module_type generic_data
module_snmpget
module_snmpversion 1
module_snmp_community public
module_snmp_agent 192.168.100.54
module_snmp_oid .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2
module_end

他の例として、ブローカー device_2 は次のようなモジュールで Windows マシンをモニタします。
module_begin
module_name Ping
module_type generic_proc
module_ping 192.168.100.54
module_ping_count 2
module_ping_timeout 500
module_end
module_begin
module_name CPU_Load
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Processor
module_wmicolumn LoadPercentage
module_end
module_begin
module_name Mem_Free
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Memory
module_wmicolumn FreeMemory
module_end
module_begin
module_name Disk_Free
module_type generic_data
module_wmiquery SELECT LoadPercentage FROM Win32_Disk
module_wmicolumn FreeSpace
module_end

ソフトウエアエージェントをブローカーモードを有効にして使うことで、数千のデバイスからのデー
タを簡単に負荷分散して収集することができます。
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13.4.10. ソフトウエアエージェントを使ったインベントリ
Pandora FMS ソフトウエアエージェントは、ハードウエアおよびソフトウエアのインベントリの機能を
サポートします。インベントリシステムは、企業のサーバで使われてい る CPU、拡張カード、メモリ、

パッチ、ソフトウエアなどの情報を取得することができます。また、インベントリに変化が発生したと
きにアラートを上げること もできます。例えば、ディスクを交換したり、アプリケーションが削除され
たときです。
より詳細の情報は、ソフトウエアエージェントによるローカルインベントリを参照してください。

13.4.11. エージェントからのオンデマンドでの情報提供
バージョン 3.2 以前は、リモートのソフトウエアエージェントに情報送信を要求する手段はなく、実
行間隔ごとにエージェントが情報を送ってくるのを待つしかありませんでし た。 Windows のエー
ジェント 3.0 には、あまり知られていない機能として、外部からの要求でサーバへ強制的に情報を
提供したり間隔を更新させることができる "UDP サーバ" 機能があります。
バージョン 3.2 では、同様の機能を REFRESH AGENT として UNIX エージェントにも実装しました。
また、それを簡単にするために、デフォルトのアラートテンプレートとコマンドを加えています。コン
ソールからの要求を受け て、実行間隔を待たずにその場でデータを送信するように、エージェント
(Windows および UNIX) を設定することができます。
この機能はとてもシンプルです。最初に行う必要があるのは、エージェント (Windows または
Linux) が特定の UDP ポートで、特定の IP アドレス (0.0.0.0 を指定すると任意の接続元を許可し
ます) からの接続を受け付けるように設定することです。 Windows では、リモートコマンドで実行す
るものを設定することもできます。 UNIX では、(現時点では) "REFRESH AGENT" のみをサポート
しています。エージェントは、実行間隔によらず、すぐにチェックを実行します。
以下に、Unix ソフトウエアエージェント 3.2 での UDP サーバ設定の例を示します。
udp_server 1
udp_server_port 41122
udp_server_auth_address 0.0.0.0

"udp_server" オプションに、 1 を設定すると有効になり、 0 を設定すると無効になります。ソース IP
アドレスに 0.0.0.0 を設定すると、任意のアドレスからの接続を受け付けます。

以下の例は、Windows ソフトウエアエージェント 3.x の UDP サーバ設定例です。
udp_server 1
udp_server_port 41122
udp_server_auth_address 192.168.1.23

設定方法は同じです。この例では、接続を受け付ける IP アドレスとして、 192.168.1.23 を指定して
います。
Pandora FMS サーバには、エージェントに要求を送信するスクリプトがあります。デフォルトのコマ
ンドを利用できるように用意しています。このスクリプトは Perl のスクリプトで、エージェントの UDP

サーバと通信しコマンドを送信する小さなクライアントとして動作します。
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また、エージェントに手動でアラートを割り当てるためのデフォルトのアラートテンプレートを用意し
ています。つまり、アラートは自動的には発生しません。アラートコマンドを強制実行するには、
エージェントのメインのビューで丸いボタンをクリックします。

リモートエージェントにコマンドを発行する、 "Restart agent" というデフォルトのアラートアクションを
作成しています。このアクションは、エージェントのメイン IP アドレス、 UDP サーバのデフォルト
ポート (41122/UDP) に接続し、REFRESH AGENT コマンドを実行します。
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ソフトウエアエージェントのリモートリフレッシュオプションを有効にする手順を以下に示します。
1. ソフトウエアエージェント (Unix または Windows) の設定ファイルのオプションを設定します。接
続を受け付ける IP アドレス (Pandora FMS サーバが NAT 配下にいる場合など ) に注意してくださ
い。0.0.0.0 を指定すると、すべての IP アドレスからの接続を受け付けます。
2. ソフトウエアエージェントを再起動します。
3. Pandora FMS コンソールで、エージェントに IP アドレスを設定する必要があります。アラートアク
ションは、リモートシステムで動作しているソフトウエアエージェントに接続するために IP アドレスを

利用します。
4. 以下の画面ショットを参考に、エージェントの任意のモジュール (どれでも構いません) にアラー

トを設定します。

5. 以上で、設定したアラートの左にある丸い緑のボタンをクリックすることにより、メインビューから

エージェントを強制リフレッシュする準備が整いました。
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実行間隔を待たずにエージェントから情報を取得したい場合は、ボタンをクリックして数秒待ちま
す。エージェントはチェックを強制実行し、 XML が Pandora FMS サーバに転送され処理されます。
システムの負荷により、1～5 秒程度で処理され、コンソールに表示されます。

13.4.12. ソフトウエアエージェントプラグインの利用
エージェントプラグインは、ソフトウエアエージェントにより実行され、いくつかの情報 (モジュール)
をレポートします。それぞれのプラグインは異なる動きをするため、それを利用する前に動作確認
をしてください。 Pandora FMS のデフォルトインストールでは、いくつかのプラグインが含まれてい
ます。もちろん、 UNIX エージェントと Windows エージェントでは、同じような動作をするものでも
異なるプラグインです。
13.4.12.1. Windows システム
バージョン 3.2 の Windows エージェントには次のプラグインが含まれています。
• df.vbs: ディスクの空きをバイト単位で返します。システムにあるそれぞれのハードディスクの

情報を異なるモジュールで返します。特定のドライブのみの情報を得たい場合は 、
module_plugin の後にパラメータを指定するのみです。
• df_percent.vbs: 上記のプラグインと似ていますが、空きを % で返します。 "DiskFree_C" と

いった名前のモジュールを生成します。
• logevent_log4x.vbs: イベントログを読み、log4x データを生成します。
• ps.vbs: プロセスが動作しているかどうか、プロセス名を確認します。例えば、 "iexplorer.exe
mucommand.exe other.exe" を実行した場合、 3 つのプロセスをチェックし、それぞれ異なる

モジュールでプロセスの生死状態を返します。
Windows では、全てのデフォルトプラグインは VBScript で書かれています。それを実行するには、
コンソールで VBScript を実行できるインタプリターが必要です。

以下に、上記のプラグインの利用例を示します。
module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%\Pandora_Agent\util\logevent_log4x.vbs"
Aplicacion System 300
module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%\Pandora_Agent\util\df.vbs"
module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%\Pandora_Agent\util\ps.vbs"
iexplore.exe myapp.exe
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13.4.12.2. Unix システム
バージョン 3.2 の Unix エージェントでは、以下のプラグインが付属しています。
• files_indir: このプラグインは、対象ディレクトリの内容を返します。例えば、 "/tmp" であれ
ば、前回の実行時と同じ数のファイルがある場合に 1 を返す "FS_/tmp/" (boolean) という
モジュールと、ディレクトリ内のファイル数を返す "NumFiles_FS_/tmp/" というモジュール
の 2 つのモジュールを返します。
• grep_log: 一般的なログパーサです。 <file_to_process> <module_name> <reg_exp> とい
う 3 つの引数が必要です。 async_string のモジュールタイプで、 <reg_exp> に指定した正
規表現にマッチするデータを抽出する、 <module_name> という名前のモジュールを生成

します。このプラグインの利用例は後述します。
• pandora_df: Windows のプラグインととても良く似ていますが、システムにマウントされてい
るすべてのパーティションの空き容量を返します。NFS マウントの情報も返します。デフォル

トでは、マウントされたすべてのファイルシステムの情報が返されます。特定のファイルシス
テムを指定したい場合は、プ ラグインのパラメータに指定します。
これらのプラグインは、 Windows のプラグインととても良く似ています。プラグインの利用にはフル
パスを指定する必要はありません。 module_plugin ディレクティブは、エージェントのホームディレ
クトリ内の "plugin" ディレクトリを検索します。プラグインの実行には、次のように設定します。
module_plugin grep_log /var/log/syslog Syslog .
module_plugin pandora_df tmpfs /dev/sda1

また、Unix ではいくつかの特別なプラグインも動作します。
• nagios_plugin_wrapper: これは、実際のプラグインではありません。これは、 Nagios プラグ
インを実行し、pandora モジュールを生成するために使うラッパーです。これは、標準出力

の 結果 を モジュール の説明に 反映 させ、 モジュール の実行 結果 のエラ ーレベル を
module_proc (boolean) の結果に反映させます。 nagios_plugin_wrapper のパラメータを
使って、Nagios プラグインが呼び出されます。その毛化、 Pandora FMS モジュールが生成
されます。
• inventory: これは、インベントリシステムで利用されます。これは、システムに関するさまざま
な情報を集めたインベントリの XML を生成します。しかし、Linux におけるデフォルトの動
作は、パッケージ、サービス、デフォルトの runlevel およびオプションを取得するのみです。

より詳細は、インベントリのドキュメントを参照してください。
• pandora_update: これは、ソフトウエアエージェントの自動アップデートに利用されます。よ

り詳細は、エージェント設定の章を参照してください。
13.4.12.3. プラグインの利用例
ソフトウエアエージェントのプラグインは、一つのデータもしくはグループ化したデータを返すこと
ができます。Windows で一つのデータを返す ps.vgs の例を示します。次の設定でプラグインを実
行します。
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module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%\Pandora_Agent\util\ps.vbs"
IEXPLORE.EXE

プロセスがダウンしている場合は 0 を返し、プロセスがいる場合は 1 を返すモジュールです。
<module>
<name><![CDATA[IEXPLORE.EXE]]></name>
<description><![CDATA[Process IEXPLORE.EXE status]]></description>
<data><![CDATA[1]]></data>
</module>

次に Windows で複数のデータを返す df.vbs プラグインの例を示します。次の設定でプラグインを
実行します。
module_plugin cscript.exe //B "%ProgramFiles%\Pandora_Agent\util\df.vbs"

プラグインは見つけたモジュールごとにモジュールを返します。出力結果は次の通りです。
<module>
<name><![CDATA[C:]]></name>
<description><![CDATA[Drive C: free space in MB]]></description>
<data><![CDATA[8050]]></data>
</module>
<module>
<name><![CDATA[D:]]></name>
<description><![CDATA[Drive D: free space in MB]]></description>
<data><![CDATA[900]]></data>
</module>

13.4.13. ソフトウエアエージェントエディタでのプラグイン
Pandora FMS 5.0 からは、直接設定ファイルを編集することなく、コンソールからソフトウエアエー

ジェントプラグインを管理することができます。
エージェントのリモート設定が有効になっている場合、管理画面にプラグインエディタタブが表示
されます。

エディタは、プラグイン一覧を表示し、削除、追加、無効化をすることができます。ポリシーを使うと
プラグインを無効化するのが便利です。なぜなら、ポリシーが再度適用された場合、プラグインは
無効化されたままになるからです。
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このエディタから管理されるプラグインは、エージェント設定ファイルでも編集できます。

13.4.14. 独自プラグインの作成方法
とても簡単で、以下の 2 点に注意してください。
• やりたいことが自動実行されます (インタラクティブな実行ではありません )。そのため、事前
にコマンドライン (シェル) で動作確認をしてください。どんな種類のスクリプト言語やコンパ
イル言語でも利用できます。なお、それを実行するために必要な依存ファイル (ライブラリ、
dll 等) も用意する必要があります。
• プラグインは、標準出力に情報を出力しなければなりません (echo や printf など各言語に
応じたコマンドにて )。また、 Pandora FMS エージェント情報としての XML の書式を利用し
ます。以下に、generic_data (numerical information) の XML の例を示します。
<module>
<name><![CDATA[Sample_Module]]></name>
<type><![CDATA[generic_data]]></type>
<data><![CDATA[47]]></data>
<description><![CDATA[47]]></description>
</module>

<![CDATA[xxx]]> は、データを示す記述として使われ、 XML に <、>、& や % などの文字が入る

のを避けるものです。
独自プラグインを作成する前に、 http://pandorafms.org にある Pandora FMS プラグインライブラリ
を参照してください。また、独自プラグインを作成したら、他のユーザが使えるように是非ライブラリ
にアップロードしてください。
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13.4.15. エージェントでの nagios プラグインの利用
Nagios には多くのすばらしいプラグインがあり、 Pandora FMS で利用することができます。プラグイ
ンサーバで nagios 互換モードを使ってリモートでプラグインを利用することができますが、ステー
タスを取得するのみで、いくつかの nagios プラグインが持っている詳細情報を扱うことができませ

ん。
ソフトウエアエージェントで nagios プラグインラッパーを使うことで、この問題が解決します。ラッ
パーは、バージョン 3.2 の Unix エージェントにデフォルトで付属しています。 Pandora FMS
Windows エージェント用の同様のプラグインは、 http://pandorafms.com のリソースライブラリ [1]
からダウンロードできます。
nagios プラグイン用のプラグインラッパーは何をするのでしょうか。
nagios プラグインをそれ独自のパラメータを使って実行し、出力データを Pandora FMS で使いや
すいように、次のような 2 種類のデータに変換します。
• ステータス情報 : 正常 (1) 、異常 (0) 、警告 (2) 、不明 () および、その他 (4) 。デフォルトでは、
proc モジュールを利用します。正常および異常状態は、デフォルトで認識します。もし、警

告やその他の状態を利用したい場合は、手動でモジュールのしきい値を設 定してください 。
• 詳細情報 : 通常は文字列データで、モジュールの説明フィールドに入ります。例えば
"OK: successfully logged in" といったかたちになります。

13.4.15.1. 例
実行権限がついた pop3 プラグイン (/tmp/check_pop3_login) があったとします。これは、pop3 ア
クセスが正常かどうかチェックします。リモートホストに接続し、ユーザ名とパスワードを送信し、問
題ないかを確認します。コマンドラインからは、次のよ うに実行できます。
/tmp/check_pop3_login

mail.artica.es sanler@artica.es mypass

次のような結果が返ってきます。
OK: successfully logged in.

異常の場合はつぎのようになります。
Critical: unable to log on

ラッパーの利用は簡単で、コマンドの前に、ラッパーとモジュール名を設定します。
/etc/pandora/plugins/nagios_plugin_wrapper sancho_test /tmp/check_pop3_login
mail.artica.es sanler@artica.es mypass

これで、エージェントプラグイン用に完全な XML を生成します。
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<module>
<name>sancho_test</name>
<type>generic_proc</type>
<data>0</data>
<description><![CDATA[Critical: unable to log on]]></description>
</module>

または、
<module>
<name>sancho_test</name>
<type>generic_proc</type>
<data>1</data>
<description><![CDATA[OK: successfully logged in.]]></description>
</module>

pandora_agent.conf の全設定は次のようになります。
module_plugin nagios_plugin_wrapper POP3_artica.es /tmp/check_pop3_login
mail.artica.es sanler@artica.es mypass

これは、モジュール内で次のように表示されます。(障害時)

13.4.16. KeepAlive によるモニタリング
特別なモジュールがあります。"keep_alive" と呼ばれる独特なもので、エージェントからの接続がな
いことを知るのに便利です。エージェントが情報を送信を停止した場合、それを通知するのに利用
します。
エージェントに情報を取得するリモートもしくはローカルのモジュールがある場合、エージェントの
最新の "接続" が更新されます。全モジュールの中の一つのモジュールでもデータが更新されれ
ば、最新の接続日時が更新されます。これは、エージェントが "応答しているかどうか " を知るのに
便利です。正確には、その間隔の 2 倍の時間データが更新されないと、エージェントは "停止" と
認識します。エージェントの間隔が 5 分であれば、10 分以上更新されなければ、 "停止" と認識し
ます。
keepalive モジュールが設定されている場合、それを通知し異常状態にします。

このモジュールの設定はとても簡単です。新たに "dataserver" モジュールを作成すれば良いだけ
です。
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作成されると、定義した間隔でエージェントからデータを取得できている間は、常に "正常" 状態
になります。

エージェントがデータ送信を停止した場合 (この例では、 1 分間隔にしています )、自動的に障害
状態になります。
重要な点として、エージェントのデータ収集として Ping などのリモートモジュールが定義されてい
る場合、keepalive モジュールは異常状態にはならないことに注意してください。なぜなら、 Ping を
通してエージェントの状態がアップデートされるためです。
それ以外では、keepalive モジュールは他のモジュールと同じように動作します。アラートに関連付
けることが可能ですし、レポート、マップ等、他の要素で利用することもできます。

13.4.17. コマンドスナップショットモニタリング
このモニタリングは、バージョン 4.0.3 から対応しており、単一の値や文字列ではなくコマンドの出
力結果をキャプチャするためのものです。このモジュールは、情報をテキストとして保存しますが、
単一データではなくコマンドの出力結果全体を保存します。コマンドの出力結果をそのまま表示し
ます。
言葉で説明するより画面がわかりやすいです。
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これは、Pandora FMS で "netstat -an" コマンドの出力をキャプチャしたものです。コマンドスナップ
ショットのアイコンをクリックすると、複数行にわたる出力が表示されます。

これらは、時間ごとに異なるスナップショットになります。 Pandora は、エージェントが異なる情報を
取得した場合にのみ情報を表示します (データタイプは、 generic_data_string であることに注意し
てください )。毎回データを保存したい場合 (お勧めはしません )は、async_string を利用します。変
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化があった場合の情報のみを表示することは、データに問題がある部分を確認したり、ある時間間
隔におけるコマンドスナップショット内の変 化を比較するのに便利です。
コマンド出力をスナップショットとして取得するためには、 XML タグ付きで全データを送信する簡単
なプラグインを書く必要があります。また、 module_plugin の書式で通常のプラグインと同様にプラ
グインを実行します。以下に、前述の netstat コマンドの出力を生成するスクリプト例を見てみま
しょう。
#!/bin/bash
echo "<module>"
echo "<name>netstat</name>"
echo "<type>generic_data_string</type>"
echo "<data><![CDATA["
netstat -an | grep LIST
echo "]]></data>"
echo "</module>"

このスクリプトをファイルに保存 (ファイルコレクションでリモートから配布できます )し、エージェント
から次のように実行します。
module_plugin <full path for file>

これにより、ほぼどんなコマンド ("netstat...." の部分を任意のコマンドに置き換えてください )であっ
ても、エージェントがコマンドのスナップショットを生成します。Unix システムでは、次のようなコマン
ドも便利です。
*
*
*
*
*

top -b -n 1
ps aux
vmstat 1 5
who
last -10

Windows システムでは、つぎのようなものがあります。
* tasklist
* netstat -an
* net start

スクリプト内で XML を生成する必要があることに注意してください。module_exec で実
行してしまうと、コマンドの実行結果の一行一行が異なるデータとなってしまい、コマン
ドスナップショットとして見ることができません。
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14 リモートモニタリング
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14.1. 概要
Pandora FMS ネットワークサーバは、集中的にリモートからテストを実行することができる重要な要

素です。データサーバとは逆に、ネットワークサーバは複数のプロセス キューを通してタスクを実
行します。ネットワークサーバはまた、他のネットワークサーバと共にバランシング動作をしたり、他
のネットワークサーバがダウン した時に、そのサーバと同等の処理を実行する代替えとして動作
することができます。 Pandora における HA の詳細については、それに関する章を参照してくださ
い。
ネットワークサーバは、それに割り当てられたモジュールのみと動作します。もちろん、ネットワーク
テストなので、ネットワークサーバはテス トをする対象がネットワーク的に通信できないといけませ
ん (IP アドレスやポート )。対象システムのポートが開いて無かったりルーティングがない場合は、
モニタできません。ファイアーウォールの存在やネットワー クのルーティングに関しては、 Pandora
FMS では何ともできません。これらの理由により発生する問題は、 Pandora FMS の特別な設定で
解決するわけでもありません。

14.2. リモートネットワークモジュール
Pandora FMS のネットワークモジュールは、リモートモニタリングタスクを実行します。リモートで実
行するタスクは、次の 3 つに分類されます。
ICMP テスト
Ping に答えるか (remote_icmp_proc) または、ミリ秒での応答があるか (remote_icmp) どうかをテ

ストします。両方のテストは、ネットワークモジュールが割り当てられたエージェントに対して、ネット
ワークサーバで実行されます。
TCP テスト

モジュールで設定された TCP ポートが開いているかをリモートからチェックします。加えて、テキス
ト文字列を送ることもできます ("^M" は、改行を意味します)。また、通信が正しいかどうかをチェッ
クするために、応答文字列を確認することもできます。これによりプロトコルチェックの実装が 簡単
にできます。例えば、 GET / HTTP/1.0^M^M という文字列を送信し、 200 OK を受信することで
ウェブサーバが生きているかどうかをチェックできます。
SNMP テスト
SNMP が有効になっていて、インタフェースの状態やネットワークトラフィックなどの状態を取得で
きるるようになっている場合、リモートから SNMP ポーリングを行うことができます。 詳細は 、
Pandora FMS での SNMP の説明を参照ください (以降にあります)。
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まとめると、ネットワークサーバは、それぞれのエージェントに割り当てられた異なるネットワークテ
ストを実行します。それぞれのエージェントはネットワークサーバに割り当てられ、実行結果は
Pandora FMS システムのデータベースに保存されます。

14.3. ネットワークモニタリングのための一般的なモジュールの設

定
リモートからサービス (FTP、SSH など ) をモニタするためには、最初にサービスをモニタするため
の通信を行うエージェントを作成します。
Pandora FMS コンソールにて、管理メニューの エージェント管理 を使います。

次の画面で、エージェントの作成 ボタンをクリックします。

新しいエージェントの情報を入力して、エージェントの作成 をクリックします。
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エージェントを作成したあと、上のプルダウンメニューからモジュールを選択します。ここで、「ネット
ワークサーバモジュールの新規作成」を選択し、作成 ボタンを押します。

以下のフォームで、ネットワークコンポーネントモジュールを選択し、右側のドロップダウンメニュー
で必要なチェックを見つけます。この例では、 Host Alive (ping 疎通確認) を選択しています。これ
はマシンがネットワークに接続されているかどうかを確認するために、ping 応答をチェックします。

拡張オプションはのちほど説明します。モジュールは、エージェントの IP アドレスを取得していま
す。変更もできます。モジュールの定義が完了したら、作成(Create)ボタンをクリックしてください。
以下の画面では、エージェントのモジュールが表示されています。 Keepalive エージェントが作成
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されたときにあらかじめ定義されるモジュールで、Hoat Alive は追加したモジュールです。

見ての通り、モジュールでワーニングが出ています。ワーニングは、モジュールが追加されたばか
りで、まだデータを受信していないということを意味しています。一度データを受信すると、ワーニ
ングは消えます。
作成したモジュールのデータを見るには、上の方にある参照メニューをクリックします。収集した情
報が表示されます。

他の種類のネットワークチェックを追加するには、上記と同じ要領で他の種類のモジュールを選択
してください。

14.4. ICMP モニタリング
前述の例は、ICMP モニタリングの例でしたが、重要で正確な情報を提供する、より基本的かつ簡
単なチェック手法があります。ICMP チェックには次の 2 つの種類があります。
icmp_proc は、IP アドレスが応答するかどうかの (ping) チェックを行います。
icmp_data は、応答遅延のチェックを行います。 IP アドレスに対して ICMP 応答にミリ秒単位で

どれだけかかったかを確認します。

14.5. TCP モニタリング
TCP チェックは、ポートの状態や TCP サービスの状態を確認することができます。
TCP のテストでは、2 つのフィールドがあります。
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TCP のチェックは、デフォルトでは単純にポートが開いているかどうかを確認します。オプションで、

テキスト文字列の送信と、それの応答を受信できます。
通信が正常に行われているかをチェックするために、テキスト文字列を送り ("^M" は、改行を表し
ます) その応答を確認することができます。これにより簡単なプロトコルチェックが可能です。例え
ば、ウェブサーバに次の文字列を送信し、
GET / HTTP/1.0^M^M

次の応答を確認するとで、正常かどうかの確認ができます。
200 OK

これらは、TCP 送信文字列および、TCP 受信文字列フィールドに定義します。
TCP 送信文字列
TCP ポートに送信するパラメータを設定します。 ^M は、改行コードの送信を意味します。複数の
送信・応答文字列を定義するには、"|" で区切ってください。
TCP 受信文字列
TCP 接続で受信する応答文字列を設定します。複数の送信・応答文字列を定義する場合は、そ
れぞれを "|" 文字で区切ってください。
Pandora FMS の TCP チェックでできるのは、ポートが開いているかどうかや応答があるかどうかだ

けではありません。複数ステップで、データを送信し、それの応答文字列を見ることができます。す
べての手順が正しい場合に、正常と判断させることができます。
複数ステップで Pandora FMS の応答チェックの仕組を利用するには、各ステップの文字列を | で
区切ります。
SMTP 接続の例を以下に示します。
R: 220 mail.supersmtp.com Blah blah blah
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S:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
R:
S:
S:
R:
S:
R:

HELO myhostname.com
250 myhostname.com
MAIL FROM:
250 OK
RCPT TO:
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with .
.......your mail here........
.
250 OK
QUIT
221 mail.supersmtp.com Service closing blah blah blah

これをチェックしたい場合、各フィールドに次のように定義します。
TCP 送信文字列
HELO myhostname.com^M|MAIL FROM: ^M| RCPT TO: ^M

TCP 受信文字列
250|250|250

最初の 3 つのステップが OK (コード 250) であれば、SMTP は正常です。メールを実際に送信す
る必要はありません (必要であればそのような設定も可能です )。これにより、プレーンテキストを用
いたプロトコルに対する TCP チェックが実現できます。

14.6. SNMP モニタリング
14.6.1. SNMP モニタリングの概要
SNMP モニタリングに関して話をする場合、ポーリングとトラップは区別することが重要です
SNMP ポーリングは、 Pandora がルータやスイッチ ( また、 snmp エージェントをインストールした
サーバ) など SNMP デバイスに対して snmpget コマンドを実行することにより実施されます。これ
は、(指定した秒間ごとに )定期的に実行される処理です。逆に、 SNMP トラップの受信は非同期
処理です (いつ発生するかはわかりません )。一般的には、デバイスからの "アラート" を受信する

のに使われます。例えば、スイッチのポートダウンや、筐体の温度上昇が発生したような場合が該
当します。
SNMP ポーリングを利用するには、 Pandora のネットワークモジュールの作成で SNMP モジュール
を追加すれば良いだけです。多くのデータは、インクリメンタル (generic_data_inc) です。たとえば、

値を要求すると、デバイスが稼働し始めた時からの合計値を返します。したがって、ある期間の
データ量を計測したい場合は、一つ前の値との 差を見る必要があります。これにより秒間のデー
タを得ることができます。この処理は、 Pandora の generic_data_inc を利用することにより実施でき
ます。
SNMP トラップの利用は、全く異なります。 (SNMP コンソール以外は ) 特に設定する必要なく、任
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意のデバイスからトラップを受信することができます。トラップを受信すると、SNMP コンソールに表
示されます。
IP エージェントや custom data (トラップ内で定義するデータ ) で、OID (3.4.1.1.4.5.24.2 といったよ
うなトラップを判別するコード ) をベースにしたアラートの定義が可能です。エージェントの特定の
テキストモジュールに情報をコピーするようにもできます。モジュールを定義すると、 SNMP トラッ

プによって転送処理が呼び出されます。
Pandora FMS は、SNMP をサポートしているどんなデバイスでも対応します。現在、 SNMP v1, v2,
v2c および v3 に対応しています。
Pandora FMS は、SNMP に個別の OID を利用します。 Pandora FMS での個々の OID は、ネット
ワークモジュールとして定義することになります。例えば、 24 ポートの Cisco Catalyst スイッチをモ
ニタする場合、各ポートの状態、入力トラフィック、出力トラフィックで、計 72 個のモジュール (24 x
3) を定義することになります。
SNMP デバイスを扱うは次に示す項目が必要です。
• SNMP プロトコルがどのようなもので、どのように動作するかを知る必要があります。詳細は 、
IETF から公開されている RFC3411 に示されています。
• リモートデバイスの IP および SNMP コミュニティを知る必要があります。
• ネットワークサーバが SNMP アクセスできるように、デバイスの SNMP 管理を有効にする必

要があります。
このネットワークサーバは、ネットワークモジュールを定義するときにエージェントに割り当てられま
す。サーバがダウンしたときに他のサーバからアクセスをするような場合、他の IP アドレスからアク
セスが発生するということを理解してください。
• リモートデバイスのチェックをしたい特定の OID を知る必要があります。
• デバイスが返す値をどのように扱えばよいかを知る必要があります。 SNMP デバイスは、そ

れぞれ異なるファーマットでデータを返します。
Pandora FMS は、日にちや時間に変換されない timetick データを除き、ほとんどすべてのデータ
を扱うことができます。カウンタデータは、 Pandora が remote_snmp_inc として管理する特別重要
なものです。それは、数値データとしてではなく、カウンタとして認識されます。多くの SNMP デー
タはカウンタ値になっています。それをモニタするためには、 remote_snmp_inc として設定する必

要があります。

14.6.2. エージェントからの SNMP モニタリング
バージョン 3.2 から、Windows エージェントからも SNMP の情報を取得することができるようになり
ました。 Unix/Linux では、snmpget が以前からありましたが、 Windows システムにはなく別途イン
ストールするのは簡単ではありませんでした。
我々は、Windows エージェントにデフォルトで snmpget.exe (net-snmp プロジェクトの一部で BSD
ライセンスです ) を組み込み、基本的な MIB および snmpget.exe ユーティリティを呼び出すため
のラッパースクリプトを追加しています。
これを利用することにより、エージェントから SNMP でエージェントからアクセスできるリモートシス
テムの情報を取得することができます。これは、 "サテライトエージェント" や "プロキシエージェント"
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と(マニュアルでは)呼んでいます。
Windows における実行の書式は次の通りです。
module_exec getsnmp.bat <comunidad_SNMP> <ip de destino> <OID>
Windows エージェントで実行する SNMP モジュールの例を以下に示します。
module_begin
module_name SNMP_if3_in
module_type generic_data_inc
module_exec getsnmp.bat public 192.168.55.1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3
module_end
module_begin
module_name SNMP_if3_desc
module_type generic_data_string
module_exec getsnmp.bat public 192.168.55.1 IF-MIB::ifDescr.3
module_end
module_begin
module_name SNMP_Sysup
module_type generic_data
module_exec getsnmp.bat public 192.168.55.1 DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance
module_end

Unix エージェントでの同様の実行例です。
module_begin
module_name SNMP_if3_in
module_type generic_data_inc
module_exec snmpget -v 1 -c public 192.168.55.1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3
module_end
module_begin
module_name SNMP_Sysup
module_type generic_data
module_exec snmpget -v 1 -c public 192.168.55.1 DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance
module_end

基本的な OID は、数値にも置き換え可能で、常に数字の OID を使うことをお勧めします。ツール
が変換できるかどうか分からないためです。多くの場合、 MIB は Windows Wdeareba /util/mibs
ディレクトリに、Linux であれば、/usr/share/snmp/libs ディレクトリにあります。

14.6.3. SNMP のネットワークモジュールでのモニタリング
SNMP でのモニタリングを出来るようにするためには、少なくとも対象の IP アドレスと SNMP コミュ
ニティを知らなくてはいけません。モニタ項目の OID を知ることも重要ですが、それぞれの OID が
何であるかを snmpwalk によって得ることができます。
SNMP でのモニタリングを行うためには、まず最初にそれのエージェントを作成する必要がありま

す。すでに存在するエージェントに対しては、前述の方法に従って新たなネットワークモジュール
を追加します。
モジュールを作成したあとは、モジュールの設定にて SNMP のデータの種類を選択します。
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モニタしたいデータの種類に合った SNMP の定義を選択します。
SNMP のデータの種類を選択すると、SNMP の追加フィールドがフォームに現れます。

次に、フィールドの設定を行います。
SNMP コミュニティ
SNMP コミュニティです。モニタリングに必要なパスワードのようなものです。
SNMP バージョン

デバイスの SNMP プロトコルバージョンを設定します。1,2 および 2c を選択できます。
SNMP OID

モニタする OID を設定します。数値が設定できます。文字で設定した場合、MIB を通して数値に
変換されます。
文字で表した OID は次のような形式になります。
iso.org.dod.internet.private.transition.products.chassis.card.slotCps.cpsSlotSummary
.cpsModuleTable.cpsModuleEntry.cpsModuleModel.3562.3

数値では次のようになります。
1.3.6.1.4.868.2.4.1.2.1.1.1.3.3562.3

文字で表した MIB が使えない場合は、システムに MIB をインストールしても良いですが、数値を
直接指定するのが良いです。解りにくくはなりますが、 MIB を必要とせず問題が発生しにくいです。
Pandora FMS は、直接利用することが可能ないくつかの OID をデータベースに保持しています。
例えば、モジュールを作成したときに、Cisco MIB を選択すると、Cisco の MIB 一覧を表示します。
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このコンポーネントを選択すると、その中に存在する MIB を選択することができます。

こうすることによって、フィールドに必要な情報を埋めることができます。
エンタープライズ版の Pandora FMS には、ほかのデバイス向けのより多くの MIB パッケージが含
まれています。 データを取り込むには、作成 ボタンをクリックします。
作成したモジュールのデータを参照するには、上の 参照 ボタンをクリックします。すると、データ
収集を開始した時点からのデータが表示されます。

テキスト文字列のデータを参照するには、データ へ行きます (例では、システムの説明)。
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SNMP System Description データモジュールで受信したデータは、赤で囲った部分です。

14.6.4. Pandora FMS SNMP MIB ブラウザ
Pandora FMS 5.0 からは、Pandora FMS コンソールに SNMP MIB ブラウザがあります。これはオー
プンソース版にあり、 java や flash のプラグインのような追加ソフトウエアは必要 ありません 。
javascript と html コードでできており、バックエンドでは net-snmp を利用しています。 Pandora
FMS コンソールのインストールにあたり、net-snmp は事前にインストールしておく必要があります。
SNMP ブラウザへは、 SNMP メニューからアクセスできます。現時点では、 SNMP v1 のみサポート

しています。
まず最初に、 Pandora FMS は対象デバイスの SNMP ツリー全体をスキャンするということを把握し
ておく必要があります。巨大な OID データベースを持つデバイス ( 多くのポートがあるスイッチな
ど)では、この処理は数分かかることがあります。サブツリーだけを選択して、時間を短縮するこ とも
できます。
たとえば、 Cisco デバイスの "enterprise" サブツリーの情報のみを取得するには、次のような OID
を利用します。
.1.3.6.1.4.1.9

ブラウザで操作することができ、それぞれのツリーやサブツリーをクリックすることによりその配下に
ある個々の OID の情報を取得します。 "目"のアイコンがありますが、これをクリックすると OID の値
を取得します。また、その部分の MIB があれば、OID の説明がつけられます。 MIB が無い場合は、
数値の OID 情報、値、タイプのみが表示されます。
説明は、MIB ファイル [1] に書かれています。デバイスの MIB ファイルが無い状態でブラウズする
と、値を探さなくてはならず、複雑で時間がかかるでしょう。
Pandora FMS SNMP MIB ブラウザは、 OID を文字列(MIB の説明がある場合)や数値で検索する
ことができます。これは、目的の OID を見つけるのにとても便利です。マッチした OID は黄色で表

示され、簡単に特定できます。
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14.6.4.1. MIB 管理
MIB をアップロードし、Pandora FMS で管理することができます。新しい MIB を追加したり MIB を
削除したりできます。これらの MIB は、Pandora でのみ利用されます。 Pandora では、システムの
MIB (/usr/share/snmp/mibs にあるもの ) も使えます。 Pandora FMS での MIB ファイルの保存先
は、{PANDORA_CONSOLE}/attachment/mibs です。

トラップの MIB と、ポーリングの MIB を混同してしまいがちですが、このマネージャでは、ポーリン
グ MIB を扱います。SNMP トラップの管理については別の章にて説明しており、これについては、
エンタープライズ版の機能です。
多くの MIB を集めたパッケージがありますが、中でも良いものに Getif のウェブサイトがあります。
Windows 用のフリーの SNMP ブラウザの一つです。[2]
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14.6.4.2. モジュール作成時の SNMP ブラウザ利用
ネットワークモジュールの作成 / 編集のページから、 "snmpwalk" ボタンをクリックすることにより、
SNMP ブラウザを利用することができます。ポップアップウインドウが開き、 (IP アドレスと SNMP コ
ミュニティを入れると )デバイスの SNMP ツリーを表示します。必要な OID が見つかったら、手のア
イコンをクリックすると OID 情報が Pandora で使われるモジュールの設定にコピーされます。

14.6.5. Pandora FMS SNMP ウィザード
エージェント管理画面に、リモートからモジュールを作成するツール、エージェントウィザードがあり
ます。
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これらのツールのいくつかは、ホストからのデータ取得に SNMP を利用し、ウインドウにそれを表
示します。これにより、カスタムモジュールを少ない手順で作成することができます。
14.6.5.1. SNMP ウィザード

ホストに snmpwalk するために、対象の IP アドレス、コミュニティ、その他オプションパラメータ
(SNMP v3 をサポートしています) を設定する必要があります。

データを受信すると、モジュール作成のフォームが表示されます。
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SNMP ウィザードでは、さまざまな種類の SNMP データからモジュールの作成が可能です。
•
•
•
•
•

デバイス(Devices)
プロセス(Processes)
ディスク空き容量(Free space on disk)
温度センサ(Temperature sensors)
その他 SNMP データ(Other SNMP Data)

モジュールの種類を選択し、左のウインドウから右へ必要なものをもっていきます。終わったら、モ
ジュール作成(Create modules)ボタンをクリックします。
このウィザードは、以下の 2 つの種類のモジュールを作成します。
• 固定の OID をもったデータのための SNMP モジュール ( センサー、メモリデータ、 CPU
データなど)
• 動的な OID または計算したデータのためのプラグインモジュール (プロセス、ディスク空き
容量、メモリ使用率など)

すべてのプラグインモジュールでは、SNMP リモートプラグインを利用します。このプラ
グインがシステムにインストールされていないと、これらの機能は無効になります。プラ
グインは、 "snmp_remote.pl" という名前である必要があります。置き場所はどこでも構
いません。

14.6.5.2. SNMP インタフェースウィザード
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エージェントウィザードにおいては、インタフェースのブラウズのための作成された SNMP ウィザー
ドがあります。
このウィザードは、 SNMP の IF-MIB::interfaces ブランチをブラウズし、さまざまなインタフェース
を複数選択し、複数のモジュールの作成を可能にします。
SNMP ウィザードのように、対象の IP やコミュニティなどを選択してから行います。システムは、対
象ホストに対して SNMP クエリを実施し、モジュール作成フォームを表示します。

これを利用することにより、左側のウインドウから一つもしくは複数のインタフェースを選択すること
ができます。そして、右側には共通の要素 (説明、速度、In/Out トラフィックなど ) が表示されます。
この画面から複数の要素を選択し、モジュール作成をクリックすることにより、左側の画面で選択し
たインタフェースのモジュールが作成され ます。

14.6.6. MIB を参照する外部ツールと、Pandora FMS での設定
Pandora FMS で利用する OID を調べるためには、それぞれのベンダから提供される MIB を参照
するための MIB ブラウザの利用をお勧めします。これらの MIB ブラウザは、MIB を読んだり分析
したりするツールで、MIB の OID をツリー表示してくれます。デバイスのモニタに必要な OID が何

であるかを検索することができます。
以下に MIB 管理ツールを紹介します。
• iReasoning MIB Browser (Windows, Linux, Java): [3]
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• Get-If Free MIB Browser (Windows): [4]
• TKMib: UNIX および、ほとんどの GNU/Linux ディストリビューションで利用できます。
iReasoning ツールを利用して作業する場合の例を示します。

最初のスナップショットでは、いくつかの OID を認識しているロードされた MIB を見ています。こ
れらの OID は、文字列もしくは数値で表現されています。 Pandora FMS は、両方認識可能です。
ただし、OS に正しい MIB ファイルがロードされていない場合は、数値の OID のみ利用可能です。
どこでも使えるという意味では、数値の OID をお勧めします。

二番目のスナップショットでは、 MIB ファイルの無いツリーに対して、再帰的な snmpwalk を実行
しています。結果、数値の OID が表示され、どれが何を意味しているのかが良くわかりません。

どんな MIB ツールを使うかに関係なく、何を表す OID であるか確認するためにはリファレンスは
参照する必要があります (いくつかのベンダは、 MIB および OID のリファレンスを用意しています )。
ほかにもベンダでは SNMP に関してドキュメント化していたりするなど、必要とする OID を確認し
やすくなっています (UNIX システムで一般的な UCD-SNMP などはそのようになっています )。そ
の他 AIX、Windows などの多くの OS では SNMP のドキュメントが充実しています。
SNMP に関するお勧めリンク
•
•
•
•

Full OID Catalog for CISCO (非常に便利です): [5]
HP Printer MIB: [6]
Nagios Exchange - SNMP [7]
ルータで共通に使われる OID: [8]

14.7. ネットワークモジュールの共通拡張機能
以下の画面では、ネットワークモジュールの拡張機能を表示しています。
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説明(Description) モジュールの説明です。デフォルトの説明は変更できます。
カスタム ID(Custom ID)
エージェントの情報と共にサーバがメッセージを送信する場合に必要なカスタム ID です。また、
Pandora FMS と構成データベースなど外部のデータを統合するのに利用できます。
間隔(Interval)
モジュールの実行間隔です。エージェントとは異なります。
保存倍率(Post process)
モジュールの事後処理です。モジュールの値に掛け算や割り算を行うのに便利です。例えば、バ
イト単位のデータをメガバイトで表示したい場合などです。
最小値(Min. Value)
モジュールの最小値です。この値より小さくなると、異常な値としてみなされます。
最大値(Max. Value)
モジュールの最大値です。この値より大きくなると、以上な値としてみなされます。
エクスポートターゲット(Export target)
モジュールから返される値をエクスポートサーバへ渡すのに便利です。 Pandora FMS Enterprise
版にのみにあり、エクスポートサーバを事前に設定する必要があります。詳細はエクスポートサー
バの説明を参照してください。
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障害時手順(Critical instructions)
障害状態の場合の手順です。
警告時手順(Warning instructions)
警告状態の場合の手順です。
不明時手順(Unknown instructions)
不明状態の場合の手順です。
Cron
cron が設定されているとモジュールの実行間隔は無視され、モジュールは指定した日時に実行さ

れます。
タイムアウト(Timeout)
エージェントがモジュールの実行完了を待つ秒数です。
カテゴリ(Category)
モジュールをグループ分けやカテゴライズする必要がある場合に、カテゴリを設定できます。

14.8. WMI でのリモート Windows モニタリング
Windows システムやシステムサービスをリモートから SMI を通してモニタするための仕組です。 ク
エリは、OS の内部クエリを実行するための Microsoft の SQL 言語の WQL で行われます。可能な
クエリは、 Micorsoft データベースに示されています。 WMI の値をツリー表示し、必要な WMI の
値がどこにあるかを見つけることができる WMI エクスプローラ というツールがありま す。 Windows
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の "standard" サーバで、1,000 以上のクエリが存在します。また、追加ソフトウエアには、それ用の
クエリがあります。あらかじめ定義されたモジュール設定を持つことはできませんが、ツー ルにより
必要とするものを見つけることができます。
Windows で動作している WMI エクスプローラのスクリーンショット

注 意 : WMI を 通 し て モ ニ タ サ ー ビ ス を 利 用 す る た め に は 、 Pandora サ ー バ の 設 定
/etc/pandora/pandora_server.conf で、次のようにその機能を有効にする必要があります。
# wmiserver : 1 or 0. Set to 1 to activate WMI server with this setup
# DISABLED BY DEFAULT
wmiserver 1

WMI を通してモニタリングを開始するには、サービスをモニタするための対応するエージェントを

作成します。
Pandora FMS コンソールのシステム管理 (Administration) メニューで、エージェント管理(Manage
agents) を選択します。
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次の画面で、エージェントの作成(Create agent)をクリックします。

新たなエージェントのデータを入力し、エージェントの作成(Create agent)をクリックします。

エージェントを作成したあと、上のモジュールをクリックします。そこで、新たな WMI サーバモ
ジュールを選択し、作成(Create)をクリックします。

WMI を通して Windows システムをリモートでモニタできるようにするためには、次のフォームの設

定が必要です。 次のように、必要なフィールドを設定します。
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名前(Name)
モジュール名を設定します。
種類(Type)
モニタするデータの種類を設定します。
対象 IP(Target IP)
モニタするリモートシステムの IP アドレスを設定します。
名前空間(Namespace)
WMI のネームスペースを設定します。いくつかのクエリにおいて、このフィールドが空でなければ
(デフォルト)、アプリケーションに依存した情報がモニタされます。

ユーザ名(Username)
administrator もしくは、リモートから WMI クエリを実行する権限があるユーザ名を設定します。

パスワード(Password)
administrator もしくは指定したユーザのパスワードを設定します。
WMI クエリ(WMI Query)
WMI クエリは SQL に似ています。以下に例を示します。
SELECT LoadPercentage from Win32_Processor WHERE DeviceID = "CPU0"
SELECT SerialNumber FROM Win32_OperatingSystem
SELECT AvailableBytes from Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory
SELECT DiskWriteBytesPersec from Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk WHERE name
= "_Total"

Key 文字列(Key string)

クエリにより返された文字列を比較するためのオプションです。結果は文字列ではなく、存在すれ
ば 1、そうでなければ 0 で返ります。
フィールド番号(Field number)
返されるフィールドの数です。 0 から開始する数字です (WMI クエリは、1 つ以上のフィールドを返
します)。ほとんどの場合は、0 か 1 です。
必要なフィールドの入力:

拡張オプションは、全てのネットワークモジュールと同じです。詳細は、ネットワーク拡張フィールド
の説明を参照してください。モジュールは IP アドレスを持っている必要があることに注意してくださ
い。必要であれば変更可能です。モジュールの設定が完了したら、作成をクリックしてください。
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もし、正確なパラメータがわからない場合は、 Pandora FMS データベースに含まれるデフォルトの
いずれかを選択してください。WMI モジュールコンポーネントを選択することにより実施します。

その後、可能な WMI チェックを選択します。

ユーザ名とパスワード以外の必要な情報が自動的に入力されます。アドミニストレータ権限のユー
ザとパスワードが必要であることを忘れないでください。そうでないとモジュールは値を取得できま
せん。

モジュールの設定が完了したら、 作成をクリックしてください。 次の画面では、エージェントのモ
ジュールが表示されており、Windows version というモジュールが追加されています。

見ての通り、モジュールにワーニングが出ています。これは、モジュールが追加されたばかりで、ま
だデータを受信していないことを意味しています。データを受信し始めればワーニングは消えます
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作成したモジュールのデータを参照するには、上の参照をクリックすると受信し始めてからのデー
タが表示されます。

モジュールの文字列データ (例えば、システムの説明など ) を参照するには、上のデータをクリック
します。

エンタープライズ版の Pandora FMS には、Windows の次に示すような情報をリモートでモニタす
るための 400 以上の WMI モジュールがあります。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

アクティブディレクトリ
BIOS

システム情報
Windows 情報
プリンタ
MSTDC
IIS
LDAP
Microsoft Exchange

14.8.1.1. WMI ウィザード
エージェントウィザード ( エージェントの管理画面のタブ ) に、WMI ウィザードがあります。指定の
エージェントにおいて WMI クエリでモジュールを参照したり作成したりするのに利用します。

最初の WMI クエリを作成するために、対象ホストの administrator ユーザとパスワードを指定する
282

WMI でのリモート Windows モニタリング

必要があります。このデータは、WMI モジュールの作成に利用されます。

WMI ウィザードでは、次のようなさまざまな種類の WMI データからモジュールを作成することが

できます。
• Services: サービスが稼働中であれば正常、停止していれば障害状態となる、ブーリアン

の監視を作成します
• Processes: プロセスが稼動中のときにデータを受け取ります。そうでなければ不明状態に
なります。
• Free space on disk
• WMI components: この場合、システムに登録された WMI コンポーネントを選択します。
(管理 -> モジュール管理 -> ネットワークコンポーネント)

モジュールの種類を選択し、必要なものを左から右のウインドウへもっていきます。完了したら、モ
ジュールの作成ボタンをクリックします。

14.9. プラグインを使ったモニタリング
Pandora FMS は、どんなコンポーネントでもデフォルトで含んでいるわけではありません。必要に

応じて、エージェントのモジュールに追加できるコンポーネントを作 成する 必要があります 。
Pandora FMS では、インストールディレクトリに元々入っていない新たなプラグインを追加すること
ができます。
Pandora FMS で利用できるようにプラグインを追加するには、コンソールのシステム管理メニュー
で、「サーバ管理 (Manage servers)」をクリックします。その後、「プラグイン管理 (Manage plugins)」

をクリックします。
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プラグインの登録画面になったら、追加 (Add) をクリックするだけです。

プラグイン作成フォームでは次のデータを入力します。
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名前 (Name)
プラグインの名前を入力します。この例では Nmap としています。
プラグインコマンド (Plugin command)
プラグインコマンドを置いているパスを指定します。プラグインディレクトリは、デフォルトの設定で
は /usr/share/pandora_server/util/plugin/ になっています。しかし、任意のパスを指定すること
が可能です。この例では、 /usr/share/pandora_server/util/plugin/udp_nmap_plugin.sh と書い
ています。
Pandora サーバがこのスクリプトを実行するので、スクリプトにはリードおよび実行権限をつけてお

く必要があります。
プラグインタイプ (Plugin type)
プラグインには、標準と Nagios の二種類があります。標準プラグインは、パラメータを受け取って
処理を実行する通常のスクリプトです。 Nagios プラグインは、その名が示す通り Nagios のプラグイ
ンで、Pandora FMS から実行することができます。主な違いは、 Nagios プラグインは、テストが成功
したかどうかのエラーレベルを戻り値で示す点です。
Nagios プラグインを、(正常か異常かの) 状態の取得ではなく情報収集に使いたい場合は、 Nagios

プラグインを標準モードで登録します。
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例 (NMAP) では、標準を選択しています。
最大タイムアウト (Max. timeout)
プラグインのタイムアウト値です。ここで指定した時間内に応答を得られなければ、モジュールは
不明状態となり、データが更新されません。こ れは、プラグインでのモニタリングを実装する上で
重要な要素です。プラグインの実行時間がこれより長い場合、全く値を取得できないことになりま
す。この値 は、プラグインとして実行するスクリプトが値を得るのにかかる時間より長い時間に設定
する必要があります。何も設定しない場合、設定ファイルの plugin_timeout の値が利用されます
この例では、15 を設定しています。
説明(Description)
プラグインの説明です。 Test #UDP open ports のように、簡単な説明を書きます (日本語も入力可
能です)。可能であれば、引数として渡すパラメータを指定するためのオプションの説明等を書くと
良いでしょう。
プラグインコマンド(Plug-in command)
プラグインコマンドのパスです。標準のインストールでのデフォルトでは
/usr/share/pandora_server/util/plugin/ です。任意のパスを設定できます。このでの例では 、
/usr/share/pandora_server/util/plugin/udp_nmap_plugin.sh を入力しています。
Pandora サーバがこのスクリプトを実行するため、スクリプトの読み込みおよび実行権限がある必

要があります。
プラグインパラメータ(Plug-in parameters)
コマンドのパラメータは、コマンドの後にスペース区切りで指定するものです。このパラメータには、
_field1_ _field2_ ... _fieldN_ といったマクロが利用できます。
パラメータマクロ(Parameters macro)'
プラグインパラメータフィールドには、マクロを制限なく利用することができます。このマクロは、モ
ジュール設定の通常のテキストフィールドとして表示されます。
それぞれのマクロには、次の 3 つのフィールドがあります。
• 説明(Description): マクロの簡単な説明です。フィールドのラベルになります。
• デフォルト値(Default value): デフォルトでフィールドに割り当てられる値です。
• ヘルプ(Help): マクロの説明です。

マクロ設定の例:
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モジュールエディタでのマクロの例:

設定が完了したら、作成 (Create)をクリックし、プラグインが作成されたか確認します。
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この例のプラグインのコードは次のようになっています。
#!/bin/bash
# This is called like -p xxx -h xxxx
HOST=$4
PORT=$2
nmap -T5 -p $PORT -sU $HOST | grep open | wc -l

基本的に、コマンドとパラメータをつなげ、マクロをその値に置き換えて、 UDP の (-sU) nmap を実
行し、出力結果を open で grep することにより、開いているポートの数を出力します。
プラグインを作成すると、それをエージェントで利用できるようになります。まだエージェントを作成
していないようであれば、作成する必要があります。 Pandora FMS コンソールのシステム管理
(Administration) メニューで、エージェント管理 (Manage agents) をクリックしてください。

次の画面で、エージェントの作成 (Create agent) をクリックします。

新たなエージェントのデータを入力し、エージェントの作成 (Create agent) をクリックします。
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エージェントを作成したら、上の方にある (モジュール (Modules)) のメニューをクリックします。そこ
で、「プラグインサーバモジュールの新規作成 (credate a new plugin module) 」を選択し、 作成
(Create) をクリックします。

以下のフォームで、未定義の部分を設定します。 generic numeric 等のモジュールの種類を選択
し、 モニタ対象の IP アドレスやポート番号を設定します。

設定が終わったら、作成 (Create) をクリックします。
以下の画面で、エージェントに Nmap モジュールが表示されているのがわかります。

モジュールにワーニングが出ていますが、それはモジュールが追加されたばかりで、まだデータを
受信していないことを意味します。データの受信が開始されると、ワーニングは消えます。
作成したモジュールのデータを見るためには、上の方の 表示 (View) をクリックします。すると、受
信を始めてからのデータが表示されます。
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テキスト文字列のモジュールデータ (例は、システムの説明 ) を見るためには、上の方の データ
(Data)へ行きます。

14.9.1. 例 1: MySQL のプラグインモジュール
プラグイン実装の一例をあげます。ここで紹介するのは、デフォルトでは Pandora に無い、MYSQL
をチェックするプラグインです。
次 の 設 定 に て 、 MySQL の プ ラ グ イ ン モ ジ ュ ー ル を 作 成 し ま す ( シ ス テ ム 管 理 メ ニ ュ ー
(Administration)から、サーバ管理(Manage servers) -> プラグイン管理(Manage plugins) を実行)。
•
•
•
•

名前: MySQL
プラグインタイプ: Standard
最大タイムアウト: 10 秒
説明:

MySQL check plugin

チェック内容:
このプラグインは、4 つのチェックを行います。
Connections: 接続 Com_select: 開始からの select クエリ数 Com_update: 開始からの update クエ
リ数 Innodb_rows_read: Innodb ファイル読み出し
• プ
ラ
グ
イ
ン
コ
マ
ン
ド
(Plugin
command):
/usr/share/pandora_server/util/plugin/mysql_plugin.sh
• プラグインパラメータ(Plugin parameters): -s _field1_ -u _field2_ -p _field3_ -q _field4_
• マクロ(Macro) _field1_:
• 説明(Description): IP Address
• デフォルト値(Default value): X.X.X.X
• マクロ(Macro) _field1_:
• 説明(Description): User
• デフォルト値(Default value): User
• マクロ(Macro) _field1_:
• 説明(Description): Password
• デフォルト値(Default value): Password
• マクロ(Macro) _field1_:
• 説明(Description): Check
• デフォルト値(Default value): Connections
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• ヘ
ル
プ
(Help):
Possible
Connections/Com_select/Com_update/Innodb_rows_read

values:

画面は次のようになります。

このプラグインは、4 つのチェックを行います。
•
•
•
•

Connections: 接続
Com_select: 開始時点からの select クエリ数
Com_update: 開始時点からの update クエリ数
Innodb_rows_read: Innodb のファイルリード数

上記プラグインを使って、 Pandora FMS がインストールされているシステムのエージェントにモ
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ジュールを作成してみます。名前は、 Mysql Connections 等で、localhost において、Pandora デー
タベースの pandora ユーザとそのパスワードで自身のデータベースをチェックします。 プラグイン
パラメータ(Plugin parameters)には、-q Connections を設定しています。
作成画面は次のようになります。

作成すると、Nmap モジュールの次に表示されます。

メインページの情報は次のようになります (表示(View) タブ)。
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詳細情報は次のようになります (データ(Data) タブ)。

14.9.2. 例 2: SMTP サーバリモートプラグイン
バージョン 4.0.2 からデフォルトでこのプラグインが付属しています。旧バージョンを使っている場
合は、Pandora FMS のモジュールライブラリ (pandorafms.org 参照)からダウンロード、インストール
できます。
このプラグインは、リモートサーバを使ってメールを送信します。サーバの IP、ポート番号、ユーザ
名、パスワードと、認証方式を指定し、また、メールの送信先を指定できます。動作していれば 1 を
返し、そうでなければ 0 を返します。タイプは、generic_proc を利用します。
このプラグインを利用したモジュール設定の画面を以下に示します。
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14.9.3. 例 3: DNS サーバリモートプラグイン
バージョン 4.0.2 からデフォルトでこのプラグインが付属しています。旧バージョンを使っている場
合は、Pandora FMS のモジュールライブラリ (pandorafms.org 参照)からダウンロード、インストール
できます。
このプラグインは、外部 DNS を参照して、指定したドメイン (artica.es など) の IP アドレスが変化し
ていないかどうかをチェックします。これにより、不正なバランシングや DNS アタックなどがなく、ド
メインが正しい IP を返しているかどうかを検証できます。正常であれば 1 を返し、そうでなければ
0 を返します。タイプは、generic_proc を利用します。
このプラグインを利用したモジュール設定の画面を以下に示します。
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14.9.4. 例 4: UDP ポートリモートプラグイン
バージョン 4.0.2 からデフォルトでこのプラグインが付属しています。旧バージョンを使っている場
合は、Pandora FMS のモジュールライブラリ (pandorafms.org 参照)からダウンロード、インストール
できます。
このプラグインは指定したアドレスと UDP ポートをチェックします。正常であれば 1 を返し、そうで
なければ 0 を返します。タイプは、generic_proc を利用します。
このプラグインを利用したモジュール設定の画面を以下に示します。
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15 仮想環境モニタリング
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15.1. Amazon EC2 環境のモニタリング
ここでは、Amazon EC2 のインスタンスをモニタリングするために CloudWatch API を利用します。イ
ンスタンスにおいて、 cloudwatch を有効にする必要があります。pandorafms.com のモジュールラ
イブラリに、フリーのプラグインがあります。(EC2 で検索)
このリモートサーバプラグインの基本的な考え方は、ネットワークプラグインサーバを使ってインス
タンスから情報を取得するものです。つまり、サーバにプラグインを登録し、 EC2 サーバの情報を
異なるモジュールとして取得します。
以下に実行例を示します。
/home/slerena/ec2_plugin.sh -A AKIAILTVJ3S26GTKLD4A -S
CgmQ6DxUWES05txfe+juJLoM57acDudHogkLotWk -i i-9d0b4af1 -n AWS/EC2 -m CPUUtilization

これは、インスタンス i-9d0b4af1 において、"CPUUtilization" の値を返します。
インストールは次のようにします。
1. JAVA が動作するようにし、JAVA のホームディレクトリを設定します。Pandora FMS アプライアン
ス(Vmware イメージ)では、/usr/ です。
2. プラグインを上記ディレクトリにコピーし、パーミッションを 755 にします。また、プラグインの最初
の行に定義されている AWS_CLOUDWATCH_HOME 変数を設定します。プラグインの最初の行

を編集する必要があります。
プラグインには、いくつかのファイルがあります。
/ec2_plugin.sh - プラグイン本体です。 /bin/* - Amazon CloudWatch (モニタリング) コマンドライン
ツールのコンポーネントで、プラグインの配布ファイルに含まれています。このスクリプトは、 Apache

ライセンスに基づいて配布されています。
全てのファイルをサーバに展開します。例えば以下の場所です。
/usr/share/pandora_server/plugin/ec2

そして、AWS_CLOUDWATCH_HOME を /usr/share/pandora_server/plugin/ec2 に設定します。
正しくインストールできたか確認するには、以下のコマンドを実行します。
/usr/share/pandora_server/plugin/ec2/mon-cmd --version

以下のように表示されます。
Amazon CloudWatch CLI version 1.0.9.5 (API 2010-08-01)

同様に表示されれば、プラグインは利用可能です。
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そうでなければ、おそらく、Amazon CloudWatch (モニタリング) コマンドラインツールのインストール
と設定が必要です。以下のステップを実行してください。

15.1.1. インストール
1. システムに、 JAVA のバージョン 1.5 もしくはそれ以上がインストールされている必要があります。
(java -version)
2. zip ファイルを展開します。
3. 以下の環境変数を設定します。
3.1 AWS_CLOUDWATCH_HOME - ファイルを展開したディレクトリです。確認は以下のようにしま
す。 Unix: ls ${AWS_CLOUDWATCH_HOME}/bin で、 mon-list-metrics ... が表示されます。 )
Windows: dir %AWS_CLOUDWATCH_HOME%\bin で、mon-list-metrics ... が表示されます。)
3.2 JAVA_HOME - Java をインストールしたホームディレクトリです。
4.

パ

ス

に

、

${AWS_CLOUDWATCH_HOME}/bin
は %AWS_CLOUDWATCH_HOME%\bin) を追加します。

(Windows

の

場

合

15.1.2. 設定
AWS ユーザ権限でコマンドラインツールを利用できるようにします。権限を与えるには AWS キー
または、X.509 の利用の 2 つの方法があります。

15.1.3. AWS キーの利用
1.
認 証 フ ァ イ ル を 作 成 し ま す 。 テ ン プ レ ー ト フ ァ イ ル が 、 $
{AWS_CLOUDWATCH_HOME}/credential-file-path.template にあります。
1. . あなたの情報を追加するために、このファイルのコピーを編集します。
2. . UNIX では、認証ファイルのオーナーにパーミッションを限定します。 $ chmod 600 <上記
で作成したファイル>
2. あなたの認証情報を設定するにはいくつかの方法があります。
1. . 次の環境変数を設定します。AWS_CREDENTIAL_FILE=<1 で作成したファイル>
2. . 違う方法としては、それぞれのコマンド実行に次のようなオプションを設定します。 --awscredential-file <1 で作成したファイル>
3. . コマンドラインで明示的に認証情報を指定します。--I ACCESS_KEY --S SECRET_KEY

15.1.4. X.509 Certs の利用
1. 公開鍵と秘密鍵をファイルに保存します。例えば、my-cert.pem および 1 my-pk.pem
2. コマンドラインツールに認証情報を提供するには 2 種類の方法があります。
1. . 次の環境変数を設定します。
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EC2_CERT=/path/to/cert/file
EC2_PRIVATE_KEY=/path/to/key/file

1. . 各コマンドのコマンドラインでファイルを指定します。
<コマンド> --ec2-cert-file-path=/path/to/cert/file --ec2-private-key-filepath=/path/to/key/file

15.1.5. カスタム JVM プロパティの設定
環境変数 SERVICE_JVM_ARGS を設定することにより、コマンドラインに任意の JVM プロパティ
を渡すことができます。例えば、以下では Linux/UNIX においてプロキシサーバのプロパティを設
定 し ま す 。 export SERVICE_JVM_ARGS="-Dhttp.proxyHost=http://my.proxy.com
-Dhttp.proxyPort=8080"

15.1.6. 実行
1. 設定が正しくできたか確認するために、次のコマンドを実行します。
$ mon-cmd --help

全てのモニタリングコマンドで利用方法を表示します。
$ mon-list-metrics --headers

ヘッダーが表示されます。何らかの特別な定義をしていたなら、それも確認してください。

15.2. VMware 環境のモニタリング
IT アーキテクチャにとって仮想環境はとても重要です。そのため、これらの環境を監視することは
あなたの会社のシステムの適切なパフォーマンスを確認するために必要です。 Pandora FMS
Enterprise では VMware Monitoring Plugin を利用でき、 VMware アーキテクチャを簡単に

操作することができます。

15.2.1. モニタする WMware アーキテクチャ
このシステムでは、以下の図に示したようなアーキテクチャをモニタすることができます。
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Pandora FMS は、ESXi サーバ、データストアおよび、仮想マシンを監視します。 Pandora FMS は、
データ収集のために VMware が提供する Web API を利用します。

15.2.2. VMware モニタリングプラグインを利用したモニタリング
WMware のモニタリング環境は、以下のいくつかのコンポーネントをベースにしています。
1. エージェントプラグイン は、対象となる環境のすべてのエンティティを検出し監視する情報
を収集します。Pandora FMS 5.0 またはそれ以上のバージョンでは、プラグインは拡張が必
要とするいくつかのエージェントのパラメータも更新できます。さらに、 VMware vCenter から
のイベントを Pandora FMS コンソールにコピーできます。
2. Pandora FMS 4.0.3 およびそれ以前のバージョンにおいては、 自動検出タスク が拡張が必
要とするパラメータを更新します。また、 VMware vCenter からのイベントを Pandora コン

ソールへコピーします。
3. VMware View および VMware Manager 拡張は、仮想マシンを簡単に管理したり全体
の環境を参照できるようにします。
このシステムでは、データセンターのエージェントと同様に、 ESXi ホスト、データストアや検出した
仮想マシンをリモートエージェントとして扱います。これらは仮想システム内の関係を考慮する必
要なく、独 0 立して管理する ことが可能です。また、それぞれのエージェントには、 VMware のエ
ンティティのタイプに応じたモジュールが設定されます。
15.2.2.1. プラグインの内部処理
バージョン 5.0 またはそれ以降では、エージェントプラグインは、エンティティの検出、データ収集 、
イベントコピー、カスタムフィールド設定の、全機能を実行します。
5.0 より古いバージョンでは、プラグインはエンティティの検出と機能情報の収集のみ行います。イ
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ベントのコピーとカスタムフィールド設定を行うには、自動検出タスクが設定されている必要があり
ます。
それぞれ検出されたエンティティごとに、プラグインは処理のための XML ファイルを Pandora
サーバへ送ります。このエンティティは、 Pandora 内ではエージェントになります。コンソールにコ
ピーされたイベントは、イベントビューに表示され、システムから生成されたイベントとして管理され
ます。
プラグインには、監視の設定に関連するいくつかの補助ファイルや情報があります。ログ、監視対
象エンティティ、イベント監視のポインタなどです。
監視性能に影響を与える可能性があるため、これらのファイルは削除してはいけませ
ん。

15.2.3. プラグインの要件
VMware プラグインが適切に機能するための要件は次の通りです。
• Pandora FMS 4.0.3 またはそれ以上。 ( 拡張は、 Pandora FMS 4.0.3 Patch 130310 以降で
動作します)
• Pandora FMS エージェントがインストールされている必要があります。
• Linux / Unix または Windows システム。
• Curl コマンド。 (バージョン 5.0 以上の Pandora FMS Windows エージェントには、 curl コマ
ンドが組み込まれています)
• Ping コマンド。
• Perl 用 VMware vSphere SDK。

15.2.4. 監視のための vCenter 設定
プラグインは、 vCenter パフォーマンカウンタを利用します。パフォーマンスカウンターの収集デー
タは、vCenter で設定した収集レベルに依存します。
これらのレベルは、 Statistics オプションの vCenter Server Settings メニューにて変更できます。
vCenter で、それぞれの時間オプションとレベルで、どのカウンタを収集するかを参照することがで
きます。Pandora FMS モニタリングプラグインが利用する最低レベルは Level 2 です。
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15.2.5. Perl 用 VMware vSphere SDK のインストール
VMware ソフトウエアは、ダウンロードセンターからダウンロードできます。
http://communities.vmware.com/community/developer/downloads

15.2.5.1. openSUSE 12.2 での SDK のインストール
この手順は、SDK バージョン 4.1 および 5.1 でテストしています
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VMware バージョン 4.1 では、SDK 4.1 を利用する必要があります。VMware バージョ
ン 5.1 では、SDK 5.1 を利用する必要があります。

最初に、次のコマンドで SDK パッケージを展開します。
# tar -xzvf VMware-vSphere-Perl-SDK-x.x.x-xxxxxx.i386.tar.gz

その後、次のコマンドで SDK をコンパイルし、インストールします。
# perl Makefile.PL
# make
# make install

SDK のインストールが成功しエラーが表示されなければ、次のコマンドで vCenter に接続すること

ができます。
# /usr/lib/vmware-viperl/apps/general/connect.pl --server <vcenter_ip> --username
<vcenter_user> --password <vcenter_pass>

コマンドの実行結果は次のようになります。
Connection Successful
Server Time : 2013-02-21T16:24:05.213672Z

15.2.5.2. Windows での SDK 設定
The version of Perl shipped with the vSphere SDK does not work with VMware's PERL libraries. To
fix this issue follow these steps:
• Install the VMware vSphere SDK.
• Install Strawberry PERL version 5.12 from http://strawberryperl.com/releases.html.
• Copy the directory C:\Program Files\VMware\VMware vSphere CLI\Perl\lib\VMware to
C:\strawberry\perl\lib.
• Uninstall the VMware vSphere SDK.

15.2.6. エージェントプラグインの設定と確認
エージェントプラグインをインストールするには、最初に次のようなコマンドで vmware-plugin.pl と
vmware-plugin.conf というファイルを "/etc/pandora/plugins にコピーします。
cp-pluging.pl vmware vmware-plugin.con / etc / pandora / plugins

次に、エージェント設定ファイルに次の設定で新たなモジュールプラグインを追加します。
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module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-pluging.pl / etc / pandora /
plugins / vmware-pluging.conf

イベントのコピーもしたい場合は、イベントのコピーを有効にした設定ファイルで別のモジュールプ
ラグインを設定します。コマンドは次のようになります。
module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-pluging.pl / etc / pandora /
plugins / vmware-plugin-events.conf

Windows システムでは、利用するインタープリターを指定する必要があります。コマンドは次のよう

になります。
module_plugin perl "C: \ Program Files \ pandora_agent \ util \ vmware-plugin.pl"
"C: \ Program Files \ pandora_agent \ util \ vmware-plugin.conf"

以降の節では、プラグイン設定ファイルのパラメータの詳細について説明します。
とても重い SOAP API を利用するため、VMware プラグインはタスクの実行に多くの
時間がかかります。監視するエンティティが多くあるシステムの場合、複数の Pandora
FMS ソフトウエアエージェントで負荷を分散する必要があるかもしれません。関連する
情報は以降の節で説明します。

Pandora FMS 5.0 またはそれ以降のバージョンを使っていて、プラグイン拡張やイベ
ント監視を使いたい場合は、Pandora API を正しく設定する必要があります。そのため
には、API パスワードと API アクセスリストに必要なアドレスを設定する必要があります。
これらの設定は、Pandora FMS コンソールの全体の設定で行います。

15.2.7. 自動検出タスク (5.0 以前)
バージョン 5.0 およびそれ以降では、自動検出タスクを設定する必要はありません。 こ
の機能は、エージェントプラグインでサポートされているためです。エージェントプラグ
インの設定は、以降に説明しています。

15.2.7.1. 自動検出スクリプトの登録
ESXi ホストおよび仮想マシンを検索する 自動検出スクリプト を登録します。これには、サーバ管
理(Manage Servers) メニューの 自動検出スクリプト管理 (Manage recon script) を選択します。
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自動検出スクリプト管理(Manage recon script) の画面で、追加(Add) ボタンをクリックします。

その後、新たな 自動検出スクリプト のデータを入力するウインドウが表示されます。そこで、以下
の例のように入力します。スクリプトのフルパス (Script fullpath) フィールドには、実行するスクリ
プト ( 今回は Perl) のフルパスを指定する必要があります。フォームの入力が完了したら、 作成
(Create) をクリックします。

スクリプトを登録し処理が正常に終わると、スクリプトが一覧に表示されます。
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15.2.7.2. 自動検出タスクの作成
自動検出タスクを利用するには、自動検出サーバが有効になっている必要がありま
す。

情報の更新およびイベントのコピーを自動実行するには、定期的に実行する自動検出タスクを作
成します。自動検出タスクを作成するには、サーバ管理(Manage Servers) メニューの 自動検出タ
スク(Recon Task) をクリックします。

その後、自動検出タスク の全体を表示する次のような画面が表示されます。ここでは、新たなタス
クを作成するために、作成(Create) ボタンをクリックします。
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'作成(Create) ボタンをクリックすると次のようなフォームが表示されます。それぞれフォームへ入力
します。モード(mode) フィールドでは、カスタムスクリプト (Custom Script) を選択することが重要
です。それにより前述の 自動検出スクリプト の設定で登録したスクリプト(VMware 自動検出スクリ
プト)を選択できるようになります。

スクリプトフィールド (Script field) は、登録したスクリプトのパラメータ用に用意されています。特
に VMware のノード検出のスクリプトでは、以下のフィールドが必須です。
• サーバ(server): VMware vCenter サーバの IP です。
• ユーザ名(username): vCenter へアクセスするユーザです。
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• パスワード(password): vCenter へアクセスするパスワードです。
• データセンター(datacenter): モニタするデータセンタ名です。
• pandoraconf: Pandora FMS の設定ファイルがある場所です。

加えて、必要であれば自動検出タスクの追加の 2 つのパラメータを設定します。
• only_events: このパラメータは、 VMWare vCenter から Pandora FMS へのイベントのコ

ピーする設定を行います。
もし複数のデータセンターをモニタしたい場合は、スクリプトのパラメータにデータセンター名を指
定して、それぞれに一つの 自動検出タスク を作成する必要があります。
カスタムフィールドで自動検出タスクの調整をします。
最後に、自動検出タスク を作成するために、追加(Add) ボタンをクリックします。
検出のための自動検出タスク
ESXi、データストア、仮想マシンを検出するための自動検出タスクの設定パラメータは次の通りで

す。
•
•
•
•
•
•
•

タスク名(Task name): VMware Entity Discovery
モード(Mode): Custom script
間隔(Interval): Manual
自動検出スクリプト(Recon script): VMware Recon Script
スクリプトフィールド #1(Script field #1): --server <ip_server> --username <user>
スクリプトフィールド #2(Script field #2): --password <pass>
ス ク リ プ ト フ ィ ー ル ド
#3(Script field #3): --pandoraconf

/etc/pandora/pandora_server.conf
• スクリプトフィールド #4(Script field #4(: --datacenter <dc_name>

イベントコピーのための自動検出タスク
vCenter から Pandora へイベントをコピーするための自動検出タスクの設定パラメータは次の通り

です。
•
•
•
•
•
•
•

タスク名(Task name): VMware Entity Dump
モード(Mode): Custom script
間隔(Interval): 5 分
自動検出スクリプト(Recon script): VMware Recon Script
スクリプトフィールド #1(Script field #1): --server <ip_server> --username <user>
スクリプトフィールド #2(Script field #2): --password <pass>
ス ク リ プ ト フ ィ ー ル ド
#3(Script field #3): --pandoraconf

/etc/pandora/pandora_server.conf
• スクリプトフィールド #4(Script field #4): --datacenter <dc_name> --only_events 1

ここで、上記で説明した 2 つの自動検出タスクを登録すると、自動検出タスク一覧はつぎのように
なります。
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15.2.8. VMware 仮想アーキテクチャのモニタリング
自動検出タスク の結果を見るには、それぞれの仮想マシンおよび ESXi ホストのエージェントが作
成されたかどうかをチェックするだけです。そのためには、 エージェント参照 (View Agents) メ
ニューから エージェント詳細(Agent Detail) へ行く必要があります。

ここでは、他の Pandora FMS エージェントと一緒にプラグインにより作成されたエージェントが表
示されます。

エージェント名をクリックすると、 VMware プラグインで監視するモジュールを持った Pandora FMS
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エージェントを参照できます。

デフォルトでは、プラグインは各 VMware の要素ごとに基本的な監視項目を表示します。これらの
デフォルトのエンティティ設定を以降に示します。
15.2.8.1. データセンターのデフォルトモジュール
• Ping
• Check 443 port

15.2.8.2. データストアのデフォルトモジュール
•
•
•
•

Capacity
Free Space
Disk Overallocation
Free Space Bytes
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15.2.8.3. ESXi のデフォルトモジュール
•
•
•
•
•
•
•

CPU Usage
Memory Usage
Data received
Data transmitted
Disk Read Latency
Disk Write Latency
Host Alive

15.2.8.4. 仮想マシンのデフォルトモジュール
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU Usage
Memory Usage
Tools Running Status
Host Alive
Disk Free
Disk Read Latency
Disk Write Latency
Data received
Data transmitted

以降の章では、それぞれのモジュールの情報の詳細について説明します。

15.2.9. VMware 仮想アーキテクチャエージェントモジュール
VMware のバージョンおよび環境設定により、いくつかのモジュールが存在しない場合もあります。

以下に示す表では、存在するモージュールとその機能を説明します。
プラグインは、' ESX ホストおよび仮想マシンのパフォーマンスカウンタ' の設定をする
ことができます。その方法については、設定ファイルの説明の章にて説明しています。

15.2.9.1. データセンターモジュール
モジュール

API バージョ
存在性
ン

説明

Ping

vCenter をサポートするマシンに対して ping の監視をし
ます

すべて

常時

Check 443
port

vCenter をサポートするマシンに対して 443 番ポートの
応答を監視します

すべて

常時

15.2.9.2. データストアエージェントモジュール
モジュール
Capacity

説明
バイト単位のデータストアの最大容量

API バージョン 存在性
すべて

常時
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Free Space

データストアの空き率

すべて

常時

Disk
Overallocation

ディスクのオーバーロケーション率

≥v4.0

常時

Free Space Bytes

バイト単位での空き容量

すべて

常時

15.2.9.3. ESXi ホストエージェントモジュール
モジュール

説明

API バー
ジョン

存在性

Boot Time

ホストが起動した時間

すべて

常時

CPU Info [x]

CPU の一般情報 (ESXi CPU ごとに一つの
モジュールです)

すべて

接続されている
場合

Memory Size

バイト単位でのホストの物理メモリ容量

すべて

接続されている
場合

Overall CPU
Usage

Mhz 単位での全 CPU の利用状況

すべて

接続されている
場合

Overall Memory
MB 単位でのホストでの利用物理メモリ量
Usage

すべて

接続されている
場合

Power State

ホストの電源状態

≥v2.5

常時

SSL Thumbprint ホストの SSL print

≥v4.0

接続されている
場合

Uptime

秒単位でのホストの uptime

≥v4.1

接続されている
場合

VNIC Info [x]

ホストの仮想ネットワークインタフェースの情
報

すべて

接続され、設定さ
れている場合

Host Alive

ESX が接続されている場合に 1、そうでない
場合に 0 になるキープアライブモジュール

すべて

常時

Connection
State

ホストの接続状態

すべて

常時

Disk Read

Kbps 単位でのディスクの読み出し速度

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Disk Write

Kbps 単位でのディスクの書き込み速度

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Disk Read
Latency

ミリ秒単位でのディスク読み出し遅延

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Disk Write
Latency

ミリ秒単位でのディスク書き込み遅延

すべて

状態レベルが ≥2
の場合
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すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Data transmitted Kbps 単位でのホストが送信したデータ量

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Packages
Received

一定間隔内で受け取ったパケット数

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Packages
Transmitted

一定間隔内で送信したパケット数

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

CPU Usage

CPU 利用率(%)

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Memory Usage

メモリ利用率(%)

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Net Usage

全 NIC での送受信データ量

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Disk Rate

KB/sec 単位でのトータル I/O 量

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

Max. Disk
Latency

全ディスクの最大遅延

すべて

状態レベルが ≥2
の場合

HA Status

ホストの HA 状態

≥v5.0

設定されている
場合

Data received

Kbps 単位でのホストが受け取ったデータ量

15.2.9.4. 仮想マシンエージェントモジュール
これらのモジュールは、VMware アーキテクチャ視点からの情報を提供します。仮想マシンに関す
る他のパラメータをモニタしたい場合は、ソフトウエアエージェントを使ったモニタリングやリモート
モニタリングに示した手法を考慮する必要があります。

モジュール

説明

API バー
ジョン

存在性

Boot Time

仮想マシンが起動した時間

すべて

接続されて
いる場合

Connection
State

接続状態

すべて

常時

Consumed
Overhead
Memory

MB 単位での仮想マシンが利用するメモリ量

≥v4.0

接続されて
いる場合

CPU Allocation

仮想マシンの CPU に割り当てられているリソースに
関する情報

すべて

接続されて
いる場合
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Disk Free [x]

仮想マシンのディスク空き率(%) (仮想マシンのディ
スクごとに一つのモジュールになります)

すべて

接続されて
いる場合

Guest State

ホスト OS の動作状況

すべて

接続されて
いる場合

Host Info

VMware ホストに関する情報

すべて

設定されて
いる場合

Host Alive

仮想マシンが実行されている場合は 1、そうでなけ
れば 0 を返す、キープアライブモジュール

すべて

常時

Host Memory
Usage

MB 単位での仮想マシンが利用しているメモリ量

すべて

接続されて
いる場合

Host Name

ホスト OS の名前

すべて

設定されて
いる場合

IP Address [x]

システムの IP アドレス (ネットワークインタフェースご
とに 1 つです)

≥v4.1

設定されて
いる場合

MAC Address
[x]

システムの MAC アドレス (ネットワークインタフェー
スごとに 1 つです)

すべて

設定されて
いる場合

Max CPU
Usage

仮想マシンの CPU 使用率最大上限値

すべて

設定されて
いる場合

Max Memory
Usage

仮想マシンのメモリ使用率最大上限値

すべて

設定されて
いる場合

Memory
Allocation

メモリのリソース制限

すべて

設定されて
いる場合

Memory
Overhead

バイト単位での、ホストのメモリを超えて仮想マシン
が使っているメモリ量

すべて

設定されて
いる場合

Overall CPU
Demand

Mhz 単位での CPU パフォーマンスの基本統計情
報

≥v4.0

接続されて
いる場合

Overall CPU
Usage

Mhz 単位での CPU 使用率の基本統計情報

すべて

接続されて
いる場合

Power State

仮想マシンの現在の電源状態

すべて

常時

Private Memory

MB 単位の共有せずに仮想マシンに割り当てられて
いるメモリ容量

≥v4.0

接続されて
いる場合

Shared Memory

MB 単位の共有して仮想マシンに割り当てられてい
るメモリ容量

≥v4.0

接続されて
いる場合

Tools Running
Status

ホスト OS にインストールされている VMWare Tools
の実行状況

≥v4.0

設定されて
いる場合

Trigger Alarm
State

VMware アラームの状態

すべて

設定されて
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いる場合
Uptime Seconds 秒単位での仮想マシンの uptime

≥v4.1

接続されて
いる場合

Virtual Image
Path

すべて

常時

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

Disk Read

Disk Write

Disk Read
Latency
Disk Write
Latency

Data received

仮想マシンの設定ファイル(.vmx)パス

Kbps 単位でのディスク読み出し速度

Kbps 単位でのディスク書き込み速度

ミリ秒単位でのディスク読み出し遅延

ミリ秒単位でのディスク書き込み遅延

Kbps 単位でのホストが受け取ったデータ

Data transmitted Kbps 単位でのホストが送信したデータ

Packages
Received
Packages
Transmitted

CPU Usage

Memory Usage

Net Usage

一定間隔において受け取ったパケット数

一定時間において送信したパケット数

CPU 利用率(%)

メモリ使用率(%)

すべての NIC での送受信データ量

315

VMware 環境のモニタリング

Disk Rate

Max. Disk
Latency

KB/sec 単位での全ディスク I/O 量

全ディスクにおける最大遅延

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

HeartBeat

仮想マシン heartbeat の数

CPU Ready

マシンの準備ができていて物理 CPU のスケジューリ
ングができなかった時間の割合

すべて

状態レベル
が ≥2 の場
合

Number
Snapshots

仮想マシンのスナップショット数 (このモジュールは
監視のパフォーマンスに影響します。 そのため、1
時間ごとなど実行間隔をあけることを強くお勧めしま
す。)

すべて

設定されて
いる場合

HA Status

仮想マシンの HA 状態

≥v5.0

設定されて
いる場合

15.2.10. VMware のイベント監視
前の節で説明した通り、 Pandora FMS のバージョンによりこの処理はプラグインまたは自動検出タ
スクによって行われます。この機能は、 VMware vCenter からのイベント情報を Pandora FMS へコ
ピーします。
これらのイベントは、 Pandora FMS イベント管理フローにのっとり、自動的に vCenter エージェント
に割り当てられます。次の画面は、自動検出タスクで生成されたイベントの例です。
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コピー処理は、VMware が生成したイベントの情報や重要度を引き継ぎます。イベントにおける、
障害、警告、情報といった重要度のレベルを Pandora に渡します。次の画面は Pandora FMS で
の詳細情報の例です。

Pandora FMS でのすべてのイベントは、イベント管理のアクションを実行できます。たとえば、ア

ラーと生成、フィルタ設定、インシデント作成などです。

15.2.11. VMware 仮想アーキテクチャの管理と表示
VMWare プラグインと一緒に、 VMware Manager および VMware View という 2 つの拡張を配
布しています。 VMware View は、VMware アーキテクチャのコンポーネントを簡単に表示すること
ができます。また、 VMware Manager は、Pandora FMS コンソールから仮想マシンの停止、起動、
再起動、稼働の中止など、仮想マシンを管理することができます。これらの拡張は、 Pandora FMS
4.0 以降でのみ動作するオプションです。
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15.2.11.1. VMware Manager および VMware View 拡張のインストール
拡張をインストールするには、 Pandora FMS コンソールの enterprise に、プラグインを展開して得
られる拡張のファイルをコピーするだけです。
cp -R extensions/* <pandora_console_dir>/enterprise/extensions/

これで、VMware プラグイン拡張が利用できるようになります。
VMware Manager を利用したい場合は、Pandora FMS コンソールを実行するマシン
に VMware SDK をインストールする必要があります。

15.2.11.2. VMware View 拡張の利用
VMware アーキテクチャ表示を使うには、エージェント参照の VMware View をクリックします。

VMware View 拡張は、自動検出タスクで見つけた全 VMware アーキテクチャを含んだ以下のよう

なマップを表示します。
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マップには、 VMware アーキテクチャの要素 (仮想マシン、 ESX 、データストアおよび、データセン
ター)が、それぞれを区別できる異なるアイコンで表示されています。また、 Pandora FMS エージェ
ントの状態がそれぞれの要素の状態を表します。さらに、仮想マシン、 ESX および データセン
ター間の関係を表示しています。これにより、簡単にすばやく VMware アーキテクチャの状態を見
ることができます。
この拡張には、要素を隠したり、文字を大きくしたり、要素を拡大したりといった、アーキテクチャの
表示の改善を手助けしてくれるいくつかのオプションがあります。

上記のオプションを使って、フォントサイズ 14、2 倍のズームで、データセンターと ESX だけを見る
ことができます。
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VMware ビューダッシュボード (バージョン 5.0 以上)

Pandora FMS バージョン 5.0 以上では、VMware ビュー拡張により、仮想アーキテクチャトポロジを
表示する 2 つの追加マップビューがあります。新たなタブでは、 VMware ビュー拡張の異なる表示

を切り替えることができます。

最初のビューは、一目で、仮想マシン、データストアや、 ESXi ホスト問題が発生しているかをわか
るようにした、一般的な仮想アーキテクチャを表示するダッシュボードです。さらに、グラフにより仮
想アーキテクチャ全体 の中で、 5 つの仮想マシンが使っている、メモリ、 CPU、ディスク、ネットワー
クがわかります。一般的なパフォーマンスパラメータも簡単に確認することが できます。
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2 つ目のビューでは、 ESX ホストのパフォーマンスパラメータを確認することができます。この
ビューでは、ホストおよび仮想マシンの状態を確認したい ESX ホストを選択することができます。
ESXi ホストにおける CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク利用状況が表示されます。さらに、仮想マ
シンのほとんどのリソース情報 (CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク ) もグラフィカルに参照すること

ができます。
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15.2.11.3. VMware Manager 拡張の利用
VMware Manager 拡張を利用するには、 VMware アーキテクチャ内の仮想マシンエージェントの
操作画面へ行きます。そこに、拡張にリンクした VMware のアイコンがあります。

VMware Manager 拡張では、仮想マシンを Pandora FMS コンソールから管理できます。拡張は仮
想マシンの現在の状態を色で表示 ( 緑=on 、オレンジ =off 、グレー = 停止中) します。さらにコンボ
ボックスにと りうる状態が表示され、選択して Change Status ボタンをクリックすることにより仮想マ

シンの状態を変更することができます。
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この拡張で、次のように Stop を選択することにより仮想マシンを停止することができます。

これによりマシンが停止し、VMware Manage 拡張での表示が変ります。次のようにマシンが停止
状態であると表示されます。

この拡張を利用するには、Pandora を動作させるのと同じマシンに Perl 用 VMware
SDK がインストールされている必要があります。 Perl 用 VMware SDK がインストール
されていないと拡張は動きません。

15.2.12. 自動検出スクリプトの設定
デフォルトでは、VMware 自動検出スクリプトは前述の通り見つけたもの全てを追加します。追加し
たいものとしたくないものを選択するには、自動検出スクリプトが設定ファイルを読み 込むようにし
ます。自動検出スクリプトに設定ファイルを 与えるには、 Pandora FMS で作成された設定に
-reconconf <ファイル> というパラメータを追加します。
設定ファイルに関する全エラーは、 Pandora サーバのエラーログに出力され、かつ 、
Pandora のイベントビューワに表示されます。これらから設定ファイルに何らかの問題
があるかどうかを確認できます。
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15.2.12.1. 設定ファイル
全体設定

全般的な設定は、Configuration トークンで定義します。次のようなパラメータがあります。
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

server: vCenter の IP アドレス。
user: vCenter ユーザ。
pass: vCenter パスワード。
datacenter: 監視するデータセンター。
temporal: テンポラリディレクトリ。
logfile: ログファイルの場所。
entities_list: 監視対象エンティティ一覧のファイルの場所。
transfer_mode: XML の転送モード。tentacle または local が指定できます。
• tentacle: Pandora FMS サーバへ Tentacle プロトコルを用いて XML を送信します。
• local: ファイルをローカルのホルダにコピーします。指定したローカルホルダがある

のと同じマシンでエージェントを動かす必要があります。
tentacle_ip: 情報を送信する Pandora サーバの IP アドレス。
tentacle_port: 情報を送信する先のポート番号。デフォルトは 41121。
tentacle_opts: Tentacle で送信する場合の追加オプション。(デフォルトはなし)
local_folder: local モードの場合の XML のコピー先ディレクトリ。
pandora_url:
Pandora
FMS
コ ン ソ ー ル
URL 。

( 例 :
http://192.168.70.81/pandora_console).
api_pass: Pandora FMS API パスワード。
api_user: Pandora FMS コンソールユーザ。
api_user_pass: Pandora FMS コンソールユーザのパスワード。
event_mode: イベント収集モードを有効にするためのフラグ。 1 の場合はイベント収集モー
ドが有効となり、0 の場合は無効となります。
event_pointer_file: イベントを収集するためのポインタを保存するためのテンポラリファイル

の場所。
• verbosity: ログレベル。 (0 ではプラグインの実行エラー出力を抑制し、 1 ではすべてのエ
ラーを出力します。)
• threads: プラグインスレッドの数。(デフォルトは 1)
• interval: VMware エンティティを表すエージェントインターバル。

このセクションの設定例を以下に示します。
Configuration
server 192.168.70.249
user Administrator
pass S1stemas
datacenter artica
temporal /tmp
logfile /tmp/vmware_plugin.log
entities_list /tmp/vmware_entities_list.txt
transfer_mode tentacle
tentacle_ip 192.168.70.81
tentacle_port 41121
tentacle_opts
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local_folder /var/spool/pandora/data_in
pandora_url http://192.168.70.81/pandora_console
api_pass 1234
api_user admin
api_user_pass pandora
event_mode 0
event_pointer_file /tmp/vmware_events_pointer.txt

Windows のプラグインを利用している場合は、パスの表記を Windows に合わせてく
ださい。

エンティティの名前変更

Rename トークンは、プラグインが見つけたエンティティの名前を変更するのに利用します。この
機能を利用することにより、 Pandora に作成されるエージェントが指定した新しい名前になります。

このセクションの書式は次の通りです。
<現在の名前> TO <新しい名前>

設定例を以下に示します。
#Rename entities
Rename
Debian 11 TO Virtual Machine 1
RedHat 12 TO Web server
ESX Workstation TO Host Work Sales

エンティティの除外

プラグインは、タイプまたは個別にエンティティを除外できます。両方のオプションを以下に説明し
ます。
エンティティの除外には、 Reject トークンを利用します。このセクションでは、タイプによってエン
ティティを除外します。例えば、全仮想マシンや全 ESX ホストです。ここで設定可能な値は、以下
のいずれかです。
all_datastore, all_datacenter, all_esx, all_vm.

このセクションで、すべてのエンティティを除外する設定は次の通りです。
#Dismissed entities
Reject
all_datastore
all_datacenter
all_esx
all_vm

個別のエンティティを除外するには、プラグインにより作成されたエンティティファイルを削除する
325

VMware 環境のモニタリング

必要があります。プラグインは、このファイルを entities_list パラメータに示された場所 (デフォルト
は /tmp/vmware_entities_list.txt) に作成します。プラグインは、検出した全エンティティのリストを
書いたファイルを最初の実行時 (ファイルが存在しない場合 )に生成します。このファイルの 例を以
下に示します。
Datacenter
artica
Datastore
datastore_1
datastore2
ESX
192.168.70.252
VM
Pandora FMS 4.0.3
Debian2
Debian3
Debian4
Redhat
debian5
Debian6
Debian8
Debian7
Debian11
Debian10
Debian9
NSM
Pandora
vcenter
suse11.2

設定ファイルは、異なるエンティティがリストアップされた Datacenter, Datastore, ESX, VM といった
いくつかのトークンで分かれています。設定ファイルが作成されると、プラグインは監視するエン
ティティを読み込みます。特定のエンティティを除外したい場合は、フォルダーからそのファイルを
削除します。例えば、 Debian2, datastore2, NSM, suse11.2 および 192.168.70.252 のエンティティを
監視したくない場合は、設定ファイルは次のようになります。
Datacenter
artica
Datastore
datastore_1
ESX
VM
Pandora FMS 4.0.3
Debian3
Debian4
Redhat
debian5
Debian6
Debian8
Debian7
Debian11
Debian10
Debian9
Pandora
vcenter

この機能により、各プラグインの実行における監視対象のエンティティを制限し監視の負荷を分散
させることができます。以下に、より詳しい負荷分散のテクニックを説明します。
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監視設定

次のセクションは、すべてのタイプのエンティティにおいて作成されたモジュールの設定です。こ
れらのセクションでは、Datacenter, Datastore, ESX および VM を使います。監視するモジュー
ルの有効・無効を設定できます。以下の例は、 ESX および仮想マシンのモジュールに関する設定
です。
...
#ESX Modules
ESX
cpuUsagePercent disabled
diskRead enabled
diskWrite enabled
#VM Modules
VM
diskReadLatency disabled
diskWriteLatency disabled
diskRate enabled
...

各設定行がモジュールです。上記の例ではすべてのモジュールがデフォルトの値で作成されて
いますが、名前、説明、警告および障害状態の閾値は、設定変更することができます。この設定
例を以下に示します。
...
#VM Modules
VM
diskReadLatency disabled
diskWriteLatency disabled
diskRate name = Disk Rate; desc = Lec Rate/Esc disk; limits_warn = 5 10; limits_crit
= 0 4
...

モジュール設定のオプションは、次の通りです。
• <モジュール名> disabled: モジュールは作成されません。
• <モジュール名> enabled: (デフォルト値で)モジュールが作成されます。
• <モジュール名 > name = < 名前>; desc = < 説明>; limits_warn < 警告閾値 >; limits_crit <
障害閾値>: 指定した名前および説明でモジュールが作成されます。障害と警告の最大・

最小閾値を定義します。
ファイルの行の書式を守ることがとても重要で、特に、name および desc に続く文字が重要である
ことに注意してください。
diskRate name = Disk Rate; desc = Lec Rate/Esc Disk; limits_warn = 5 10; limits_crit
= 0 4
diskRate name = Disk Rate
; desc = Lec Rate/Esc disk
; limits_warn = 5 10;
limits_crit
= 0
4

モジュールは、コマンドラインで記述する場合は、その短い名前または簡単な名前で参照されま
す。短い名前と長い名前のマッピングは、次の節で説明します。
上記設定例を確認してみましょう。次に示す値で作成される Disk Rate モジュールを設定していま
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す。
*
*
*
*
*
*

名前: Disk Rate
説明: Lec Rate/Esc disk
警告の最小値: 5
警告の最大値: 10
障害の最小値: 0
障害の最大値: 4

動的に生成されるモジュールがあります。例えば、ディスクやネットワークインタフェースのモジュー
ルです。これらのメトリックでは、プラグインは検 出したそれぞれのエレメントごとにモジュールを作
成します。これらのモジュールは、 Pandora FMS 内で特別な名前を持ちます。例えば次の通りで
す。
Disk Free [0]
Disk Free [1]
Disk Free [2]
...

これらの場合、名前に動的な部分があり、 %s マクロを使ってモジュール名の数値部分を置き換え
ることができます。動的モジュールの設定例を以下に示します。
diskfree name = Disk (% s) free space; desc = Free space for disk; limits_warn = 0
0; limits_crit = 0 0

この場合、デフォルトのモジュール名は次の通りですが、
Free Disk [0]

次のように変更されます。
Disk (0) free space

バージョン 5.0 からは、モジュールの警告および障害状態判断に文字列を利用することができま
す。次のような設定になります。
PowerState operation name = State; desc = VM operating state; limits_warn =. *
suspended. *; limits_crit =. * poweredOff. *

判定基準を定義するのに自由度の高い正規表現を利用することができます。
カスタムパフォーマンス測定

この節では、仮想マシンと ESX のパフォーマンスカウンタのための新たなモジュールを設定します。
新たなパフォーマンスモジュールを設定するには、次の構造を利用します。
custom_performance type = mem; metric = swapinRate; module_type = generic_data; name
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= Swap In Rate; desc = Swap In Rate for host; limits_warn = 0 0; limits_crit = 0 0

設定パラメータは次の通りです。
• Type: 監視するメトリックのタイプ。指定可能なタイプは次の通りです。
• 'Cpu' CPU
• 'Mem': メモリ
• 'Disk': ディスク
• 'Net' ネットワーク
• 'Sys': システム
• Metric: 監視するメトリック。(メトリックの表示にて後述します)
• Module_type: Pandora のモジュールタイプ。(例 generic_data).
• Name: モジュール名。
• Desc: モジュールの説明。
• Limits_warn: 警告閾値
• Limits_crit: 障害閾値

それぞれのエンティティの Performance セクションのそれぞれのタイプに存在するメトリックを確認
できます。以下では、 VMware プラグインで vCenter 内より監視できるパフォーマンスメトリックを表
示しています。例えば、以下の例では、ESX ホストの Performance view を表示しています。

タイプごとのすべてのメトリックの一覧を参照するには、 Advanced ボタンをクリックし、 Char オプショ
ンボタンをクリックします。以下のように、メトリックの全タイプの一覧と、それぞれのタイプのメトリック
のウインドウが表示されます。
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メトリックの各タイプには、カウンタ番号 (Pandora で監視できる値 )があります。値を監視するには、
内部の Name を利用する必要があります。さらに、 (vCenter で設定されている ) 状態レベルをメト
リックの Collection Level と比較検索して確認する必要があります。
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例えば、ESX ホストの CPU 使用率を見たい場合は、 ESX の CPU タイプの値を探し、 utilization を
選択します。この場合、設定ファイルに追加する必要がある設定は、次のようになります。
custom_performance type = cpu; metric = utilization; module_type = generic_data,
name = CPU Utilization, desc = CPU Utilization for ESX; limits_warn = 0 0;
limits_crit = 0 0

15.2.12.2. 同一エージェントでの複数データセンターの監視
エージェントに設定したそれぞれのプラグインモジュールが、データセンターを監視します。複数
のデータセンターを一つの Pandora FMS ソフトウエアエージェントで監視したい場合は、次の事
に注意してください。
• 監視するそれぞれのデータセンター用に module_plugin を追加する必要があります。例え

ば、次の通りです。
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module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-plugin.pl /
etc/pandora/plugins/vmware-plugin-datacenter1.conf
module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-plugin.pl /
etc/pandora/plugins/vmware-plugin-datacenter2.conf

• それぞれの設定ファイルで、logfile、entities_list、event_pointer_file パラメータを変更する

必要があります。設定ファイルは次のようになります。
vmware-plugin-datacenter1.conf
...
logfile / tmp/vmware_plugin_datacenter1.log
entities_list / tmp/vmware_entities_list_datacenter1.txt
event_pointer_file / tmp/vmware_events_pointer_datacenter1.txt
...

vmware-plugin-datacenter2.conf
...
logfile / tmp/vmware_plugin_datacenter2.log
entities_list / tmp/vmware_entities_list_datacenter2.txt
event_pointer_file / tmp/vmware_events_pointer_datacenter2.txt
...

• また、イベントをコピーしたい場合は、2 つ以上のプラグインモジュールを設定ファイルに追
加し、event_mode フラグを有効にします。module_plugin の設定は次のようになります。
module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-plugin.pl
etc/pandora/plugins/vmware-plugin-datacenter1.conf
module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-plugin.pl
etc/pandora/plugins/vmware-plugin-datacenter1-events.conf
module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-plugin.pl
etc/pandora/plugins/vmware-plugin-datacenter2.conf
module_plugin / etc / pandora / plugins / vmware-plugin.pl
etc/pandora/plugins/vmware-plugin-datacenter2-events.conf

/
/
/
/

15.2.12.3. 複数の Pandora サーバ間での監視の負荷分散
プラグイン設定ファイルのオプションで、Pandora FMS サーバ間で監視の負荷分散ができます。
たとえば、仮想環境が次のような構成だとします。
DC
|
|- Datastore_1
|- DataStore_2
|
|- ESX_1
|- mv1.1
|- mv1.2
|- mv1.3
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|- ESX_2
|- mv2.1
|- mv2.2
|- mv2.3

この環境において、監視のための 2 つの Pandora FMS サーバがあります。負荷を分散する簡単
な方法としては、データセンター、データストア、 ESX を 1 台目のサーバで監視し、仮想サーバを
2 台目のサーバで監視します。自動検出スクリプトの設定ファイルは、次のようになります。
サーバ 1:
Reject
all_vm

サーバ 2:
Reject
all_datacenter
all_datastore
all_esx

サーバ 1 は、仮想マシン以外のすべてを監視し、サーバ 2 は、仮想マシンのみを監視します。
他の分散方法としては、ESX サーバごとに監視を分ける方法です。1 台目の Pandora サーバが、1
台目の ESX サーバに関するすべてを監視し、 2 台目が 2 台目の ESX を監視します。設定ファイ
ルは次のようになります。
サーバ 1:
Reject
DataStore_2
ESX_2
mv2.1
mv2.2
mv2.3

サーバ 1 は、2 つ目の VMware グループに関連するすべてを無視します。それにより、1 つ目の環
境のみ監視します。
サーバ 2:
Reject
DC
Datastore_1
ESX_1
mv1.1
mv1.2
mv1.3

サーバ 2 は、1 つ目の VMware グループに関連するすべてとデータセンターを無視します。デー
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タセンターは、サーバ 1 で監視されるエンティティのためです。
エンティティを対象外にする機能はとても柔軟で、それぞれの Pandora FMS サーバに少ないエン
ティティを割り当てることにより、負荷を分散することができまｓ。
15.2.12.4. 設定ファイル例
すべてのモジュールを無効にするファイル
#These lines are comments
#Datastore Modules
Datastore
capacity disabled
freeSpace disabled
overallocation disabled
#ESX Modules
ESX
bootTime disabled
cpuInfo disabled
memorySize disabled
overallCpuUsage disabled
overallMemoryUsage disabled
powerState disabled
sslThumbprint disabled
uptime disabled
vnicInfo disabled
hostAlive disabled
connectionState disabled
diskRead disabled
diskWrite disabled
diskReadLatency disabled
diskWriteLatency disabled
netReceived disabled
netTransmitted disabled
netPkgRx disabled
netPkgTx disabled
cpuStatus disabled
storageStatus disabled
memStatus disabled
memoryAllocation disabled
#VM Modules
VM
bootTime disabled
connectionState disabled
consumedOverheadMemory disabled
cpuAllocation disabled
diskFree disabled
guestState disabled
host disabled
hostAlive disabled
hostMemoryUsage disabled
hostName disabled
ipAddress disabled
macAddress disabled
maxCpuUsage disabled
memoryAllocation disabled
memoryOverhead disabled
overallCpuDemand disabled
overallCpuUsage disabled
powerState disabled
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privateMemory disabled
sharedMemory disabled
toolsRunningStatus disabled
triggeredAlarmState disabled
uptimeSeconds disabled
virtualImagePath disabled
uptimeSeconds disabled
diskRead disabled
diskWrite disabled
diskReadLatency disabled
diskWriteLatency disabled
netReceived disabled
netTransmitted disabled
netPkgRx disabled
netPkgTx disabled

15.2.12.5. 短い名前の関係表
データセンター

長い名前
Ping

短い名前
ping

Check 443 port check443
データストア

長い名前

短い名前

Capacity

capacity

Free Space

freeSpace

Disk
Overallocation

overallocation

Free Space Bytes

freeSpaceBytes

ESX

長い名前

短い名前

Boot Time

bootTime

CPU Info

cpuInfo

Memory Size

memorySize

Overall CPU Usage

overallCpuUsage

Overall Memory
Usage

overallMemoryUsage

Power State

powerState

SSL Thumbprint

sslThumbprint

Uptime

uptime
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VNIC Info

vnicInfo

Host Alive

hostAlive

Connection State

connectionState

Disk Read

diskRead

Disk Write

diskWrite

Disk Read Latency

diskReadLatency

Disk Write Latency

diskWriteLatency

Data received

netReceived

Data transmitted

netTransmitted

Packages Received

netPkgRx

Packages Transmitted

netPkgTx

CPU Usage

cpuUsagePercent

Memory Usage

memoryUsagePercent

Net Usage

netUsage

Disk Rate

diskRate

Max Disk Latency

maxDiskLatency

HA Status

haStatus

仮想マシン

長い名前

短い名前

Boot Time

bootTime

Connection State

connectionState

Consumed Overhead
Memory

consumedOverheadMemory

CPU Allocation

cpuAllocation

Disk Free

diskFree

Guest State

guestState

Host Info

host

Host Alive

hostAlive

Host Memory Usage

hostMemoryUsage

Host Name

hostName

IP Address

ipAddress

MAC Address

macAddress

Max CPU Usage

maxCpuUsage

Max Memory Usage

maxMemoryUsage

Memory Allocation

memoryAllocation
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Memory Overhead

memoryOverhead

Overall CPU Demand

overallCpuDemand

Overall CPU Usage

overallCpuUsage

Power State

powerState

Private Memory

privateMemory

Shared Memory

sharedMemory

Tools Running Status

toolsRunningStatus

Trigger Alarm State

triggeredAlarmState

Uptime Seconds

uptimeSeconds

Virtual Image Path

virtualImagePath

Disk Read

diskRead

Disk Write

diskWrite

Disk Read Latency

diskReadLatency

Disk Write Latency

diskWriteLatency

Data received

netReceived

Data transmitted

netTransmitted

Packages Received

netPkgRx

Packages Transmitted

netPkgTx

CPU Usage

cpuUsagePercent

Memory Usage

memoryUsagePercent

Net Usage

netUsage

Disk Rate

diskRate

Max Disk Latency

maxDiskLatency

HeartBeat

heartbeat

CPU Ready

cpuReady

Number Snapshots

snapshotCounter

HA Status

haStatus

15.2.12.6. イベントテーブル
このイベント一覧は、Pandora FMS でイベントのアラートを設定するのに役立ちます。
正しい最新のイベント一覧は、VMware のドキュメントを確認してください。

イベント
An account was created on host {host.name}

重要度
Information

イベント
グループ
タイプ
System

All
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al
Account {account} was removed on host {host.name}

Information
al

System

All

An account was updated on host {host.name}

Information
al

System

All

The default password for the root user on the host
{host.name} has not been changed

Information
al

System

All

Alarm '{alarm.name}' on {entity.name} triggered an action

Information
al

System

All

Created alarm '{alarm.name}' on {entity.name}

Information
al

System

All

Alarm '{alarm.name}' on {entity.name} sent email to {to}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Reconfigured alarm '{alarm.name}' on {entity.name}

Information
al

System

All

Removed alarm '{alarm.name}' on {entity.name}

Information
al

System

All

Alarm '{alarm.name}' on {entity.name} ran script {script}

Information
al

System

All

Alarm '{alarm.name}' on {entity.name} did not complete
script: {reason.msg}

Critical

System

All

Information
al

System

All

Critical

System

All

Alarm '{alarm.name}' on {entity.name} changed from
{from.@enum.ManagedEntity.Status} to
{to.@enum.ManagedEntity.Status}

Information
al

System

All

All running virtual machines are licensed

Information
al

System

All

User cannot logon since the user is already logged on

Information
al

System

All

Critical

System

All

Information
al

System

All

Alarm '{alarm.name}' on {entity.name} cannot send email to
{to}

Alarm '{alarm.name}': an SNMP trap for entity {entity.name}
was sent
Alarm '{alarm.name}' on entity {entity.name} did not send
SNMP trap: {reason.msg}

Cannot login {userName}@{ipAddress}
The operation performed on host {host.name} in
{datacenter.name} was canceled
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Changed ownership of file name {filename} from
{oldOwner} to {newOwner} on {host.name} in
{datacenter.name}.

Information
al

System

All

Critical

System

All

Checked cluster for compliance

Information
al

System

All

Created cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Removed cluster {computeResource.name} in datacenter
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Insufficient capacity in cluster {computeResource.name} to
satisfy resource configuration in {datacenter.name}

Critical

System

All

Reconfigured cluster {computeResource.name} in datacenter
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Configuration status on cluster {computeResource.name}
changed from {oldStatus.@enum.ManagedEntity.Status} to
{newStatus.@enum.ManagedEntity.Status} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Created new custom field definition {name}

Information
al

System

All

Removed field definition {name}

Information
al

System

All

Renamed field definition from {name} to {newName}

Information
al

System

All

Changed custom field {name} on {entity.name} in
{datacenter.name} to {value}

Information
al

System

All

Cannot complete customization of VM {vm.name}. See
customization log at {logLocation} on the guest OS for
details.

Information
al

System

All

An error occurred while setting up Linux identity. See log file
'{logLocation}' on guest OS for details.

Critical

System

All

An error occurred while setting up network properties of the
guest OS. See the log file {logLocation} in the guest OS for
details.

Critical

System

All

Started customization of VM {vm.name}. Customization log
located at {logLocation} in the guest OS.

Information
al

System

All

Customization of VM {vm.name} succeeded. Customization

Information

System

All

Cannot change ownership of file name {filename} from
{owner} to {attemptedOwner} on {host.name} in
{datacenter.name}.
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log located at {logLocation} in the guest OS.

al

The version of Sysprep {sysprepVersion} provided for
customizing VM {vm.name} does not match the version of
guest OS {systemVersion}. See the log file {logLocation} in
the guest OS for more information.

Critical

System

All

An error occurred while customizing VM {vm.name}. For
details reference the log file {logLocation} in the guest OS.

Critical

System

All

dvPort group {net.name} in {datacenter.name} was added to
switch {dvs.name}.

Information
al

System

All

dvPort group {net.name} in {datacenter.name} was deleted.

Information
al

System

All

Information
al

System

All

dvPort group {net.name} in {datacenter.name} was
reconfigured.

Information
al

System

All

dvPort group {oldName} in {datacenter.name} was renamed
to {newName}

Information
al

System

All

HA admission control disabled on cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

HA admission control enabled on cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Re-established contact with a primary host in this HA cluster

Information
al

System

All

Unable to contact a primary HA agent in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

All hosts in the HA cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name} were isolated from the network. Check the
network configuration for proper network redundancy in the
management network.

Critical

System

All

HA disabled on cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

HA enabled on cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

A possible host failure has been detected by HA on
{failedHost.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Critical

System

All

Host {isolatedHost.name} has been isolated from cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Warning

System

All

Information

System

All

Created datacenter {datacenter.name} in folder
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{parent.name}

al

Renamed datacenter from {oldName} to {newName}

Information
al

System

All

Datastore {datastore.name} increased in capacity from
{oldCapacity} bytes to {newCapacity} bytes in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Removed unconfigured datastore {datastore.name}

Information
al

System

All

Discovered datastore {datastore.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

<internal>

Information
al

System

All

File or directory {sourceFile} copied from
{sourceDatastore.name} to {datastore.name} as {targetFile}

Information
al

System

All

File or directory {targetFile} deleted from {datastore.name}

Information
al

System

All

File or directory {sourceFile} moved from
{sourceDatastore.name} to {datastore.name} as {targetFile}

Information
al

System

All

Reconfigured Storage I/O Control on datastore
{datastore.name}

Information
al

System

All

Configured datastore principal {datastorePrincipal} on host
{host.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Removed datastore {datastore.name} from {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Renamed datastore from {oldName} to {newName} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Renamed datastore from {oldName} to {newName} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Disabled DRS on cluster {computeResource.name} in
datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

Enabled DRS on {computeResource.name} with automation
level {behavior} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

DRS put {host.name} into standby mode

Information
al

System

All

DRS is putting {host.name} into standby mode

Information
al

System

All

Multiple datastores named {datastore} detected on host
{host.name} in {datacenter.name}
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DRS cannot move {host.name} out of standby mode

Critical

System

All

DRS moved {host.name} out of standby mode

Information
al

System

All

DRS is moving {host.name} out of standby mode

Information
al

System

All

Critical

System

All

Information
al

System

All

Unable to apply DRS resource settings on host {host.name}
in {datacenter.name}. {reason.msg}. This can significantly
reduce the effectiveness of DRS.

Critical

System

All

Resource configuration specification returns to
synchronization from previous failure on host '{host.name}'
in {datacenter.name}

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is now
compliant with DRS VM-Host affinity rules

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is violating
a DRS VM-Host affinity rule

Information
al

System

All

DRS migrated {vm.name} from {sourceHost.name} to
{host.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

DRS powered On {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Virtual machine {macAddress} on host {host.name} has a
duplicate IP {duplicateIP}

Information
al

System

All

A vNetwork Distributed Switch {dvs.name} was created in
{datacenter.name}.

Information
al

System

All

vNetwork Distributed Switch {dvs.name} in
{datacenter.name} was deleted.

Information
al

System

All

vNetwork Distributed Switch event

Information
al

System

All

The vNetwork Distributed Switch {dvs.name} configuration
on the host was synchronized with that of the vCenter Server.

Information
al

System

All

The host {hostJoined.name} joined the vNetwork Distributed
Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

The host {hostLeft.name} left the vNetwork Distributed
Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

The host {hostMember.name} changed status on the

Information

System

All

DRS invocation not completed
DRS has recovered from the failure
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vNetwork Distributed Switch {dvs.name} in
{datacenter.name}.
The vNetwork Distributed Switch {dvs.name} configuration
on the host differed from that of the vCenter Server.

al
Warning

System

All

vNetwork Distributed Switch {srcDvs.name} was merged
into {dstDvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

dvPort {portKey} was blocked in the vNetwork Distributed
Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

The port {portKey} was connected in the vNetwork
Distributed Switch {dvs.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

New ports were created in the vNetwork Distributed Switch
{dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

Deleted ports in the vNetwork Distributed Switch {dvs.name}
in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

The dvPort {portKey} was disconnected in the vNetwork
Distributed Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

dvPort {portKey} entered passthrough mode in the vNetwork
Distributed Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

dvPort {portKey} exited passthrough mode in the vNetwork
Distributed Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

dvPort {portKey} was moved into the dvPort group
{portgroupName} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

dvPort {portKey} was moved out of the dvPort group
{portgroupName} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

The port {portKey} link was down in the vNetwork
Distributed Switch {dvs.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

The port {portKey} link was up in the vNetwork Distributed
Switch {dvs.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Reconfigured ports in the vNetwork Distributed Switch
{dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

dvPort {portKey} was unblocked in the vNetwork Distributed
Switch {dvs.name} in {datacenter.name}.

Information
al

System

All

The vNetwork Distributed Switch {dvs.name} in
{datacenter.name} was reconfigured.

Information
al

System

All

The vNetwork Distributed Switch {oldName} in
{datacenter.name} was renamed to {newName}.

Information
al

System

All

An upgrade for the vNetwork Distributed Switch {dvs.name}
in datacenter {datacenter.name} is available.

Information
al

System

All
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An upgrade for the vNetwork Distributed Switch {dvs.name}
in datacenter {datacenter.name} is in progress.

Information
al

System

All

Cannot complete an upgrade for the vNetwork Distributed
Switch {dvs.name} in datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

vNetwork Distributed Switch {dvs.name} in datacenter
{datacenter.name} was upgraded.

Information
al

System

All

Host {host.name} in {datacenter.name} has entered
maintenance mode

Information
al

System

All

The host {host.name} is in standby mode

Information
al

System

All

Host {host.name} in {datacenter.name} has started to enter
maintenance mode

Information
al

System

All

The host {host.name} is entering standby mode

Information
al

System

All

Critical

System

All

Host {host.name} in {datacenter.name} has exited
maintenance mode

Information
al

System

All

The host {host.name} could not exit standby mode

Critical

System

All

The host {host.name} is no longer in standby mode

Information
al

System

All

The host {host.name} is exiting standby mode

Information
al

System

All

Sufficient resources are available to satisfy HA failover level
in cluster {computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

General event: {message}

Information
al

System

All

Error detected on {host.name} in {datacenter.name}:
{message}

Critical

System

All

Issue detected on {host.name} in {datacenter.name}:
{message}

Information
al

System

All

Issue detected on {host.name} in {datacenter.name}:
{message}

Warning

System

All

Information
al

System

All

Error detected for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {message}

Critical

System

All

Issue detected for {vm.name} on {host.name} in

Information

System

All

{message}

User logged event: {message}
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{datacenter.name}: {message}
Issue detected for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {message}

al
System

All

The vNetwork Distributed Switch corresponding to the proxy
Information
switches {switchUuid} on the host {host.name} does not exist
al
in vCenter Server or does not contain this host.

System

All

A ghost proxy switch {switchUuid} on the host {host.name}
was resolved.

Information
al

System

All

The message changed: {message}

Information
al

System

All

{componentName} status changed from {oldStatus} to
{newStatus}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Added host {host.name} to datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

Administrator access to the host {host.name} is disabled

Warning

System

All

Administrator access to the host {host.name} has been
restored

Warning

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: cannot
configure management account

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: already
managed by {serverName}

Critical

System

All

Cannot connect host {host.name} in {datacenter.name} :
server agent is not responding

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: incorrect
user name or password

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}:
incompatible version

Critical

System

All

Cannot connect host {host.name} in {datacenter.name}. Did
not install or upgrade vCenter agent service.

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: error
connecting to host

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: network
error

Critical

System

All

Cannot connect host {host.name} in {datacenter.name}:
account has insufficient privileges

Critical

System

All

Cannot connect host {host.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

Cannot add host {hostname} to datacenter {datacenter.name}

Warning
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Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: not
enough CPU licenses

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: incorrect
host name

Critical

System

All

Cannot connect {host.name} in {datacenter.name}: time-out
waiting for host response

Critical

System

All

Host {host.name} checked for compliance.

Information
al

System

All

Host {host.name} is in compliance with the attached profile

Information
al

System

All

Host configuration changes applied.

Information
al

System

All

Connected to {host.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

dvPort connected to host {host.name} in {datacenter.name}
changed status

Information
al

System

All

HA agent disabled on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

HA is being disabled on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

HA agent enabled on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Enabling HA agent on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Warning

System

All

HA agent on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name} has an error
{message}:
{reason.@enum.HostDasErrorEvent.HostDasErrorReason}

Critical

System

All

HA agent on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name} is configured
correctly

Information
al

System

All

Disconnected from {host.name} in {datacenter.name}.
Reason:
{reason.@enum.HostDisconnectedEvent.ReasonCode}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Critical

System

All

Host {host.name} in {datacenter.name} is not responding

Cannot restore some administrator permissions to the host
{host.name}
Host {host.name} has the following extra networks not used
by other hosts for HA communication:{ips}. Consider using
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HA advanced option das.allowNetwork to control network
usage
Cannot complete command 'hostname -s' on host {host.name}
or returned incorrect name format

Critical

System

All

Maximum ({capacity}) number of hosts allowed for this
edition of vCenter Server has been reached

Critical

System

All

The virtual machine inventory file on host {host.name} is
damaged or unreadable.

Information
al

System

All

IP address of the host {host.name} changed from {oldIP} to
{newIP}

Information
al

System

All

Configuration of host IP address is inconsistent on host
{host.name}: address resolved to {ipAddress} and
{ipAddress2}

Critical

System

All

Cannot resolve IP address to short name on host {host.name}

Critical

System

All

Host {host.name} could not reach isolation address:
{isolationIp}

Critical

System

All

A host license for {host.name} has expired

Critical

System

All

Host {host.name} does not have the following networks used
by other hosts for HA communication:{ips}. Consider using
HA advanced option das.allowNetwork to control network
usage

Critical

System

All

Information
al

System

All

Host {host.name} currently has no available networks for HA
Communication. The following networks are currently used
by HA: {ips}

Critical

System

All

Host {host.name} has no port groups enabled for HA
communication.

Critical

System

All

Host {host.name} currently has no management network
redundancy

Critical

System

All

Host {host.name} is not in compliance with the attached
profile

Critical

System

All

Host {host.name} is not a cluster member in
{datacenter.name}

Critical

System

All

Insufficient capacity in host {computeResource.name} to
satisfy resource configuration in {datacenter.name}

Critical

System

All

Primary agent {primaryAgent} was not specified as a short
name to host {host.name}

Critical

System

All

Host monitoring state in {computeResource.name} in
{datacenter.name} changed to
{state.@enum.DasConfigInfo.ServiceState}
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Information
al

System

All

Critical

System

All

Information
al

System

All

Host names {shortName} and {shortName2} both resolved to
the same IP address. Check the host's network configuration
and DNS entries

Critical

System

All

Cannot resolve short name {shortName} to IP address on host
{host.name}

Critical

System

All

Shut down of {host.name} in {datacenter.name}: {reason}

Information
al

System

All

Configuration status on host {computeResource.name}
changed from {oldStatus.@enum.ManagedEntity.Status} to
{newStatus.@enum.ManagedEntity.Status} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Cannot synchronize host {host.name}. {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot install or upgrade vCenter agent service on
{host.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

The userworld swap is not enabled on the host {host.name}

Warning

System

All

Host {host.name} vNIC {vnic.vnic} was reconfigured to use
dvPort {vnic.port.portKey} with port level configuration,
which might be different from the dvPort group.

Information
al

System

All

WWNs are changed for {host.name}

Warning

System

All

The WWN ({wwn}) of {host.name} conflicts with the
currently registered WWN

Critical

System

All

Host {host.name} did not provide the information needed to
acquire the correct set of licenses

Critical

System

All

Information
al

System

All

Insufficient resources to satisfy HA failover level on cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

The license edition '{feature}' is invalid

Critical

System

All

License {feature.featureName} has expired

Critical

System

All

License inventory is not compliant. Licenses are overused

Critical

System

All

Unable to acquire licenses due to a restriction in the option
file on the license server.

Critical

System

All

Profile is applied on the host {host.name}
Cannot reconnect to {host.name} in {datacenter.name}
Removed host {host.name} in {datacenter.name}

{message}
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Information
al

System

All

Critical

System

All

Created local datastore {datastore.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

The Local Tech Support Mode for the host {host.name} has
been enabled

Information
al

System

All

Datastore {datastore} which is configured to back the locker
does not exist

Warning

System

All

Information
al

System

All

Unable to migrate {vm.name} from {host.name} in
{datacenter.name}: {fault.msg}

Critical

System

All

Unable to migrate {vm.name} from {host.name} to
{dstHost.name} in {datacenter.name}: {fault.msg}

Critical

System

All

Migration of {vm.name} from {host.name} to
{dstHost.name} in {datacenter.name}: {fault.msg}

Warning

System

All

Cannot migrate {vm.name} from {host.name} to
{dstHost.name} and resource pool {dstPool.name} in
{datacenter.name}: {fault.msg}

Critical

System

All

Migration of {vm.name} from {host.name} to
{dstHost.name} and resource pool {dstPool.name} in
{datacenter.name}: {fault.msg}

Warning

System

All

Migration of {vm.name} from {host.name} in
{datacenter.name}: {fault.msg}

Warning

System

All

Created NAS datastore {datastore.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Cannot login user {userName}@{ipAddress}: no permission

Critical

System

All

No datastores have been configured on the host {host.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Information
al

System

All

Critical

System

All

Information
al

System

All

Warning

System

All

License server {licenseServer} is available
License server {licenseServer} is unavailable

Locker was reconfigured from {oldDatastore} to
{newDatastore} datastore

A required license {feature.featureName} is not reserved
Unable to automatically migrate {vm.name} from
{host.name}
Non-VI workload detected on datastore {datastore.name}
Not enough resources to failover {vm.name} in
{computeResource.name} in {datacenter.name}
The vNetwork Distributed Switch configuration on some
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hosts differed from that of the vCenter Server.
Permission created for {principal} on {entity.name}, role is
{role.name}, propagation is
{propagate.@enum.auth.Permission.propagate}

Information
al

System

All

Permission rule removed for {principal} on {entity.name}

Information
al

System

All

Permission changed for {principal} on {entity.name}, role is
{role.name}, propagation is
{propagate.@enum.auth.Permission.propagate}

Information
al

System

All

Profile {profile.name} attached.

Information
al

System

All

Profile {profile.name} was changed.

Information
al

System

All

Profile is created.

Information
al

System

All

Profile {profile.name} detached.

Information
al

System

All

Profile {profile.name} reference host changed.

Information
al

System

All

Profile was removed.

Information
al

System

All

Remote Tech Support Mode (SSH) for the host {host.name}
has been enabled

Information
al

System

All

Created resource pool {resourcePool.name} in computeresource {computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Removed resource pool {resourcePool.name} on
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Moved resource pool {resourcePool.name} from
{oldParent.name} to {newParent.name} on
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Updated configuration for {resourcePool.name} in computeresource {computeResource.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

New role {role.name} created

Information
al

System

All

Role {role.name} removed

Information
al

System

All

Resource usage exceeds configuration for resource pool
{resourcePool.name} in compute-resource
{computeResource.name} in {datacenter.name}

350

VMware 環境のモニタリング

Modifed role {role.name}

Information
al

System

All

Task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name} completed successfully

Information
al

System

All

Created task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name} sent email to {to}

Information
al

System

All

Task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name} cannot send email to {to}: {reason.msg}

Critical

System

All

Task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name} cannot be completed: {reason.msg}

Critical

System

All

Reconfigured task {scheduledTask.name} on {entity.name}
in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Removed task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Running task {scheduledTask.name} on {entity.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

vCenter started

Information
al

System

All

A session for user '{terminatedUsername}' has stopped

Information
al

System

All

Task: {info.descriptionId}

Information
al

System

All

Task: {info.descriptionId} time-out

Information
al

System

All

Upgrading template {legacyTemplate}

Information
al

System

All

Cannot upgrade template {legacyTemplate} due to:
{reason.msg}

Information
al

System

All

Template {legacyTemplate} upgrade completed

Information
al

System

All

Warning

System

All

Information
al

System

All

A vCenter Server license has expired

The operation performed on {host.name} in
{datacenter.name} timed out
There are {unlicensed} unlicensed virtual machines on host
{host} - there are only {available} licenses available
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{unlicensed} unlicensed virtual machines found on host
{host}

Information
al

System

All

The agent on host {host.name} is updated and will soon
restart

Information
al

System

All

User {userLogin} was added to group {group}

Information
al

System

All

User {userName}@{ipAddress} logged in

Information
al

System

All

User {userName} logged out

Information
al

System

All

Password was changed for account {userLogin} on host
{host.name}

Information
al

System

All

User {userLogin} removed from group {group}

Information
al

System

All

{message}

Information
al

System

All

Created VMFS datastore {datastore.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Expanded VMFS datastore {datastore.name} on {host.name}
in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Extended VMFS datastore {datastore.name} on {host.name}
in {datacenter.name}

Information
al

System

All

A vMotion license for {host.name} has expired

Critical

System

All

Cannot uninstall vCenter agent from {host.name} in
{datacenter.name}.
{reason.@enum.fault.AgentInstallFailed.Reason}

Critical

System

All

Information
al

System

All

Critical

System

All

vCenter agent has been upgraded on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

VIM account password was changed on host {host.name}

Information
al

System

All

Remote console to {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name} has been opened

Information
al

System

All

A ticket for {vm.name} of type {ticketType} on {host.name}

Information

System

All

vCenter agent has been uninstalled from {host.name} in
{datacenter.name}
Cannot upgrade vCenter agent on {host.name} in
{datacenter.name}.
{reason.@enum.fault.AgentInstallFailed.Reason}
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in {datacenter.name} has been acquired

al

Invalid name for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}. Renamed from {oldName} to
{newName}

Information
al

System

All

Cloning {vm.name} on host {host.name} in
{datacenter.name} to {destName} on host {destHost.name}

Information
al

System

All

Cloning {vm.name} on host {host.name} in
{datacenter.name} to {destName} on host {destHost.name}

Information
al

System

All

Creating {vm.name} on host {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Deploying {vm.name} on host {host.name} in
{datacenter.name} from template {srcTemplate.name}

Information
al

System

All

Migrating {vm.name} from {host.name} to {destHost.name}
in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Relocating {vm.name} from {host.name} to {destHost.name}
in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Relocating {vm.name} in {datacenter.name} from
{host.name} to {destHost.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Clone of {sourceVm.name} completed

Information
al

System

All

Configuration file for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name} cannot be found

Information
al

System

All

Virtual machine {vm.name} is connected

Information
al

System

All

Created virtual machine {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

dvPort connected to VM {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name} changed status

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name} reset by HA.
Reason:
{reason.@enum.VmDasBeingResetEvent.ReasonCode}

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name} reset by HA.
Reason:
{reason.@enum.VmDasBeingResetEvent.ReasonCode}. A
screenshot is saved at {screenshotFilePath}.

Information
al

System

All

Warning

System

All

Cannot clone {vm.name}: {reason.msg}

Cannot reset {vm.name} on {host.name} in cluster
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{computeResource.name} in {datacenter.name}
Unable to update HA agents given the state of {vm.name}

Critical

System

All

HA agents have been updated with the current state of the
virtual machine

Information
al

System

All

Disconnecting all hosts as the date of virtual machine
{vm.name} has been rolled back

Critical

System

All

Cannot deploy template: {reason.msg}

Critical

System

All

Template {srcTemplate.name} deployed on host {host.name}

Information
al

System

All

{vm.name} on host {host.name} in {datacenter.name} is
disconnected

Information
al

System

All

Discovered {vm.name} on {host.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Migrating {vm.name} off host {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

End a recording session on {vm.name}

Information
al

System

All

End a replay session on {vm.name}

Information
al

System

All

Cannot migrate {vm.name} from {host.name} to
{destHost.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

Cannot complete relayout {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot complete relayout for virtual machine {vm.name}
which has disks on a VMFS2 volume.

Critical

System

All

vCenter cannot start the Secondary VM {vm.name}. Reason:
{reason.@enum.VmFailedStartingSecondaryEvent.FailureRe
ason}

Critical

System

All

Cannot power Off {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot power On {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}. {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot reboot the guest OS for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}. {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot suspend {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot create virtual disk {disk}
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{vm.name} cannot shut down the guest OS on {host.name} in
{datacenter.name}: {reason.msg}

Critical

System

All

{vm.name} cannot standby the guest OS on {host.name} in
{datacenter.name}: {reason.msg}

Critical

System

All

Cannot suspend {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {reason.msg}

Critical

System

All

vCenter cannot update the Secondary VM {vm.name}
configuration

Critical

System

All

Failover unsuccessful for {vm.name} on {host.name} in
cluster {computeResource.name} in {datacenter.name}.
Reason: {reason.msg}

Warning

System

All

Fault Tolerance state on {vm.name} changed from
{oldState.@enum.VirtualMachine.FaultToleranceState} to
{newState.@enum.VirtualMachine.FaultToleranceState}

Information
al

System

All

Fault Tolerance protection has been turned off for {vm.name}

Information
al

System

All

The Fault Tolerance VM ({vm.name}) has been terminated.
{reason.@enum.VmFaultToleranceVmTerminatedEvent.Ter
minateReason}

Information
al

System

All

Guest OS reboot for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Guest OS shut down for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Guest OS standby for {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

VM monitoring state in {computeResource.name} in
{datacenter.name} changed to
{state.@enum.DasConfigInfo.VmMonitoringState}

Information
al

System

All

Assign a new instance UUID ({instanceUuid}) to {vm.name}

Information
al

System

All

The instance UUID of {vm.name} has been changed from
({oldInstanceUuid}) to ({newInstanceUuid})

Information
al

System

All

The instance UUID ({instanceUuid}) of {vm.name} conflicts
with the instance UUID assigned to {conflictedVm.name}

Critical

System

All

New MAC address ({mac}) assigned to adapter {adapter} for
{vm.name}

Information
al

System

All

Changed MAC address from {oldMac} to {newMac} for
adapter {adapter} for {vm.name}

Warning

System

All

The MAC address ({mac}) of {vm.name} conflicts with

Critical

System

All
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MAC assigned to {conflictedVm.name}
Reached maximum Secondary VM (with FT turned On)
restart count for {vm.name} on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}.

Warning

System

All

Reached maximum VM restart count for {vm.name} on
{host.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}.

Warning

System

All

Error message on {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {message}

Critical

System

All

Information
al

System

All

Warning

System

All

Information
al

System

All

No compatible host for the Secondary VM {vm.name}

Critical

System

All

Not all networks for {vm.name} are accessible by
{destHost.name}

Warning

System

All

{vm.name} does not exist on {host.name} in
{datacenter.name}

Warning

System

All

{vm.name} was powered Off on the isolated host
{isolatedHost.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is powered
off

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is powered
on

Information
al

System

All

Virtual machine {vm.name} powered On with vNICs
Information
connected to dvPorts that have a port level configuration,
al
which might be different from the dvPort group configuration.

System

All

VM ({vm.name}) failed over to {host.name}.
{reason.@enum.VirtualMachine.NeedSecondaryReason}

Critical

System

All

Reconfigured {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Registered {vm.name} on {host.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Relayout of {vm.name} on {host.name} in {datacenter.name}
completed

Information
al

System

All

Message on {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {message}
Warning message on {vm.name} on {host.name} in
{datacenter.name}: {message}
Migration of virtual machine {vm.name} from
{sourceHost.name} to {host.name} completed
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{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is in the
correct format and relayout is not necessary

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} reloaded from new configuration
{configPath}.

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} could not be reloaded from
{configPath}.

Critical

System

All

Cannot relocate virtual machine '{vm.name}' in
{datacenter.name}

Critical

System

All

Completed the relocation of the virtual machine

Information
al

System

All

Remote console connected to {vm.name} on host
{host.name}

Information
al

System

All

Remote console disconnected from {vm.name} on host
{host.name}

Information
al

System

All

Removed {vm.name} on {host.name} from
{datacenter.name}

Information
al

System

All

Renamed {vm.name} from {oldName} to {newName} in
{datacenter.name}

Warning

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is reset

Information
al

System

All

Moved {vm.name} from resource pool {oldParent.name} to
{newParent.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Changed resource allocation for {vm.name}

Information
al

System

All

Virtual machine {vm.name} was restarted on {host.name}
since {sourceHost.name} failed

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is resumed

Information
al

System

All

A Secondary VM has been added for {vm.name}

Information
al

System

All

Critical

System

All

Disabled Secondary VM for {vm.name}

Information
al

System

All

Enabled Secondary VM for {vm.name}

Information
al

System

All

Started Secondary VM for {vm.name}

Information
al

System

All

vCenter disabled Fault Tolerance on VM '{vm.name}'
because the Secondary VM could not be powered On.
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{vm.name} was shut down on the isolated host
{isolatedHost.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}:
{shutdownResult.@enum.VmShutdownOnIsolationEvent.Op
eration}

Information
al

System

All

Start a recording session on {vm.name}

Information
al

System

All

Start a replay session on {vm.name}

Information
al

System

All

{vm.name} on host {host.name} in {datacenter.name} is
starting

Information
al

System

All

Starting Secondary VM for {vm.name}

Information
al

System

All

The static MAC address ({mac}) of {vm.name} conflicts with
MAC assigned to {conflictedVm.name}

Critical

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is stopping

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is
suspended

Information
al

System

All

{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name} is being
suspended

Information
al

System

All

Starting the Secondary VM {vm.name} timed out within
{timeout} ms

Critical

System

All

Unsupported guest OS {guestId} for {vm.name} on
{host.name} in {datacenter.name}

Warning

System

All

Information
al

System

All

Critical

System

All

Upgrading virtual hardware on {vm.name} in
{datacenter.name} to version {version}

Information
al

System

All

Assigned new BIOS UUID ({uuid}) to {vm.name} on
{host.name} in {datacenter.name}

Information
al

System

All

Changed BIOS UUID from {oldUuid} to {newUuid} for
{vm.name} on {host.name} in {datacenter.name}

Warning

System

All

BIOS ID ({uuid}) of {vm.name} conflicts with that of
{conflictedVm.name}

Critical

System

All

Information
al

System

All

Virtual hardware upgraded to version {version}
Cannot upgrade virtual hardware

New WWNs assigned to {vm.name}
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WWNs are changed for {vm.name}

Warning

System

All

The WWN ({wwn}) of {vm.name} conflicts with the
currently registered WWN

Critical

System

All

{message}

Warning

System

All

Booting from iSCSI failed with an error. See the VMware
Knowledge Base for information on configuring iBFT
networking.

Warning

System

All

com.vmware.license.AddLicenseEvent|License {licenseKey}
added to VirtualCenter

Information
al

System

All

com.vmware.license.AssignLicenseEvent|License
{licenseKey} assigned to asset {entityName} with id
{entityId}

Information
al

System

All

com.vmware.license.DLFDownloadFailedEvent|Failed to
download license information from the host {hostname} due
to
{errorReason.@enum.com.vmware.license.DLFDownloadFai
ledEvent.DLFDownloadFailedReason}

Warning

System

All

com.vmware.license.LicenseAssignFailedEvent|License
assignment on the host fails. Reasons:
{errorMessage.@enum.com.vmware.license.LicenseAssignEr
ror}.

Information
al

System

All

com.vmware.license.LicenseExpiryEvent|Your host license
will expire in {remainingDays} days. The host will be
disconnected from VC when its license expires.

Warning

System

All

com.vmware.license.LicenseUserThresholdExceededEvent|
Current license usage ({currentUsage} {costUnitText}) for
{edition} exceeded the user-defined threshold ({threshold}
{costUnitText})

Warning

System

All

com.vmware.license.RemoveLicenseEvent|License
{licenseKey} removed from VirtualCenter

Information
al

System

All

com.vmware.license.UnassignLicenseEvent|License
unassigned from asset {entityName} with id {entityId}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.HA.ClusterFailoverActionCompletedEvent|
HA completed a failover action in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.HA.ClusterFailoverActionInitiatedEvent|HA
initiated a failover action in cluster {computeResource.name}
in datacenter {datacenter.name}

Warning

System

All

Information
al

System

All

com.vmware.vc.HA.DasAgentRunningEvent|HA Agent on
host {host.name} in cluster {computeResource.name} in
datacenter {datacenter.name} is running
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com.vmware.vc.HA.DasFailoverHostFailedEvent|HA failover
host {host.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name} has failed

Critical

System

All

com.vmware.vc.HA.DasHostCompleteDatastoreFailureEvent|
All shared datastores failed on the host {hostName} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

com.vmware.vc.HA.DasHostCompleteNetworkFailureEvent|
All VM networks failed on the host {hostName} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Critical

System

All

com.vmware.vc.HA.DasHostFailedEvent|A possible host
failure has been detected by HA on host {host.name} in
cluster {computeResource.name} in datacenter
{datacenter.name}

Critical

System

All

com.vmware.vc.HA.DasHostMonitoringDisabledEvent|No
virtual machine failover will occur until Host Monitoring is
enabled in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name}

Warning

System

All

com.vmware.vc.HA.DasTotalClusterFailureEvent|HA
recovered from a total cluster failure in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}

Warning

System

All

com.vmware.vc.HA.HostDasAgentHealthyEvent|HA Agent
on host {host.name} in cluster {computeResource.name} in
datacenter {datacenter.name} is healthy

Information
al

System

All

com.vmware.vc.HA.HostDasErrorEvent|HA agent on
{host.name} in cluster {computeResource.name} in
{datacenter.name} has an error:
{reason.@enum.HostDasErrorEvent.HostDasErrorReason}

Critical

System

All

com.vmware.vc.VCHealthStateChangedEvent|vCenter
Service overall health changed from '{oldState}' to
'{newState}'

Information
al

System

All

com.vmware.vc.cim.CIMGroupHealthStateChanged|Health
of [data.group] changed from [data.oldState] to
[data.newState].

Information
al

System

All

com.vmware.vc.datastore.UpdateVmFilesFailedEvent|Failed
to update VM files on datastore {ds.name} using host
{hostName}

Critical

System

All

com.vmware.vc.datastore.UpdatedVmFilesEvent|Updated
VM files on datastore {ds.name} using host {hostName}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.datastore.UpdatingVmFilesEvent|Updating
VM files on datastore {ds.name} using host {hostName}

Information
al

System

All

Warning

System

All

com.vmware.vc.ft.VmAffectedByDasDisabledEvent|VMware
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HA has been disabled in cluster {computeResource.name} of
datacenter {datacenter.name}. HA will not restart VM
{vm.name} or its Secondary VM after a failure.
com.vmware.vc.npt.VmAdapterEnteredPassthroughEvent|
Network passthrough is active on adapter {deviceLabel} of
virtual machine {vm.name} on host {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.npt.VmAdapterExitedPassthroughEvent|
Network passthrough is inactive on adapter {deviceLabel} of
virtual machine {vm.name} on host {host.name} in
{datacenter.name}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.FtDisabledVmTreatAsNonFtEvent|HA
VM Component Protection protects virtual machine
{vm.name} on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name} as
non-FT virtual machine because the FT state is disabled

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.FtFailoverEvent|FT Primary VM
{vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name} is
going to fail over to Secondary VM due to component failure

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.FtFailoverFailedEvent|FT virtual
machine {vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
failed to failover to secondary

Critical

System

All

com.vmware.vc.vcp.FtSecondaryRestartEvent|HA VM
Component Protection is restarting FT secondary virtual
machine {vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
due to component failure

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.FtSecondaryRestartFailedEvent|FT
Secondary VM {vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
failed to restart

Critical

System

All

com.vmware.vc.vcp.NeedSecondaryFtVmTreatAsNonFtEven
t|HA VM Component Protection protects virtual machine
{vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name} as
non-FT virtual machine because it has been in the
needSecondary state too long

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.TestEndEvent|VM Component
Protection test ends on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.TestStartEvent|VM Component

Information

System

All
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Protection test starts on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
com.vmware.vc.vcp.VcpNoActionEvent|HA VM Component
Protection did not take action on virtual machine {vm.name}
on host {host.name} in cluster {computeResource.name} in
datacenter {datacenter.name} due to the feature configuration
setting

al

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.VmDatastoreFailedEvent|Virtual
machine {vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
lost access to {datastore}

Critical

System

All

com.vmware.vc.vcp.VmNetworkFailedEvent|Virtual machine
{vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
lost access to {network}

Critical

System

All

com.vmware.vc.vcp.VmPowerOffHangEvent|HA VM
Component Protection could not power off virtual machine
{vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
successfully after trying {numTimes} times and will keep
trying

Critical

System

All

com.vmware.vc.vcp.VmRestartEvent|HA VM Component
Protection is restarting virtual machine {vm.name} due to
component failure on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}

Information
al

System

All

com.vmware.vc.vcp.VmRestartFailedEvent|Virtual machine
{vm.name} affected by component failure on host
{host.name} in cluster {computeResource.name} in
datacenter {datacenter.name} failed to restart

Critical

System

All

com.vmware.vc.vcp.VmWaitForCandidateHostEvent|HA VM
Component Protection could not find a destination host for
virtual machine {vm.name} on host {host.name} in cluster
{computeResource.name} in datacenter {datacenter.name}
after waiting {numSecWait} seconds and will keep trying

Critical

System

All

com.vmware.vc.vmam.AppMonitoringNotSupported|
Application monitoring is not supported on {host.name} in
cluster {computeResource.name} in {datacenter.name}

Warning

System

All

com.vmware.vc.vmam.VmAppHealthMonitoringStateChange
dEvent|Application heartbeat status changed to {status} for
{vm.name} on {host.name} in cluster
{computeResource.name} in {datacenter.name}

Warning

System

All

Warning

System

All

com.vmware.vc.vmam.VmDasAppHeartbeatFailedEvent|
Application heartbeat failed for {vm.name} on {host.name}
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in cluster {computeResource.name} in {datacenter.name}
esx.clear.net.connectivity.restored|Network connectivity
restored on virtual switch {1}, portgroups: {2}. Physical NIC
{3} is up.

Information
al

System

All

esx.clear.net.dvport.connectivity.restored|Network
connectivity restored on DVPorts: {1}. Physical NIC {2} is
up.

Information
al

System

All

esx.clear.net.dvport.redundancy.restored|Uplink redundancy
restored on DVPorts: {1}. Physical NIC {2} is up.

Information
al

System

All

esx.clear.net.redundancy.restored|Uplink redundancy restored
on virtual switch {1}, portgroups: {2}. Physical NIC {3} is
up.

Information
al

System

All

esx.clear.net.vmnic.linkstate.up|Physical NIC {1} linkstate is
up.

Information
al

System

All

esx.clear.storage.connectivity.restored|Connectivity to storage
device {1} (Datastores: {2}) restored. Path {3} is active
again.

Information
al

System

All

esx.clear.storage.redundancy.restored|Path redundancy to
storage device {1} (Datastores: {2}) restored. Path {3} is
active again.

Information
al

System

All

esx.problem.apei.bert.memory.error.corrected|A corrected
memory error occurred in last boot. The following details
were reported. Physical Addr: {1}, Physical Addr Mask: {2},
Node: {3}, Card: {4}, Module: {5}, Bank: {6}, Device: {7},
Row: {8}, Column: {9} Error type: {10}

Critical

System

All

esx.problem.apei.bert.memory.error.fatal|A fatal memory
error occurred in the last boot. The following details were
reported. Physical Addr: {1}, Physical Addr Mask: {2},
Node: {3}, Card: {4}, Module: {5}, Bank: {6}, Device: {7},
Row: {8}, Column: {9} Error type: {10}

Critical

System

All

esx.problem.apei.bert.memory.error.recoverable|A
recoverable memory error occurred in last boot. The
following details were reported. Physical Addr: {1}, Physical
Addr Mask: {2}, Node: {3}, Card: {4}, Module: {5}, Bank:
{6}, Device: {7}, Row: {8}, Column: {9} Error type: {10}

Critical

System

All

esx.problem.apei.bert.pcie.error.corrected|A corrected PCIe
error occurred in last boot. The following details were
reported. Port Type: {1}, Device: {2}, Bus #: {3}, Function:
{4}, Slot: {5}, Device Vendor: {6}, Version: {7}, Command
Register: {8}, Status Register: {9}.

Critical

System

All

Critical

System

All

esx.problem.apei.bert.pcie.error.fatal|Platform encounterd a
fatal PCIe error in last boot. The following details were
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reported. Port Type: {1}, Device: {2}, Bus #: {3}, Function:
{4}, Slot: {5}, Device Vendor: {6}, Version: {7}, Command
Register: {8}, Status Register: {9}.
esx.problem.apei.bert.pcie.error.recoverable|A recoverable
PCIe error occurred in last boot. The following details were
reported. Port Type: {1}, Device: {2}, Bus #: {3}, Function:
{4}, Slot: {5}, Device Vendor: {6}, Version: {7}, Command
Register: {8}, Status Register: {9}.

Critical

System

All

esx.problem.iorm.nonviworkload|An external I/O activity is
detected on datastore {1}, this is an unsupported
configuration. Consult the Resource Management Guide or
follow the Ask VMware link for more information.

Information
al

System

All

esx.problem.net.connectivity.lost|Lost network connectivity
on virtual switch {1}. Physical NIC {2} is down. Affected
portgroups:{3}.

Critical

System

All

esx.problem.net.dvport.connectivity.lost|Lost network
connectivity on DVPorts: {1}. Physical NIC {2} is down.

Critical

System

All

esx.problem.net.dvport.redundancy.degraded|Uplink
redundancy degraded on DVPorts: {1}. Physical NIC {2} is
down.

Warning

System

All

esx.problem.net.dvport.redundancy.lost|Lost uplink
redundancy on DVPorts: {1}. Physical NIC {2} is down.

Warning

System

All

esx.problem.net.e1000.tso6.notsupported|Guest-initiated IPv6
TCP Segmentation Offload (TSO) packets ignored. Manually
disable TSO inside the guest operating system in virtual
machine {1}, or use a different virtual adapter.

Critical

System

All

esx.problem.net.migrate.bindtovmk|The ESX advanced
configuration option /Migrate/Vmknic is set to an invalid
vmknic: {1}. /Migrate/Vmknic specifies a vmknic that
vMotion binds to for improved performance. Update the
configuration option with a valid vmknic. Alternatively, if
you do not want vMotion to bind to a specific vmknic,
remove the invalid vmknic and leave the option blank.

Warning

System

All

esx.problem.net.proxyswitch.port.unavailable|Virtual NIC
with hardware address {1} failed to connect to distributed
virtual port {2} on switch {3}. There are no more ports
available on the host proxy switch.

Warning

System

All

esx.problem.net.redundancy.degraded|Uplink redundancy
degraded on virtual switch {1}. Physical NIC {2} is down.
Affected portgroups:{3}.

Warning

System

All

esx.problem.net.redundancy.lost|Lost uplink redundancy on
virtual switch {1}. Physical NIC {2} is down. Affected
portgroups:{3}.

Warning

System

All
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esx.problem.net.uplink.mtu.failed|VMkernel failed to set the
MTU value {1} on the uplink {2}.

Warning

System

All

esx.problem.net.vmknic.ip.duplicate|A duplicate IP address
was detected for {1} on the interface {2}. The current owner
is {3}.

Warning

System

All

esx.problem.net.vmnic.linkstate.down|Physical NIC {1}
linkstate is down.

Information
al

System

All

esx.problem.net.vmnic.watchdog.reset|Uplink {1} has
recovered from a transient failure due to watchdog timeout

Information
al

System

All

esx.problem.scsi.device.limitreached|The maximum number
of supported devices of {1} has been reached. A device from
plugin {2} could not be created.

Critical

System

All

esx.problem.scsi.device.thinprov.atquota|Space utilization on
thin-provisioned device {1} exceeded configured threshold.
Affected datastores (if any): {2}.

Warning

System

All

esx.problem.scsi.scsipath.limitreached|The maximum number
of supported paths of {1} has been reached. Path {2} could
not be added.

Critical

System

All

esx.problem.storage.connectivity.devicepor|Frequent
PowerOn Reset Unit Attentions are occurring on device {1}.
This might indicate a storage problem. Affected datastores:
{2}

Warning

System

All

esx.problem.storage.connectivity.lost|Lost connectivity to
storage device {1}. Path {2} is down. Affected datastores:
{3}.

Critical

System

All

esx.problem.storage.connectivity.pathpor|Frequent PowerOn
Reset Unit Attentions are occurring on path {1}. This might
indicate a storage problem. Affected device: {2}. Affected
datastores: {3}

Warning

System

All

esx.problem.storage.connectivity.pathstatechanges|Frequent
path state changes are occurring for path {1}. This might
indicate a storage problem. Affected device: {2}. Affected
datastores: {3}

Warning

System

All

esx.problem.storage.redundancy.degraded|Path redundancy to
storage device {1} degraded. Path {2} is down. Affected
datastores: {3}.

Warning

System

All

esx.problem.storage.redundancy.lost|Lost path redundancy to
storage device {1}. Path {2} is down. Affected datastores:
{3}.

Warning

System

All

esx.problem.vmfs.heartbeat.recovered|Successfully restored
access to volume {1} ({2}) following connectivity issues.

Information
al

System

All
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esx.problem.vmfs.heartbeat.timedout|Lost access to volume
{1} ({2}) due to connectivity issues. Recovery attempt is in
progress and outcome will be reported shortly.

Information
al

System

All

esx.problem.vmfs.heartbeat.unrecoverable|Lost connectivity
to volume {1} ({2}) and subsequent recovery attempts have
failed.

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.journal.createfailed|No space for journal on
volume {1} ({2}). Opening volume in read-only metadata
mode with limited write support.

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.lock.corruptondisk|At least one corrupt ondisk lock was detected on volume {1} ({2}). Other regions of
the volume might be damaged too.

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.nfs.mount.connect.failed|Failed to mount to
the server {1} mount point {2}. {3}

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.nfs.mount.limit.exceeded|Failed to mount
to the server {1} mount point {2}. {3}

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.nfs.server.disconnect|Lost connection to
server {1} mount point {2} mounted as {3} ({4}).

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.nfs.server.restored|Restored connection to
server {1} mount point {2} mounted as {3} ({4}).

Information
al

System

All

esx.problem.vmfs.resource.corruptondisk|At least one corrupt
resource metadata region was detected on volume {1} ({2}).
Other regions of the volume might be damaged too.

Critical

System

All

esx.problem.vmfs.volume.locked|Volume on device {1}
locked, possibly because remote host {2} encountered an
error during a volume operation and could not recover.

Critical

System

All

vim.event.LicenseDowngradedEvent|License downgrade:
{licenseKey} removes the following features: {lostFeatures}

Warning

System

All

vprob.net.connectivity.lost|Lost network connectivity on
virtual switch {1}. Physical NIC {2} is down. Affected
portgroups:{3}.

Critical

System

All

vprob.net.e1000.tso6.notsupported|Guest-initiated IPv6 TCP
Segmentation Offload (TSO) packets ignored. Manually
disable TSO inside the guest operating system in virtual
machine {1}, or use a different virtual adapter.

Critical

System

All

Warning

System

All

vprob.net.migrate.bindtovmk|The ESX advanced config
option /Migrate/Vmknic is set to an invalid vmknic: {1}.
/Migrate/Vmknic specifies a vmknic that vMotion binds to for
improved performance. Please update the config option with a
valid vmknic or, if you do not want vMotion to bind to a
specific vmknic, remove the invalid vmknic and leave the
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option blank.
vprob.net.proxyswitch.port.unavailable|Virtual NIC with
hardware address {1} failed to connect to distributed virtual
port {2} on switch {3}. There are no more ports available on
the host proxy switch.

Warning

System

All

vprob.net.redundancy.degraded|Uplink redundancy degraded
on virtual switch {1}. Physical NIC {2} is down. {3} uplinks
still up. Affected portgroups:{4}.

Warning

System

All

vprob.net.redundancy.lost|Lost uplink redundancy on virtual
switch {1}. Physical NIC {2} is down. Affected portgroups:
{3}.

Warning

System

All

vprob.scsi.device.thinprov.atquota|Space utilization on thinprovisioned device {1} exceeded configured threshold.

Warning

System

All

vprob.storage.connectivity.lost|Lost connectivity to storage
device {1}. Path {2} is down. Affected datastores: {3}.

Critical

System

All

vprob.storage.redundancy.degraded|Path redundancy to
storage device {1} degraded. Path {2} is down. {3}
remaining active paths. Affected datastores: {4}.

Warning

System

All

vprob.storage.redundancy.lost|Lost path redundancy to
storage device {1}. Path {2} is down. Affected datastores:
{3}.

Warning

System

All

vprob.vmfs.heartbeat.recovered|Successfully restored access
to volume {1} ({2}) following connectivity issues.

Information
al

System

All

vprob.vmfs.heartbeat.timedout|Lost access to volume {1}
({2}) due to connectivity issues. Recovery attempt is in
progress and outcome will be reported shortly.

Information
al

System

All

vprob.vmfs.heartbeat.unrecoverable|Lost connectivity to
volume {1} ({2}) and subsequent recovery attempts have
failed.

Critical

System

All

vprob.vmfs.journal.createfailed|No space for journal on
volume {1} ({2}). Opening volume in read-only metadata
mode with limited write support.

Critical

System

All

vprob.vmfs.lock.corruptondisk|At least one corrupt on-disk
lock was detected on volume {1} ({2}). Other regions of the
volume may be damaged too.

Critical

System

All

vprob.vmfs.nfs.server.disconnect|Lost connection to server
{1} mount point {2} mounted as {3} ({4}).

Critical

System

All

Information
al

System

All

Critical

System

All

vprob.vmfs.nfs.server.restored|Restored connection to server
{1} mount point {2} mounted as {3} ({4}).
vprob.vmfs.resource.corruptondisk|At least one corrupt
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resource metadata region was detected on volume {1} ({2}).
Other regions of the volume might be damaged too.
vprob.vmfs.volume.locked|Volume on device {1} locked,
possibly because remote host {2} encountered an error during
a volume operation and could not recover.

Critical

System

All

15.3. RHEV 環境のモニタリング
Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) は、 RedHat を利用するデータセンター企業で使われ
ている仮想化技術の一つです。 Pandora FMS は、RHEV Monitoring Plugin というプラグイン
を通して RHEV を使った仮想アーキテクチャをモニタすることができます。これは、簡単に RHEV

の仮想アーキテクチャに関連するすべての値を制御することができます。

15.3.1. モニタする RHEV アーキテクチャ
このプラグインで、データセンター、ホストクラスタ、ストレージドメイン、ネットワーク、ホストおよび、
仮想マシンといった、 RHEV アーキテクチャの全体をモニタすることができ、仮想環境の全体の状
態を確認することができます。
これを実現するために、 Pandora では RHEV 仮想化システムによって公式に提供されている API
を利用しています。

15.3.2. RHEV モニタリングプラグインでのモニタリング
RHEV 環境のモニタリングは、2 つのコンポーネントに基づいています。
1. 自動検出動作を行うエージェントプラグインとデータ収集タスク。このエージェントプラグイ
ンは、Pandora FMS へ情報を送信します。
2. 検出したいくつかのパラメータを更新する自動検出スクリプト。このスクリプトは、「拡張」の

ために必要です。
3. RHEV View および RHEV Manager 拡張。これらは、プラグインに機能追加し、 Pandora
FMS のコンソールからインフラのモニタリングおよび仮想マシンの管理 (電源 ON/OFF) が
できるようにした「拡張」です。
自動検出スクリプトを利用するには、自動検出サーバを有効にする必要があります。

仮想マシンで収集するデータを API で返すようにするには、RHEV エージェントをイ
ンストールする必要があります。詳細については、RHEV のドキュメントを参照してくだ
さい。
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仮 想 マ シ ン に イ ン ス ト ー ル さ れ た OS を モ ニ タ す る に は 、 RHEV API で は な く
Pandora FMS エージェントが必要です。

15.3.2.1. プラグイン動作の仕組
RHEV モニタリングプラグインは、RHEV 仮想環境の web API を通して情報を展開します。

モニタしたいだけであれば、この処理を実行するソフトウエアエージェントプラグインを設定します。
エージェントプラグインは、デバイスの自動検出を行い、検出したデバイスごとにモジュールを定
義し XML を生成します。プラグインの設定では、どの要素をモニタリングしたいかを選択しモ
ジュールを設定することができます。プラグインで作成されたモジュールの 設定は変更が可能で
す。モジュールの、名前、説明、警告や障害状態の最小値、最大値を変更できます。
Pandora FMS 4.0 以降では XML を通して警告および障害状態の値(閾値)を更新す
ることができますが、それより前のバージョンでは、ウェブコンソールから変更します。

XML が生成されると、エージェントプラグインは転送手法の設定に従って tentacle またはローカル

でのファイルコピーにより、そのファイルを送信します。
また、RHEV View および RHEV Manager 拡張を利用する場合は、自動検出スクリプトを利用
する必要があります。
自動検出スクリプトは、RHEV 仮想環境のそれぞれの Pandora FMS エージェントの値を更新しま
す。これらの値は、 RHEV View 拡張で状態を正しく表示したり、 RHEV Manager 拡張で仮想マシ
ンを正しく管理するために必要な値です。

15.3.3. インストール要件
エージェントプラグインは、次のソフトウエアが必要です。
•
•
•
•

curl
perl-XML-Simple
Pandora FMS ソフトウエアエージェント
tentacle_client (ファイルの送信に tentacle を利用したい場合。tentacle_client は、Pandora
FMS ソフトウエアエージェントと共に配布されています。)

15.3.3.1. Red Hat
RedHat システムでは、次のように依存ファイルをインストールします。
yum install perl-XML-Simple curl
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15.3.3.2. SLES
SUSE システムでは、次のように依存ファイルをインストールします。
zypper install perl-XML-Simple curl

15.3.3.3. Debian/Ubuntu
Debian/Ubuntu システムでは、次のように依存ファイルをインストールします。
apt-get install libxml-simple-perl curl

15.3.3.4. Pandora FMS ソフトウエアエージェントのインストール
Pandora FMS ソフトウエアエージェントのインストールは、 Pandora FMS のインストールにて説明し

ています。ここに、エージェントをインストールためのドキュメントがそろっています。

15.3.4. RHEV 証明書のダウンロード
プラグインを実行する前に、 RHEV API に HTTPS で接続するための証明書をダウンロードする必
要があります。証明書をダウンロードするには、次のコマンドを実行します。
curl -o rhevm.cer http://[RHEVM-HOST]:8080/ca.crt

ここで、[RHEV-HOST] は、RHEV API サーバのサーバ名です。例えば次の通りです。
curl -o rhevm.cer http://rhevm.server:8080/ca.crt

証明書をダウンロードしたら、次のコマンドで API に接続することができます。
curl -X GET -H "Accept: application/xml" -u [USER:PASS] --cacert [CERT] https://
[RHEVM-HOST]:8443/api

次の値を指定してください。
•
•
•
•

USER: API へ接続する user@domain
PASS: API へ接続するためのユーザのパスワード
CERT: ダウンロードした証明書のパス
RHEVM-HOST: API ホストのアドレス

実際の実行例は次の通りです。
curl -X GET -H "Accept: application/xml" -u [user@testdomain:12345] --cacert
/home/user/ca.crt https://rhevm.server:8443/api

すべて成功すると、コマンドが XML フォーマットで RHEV API の一般情報を出力します。
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15.3.5. RHEV 設定時に考慮すべき点
RHEV の仮想化環境は、同じ名前で複数のエンティティを持つことができます。この機能では 、
Pandora FMS において複数のエージェントが同じ名前でデータを送信してしまうという問題があり
ます。この問題に加えて、 API が出力する XML のパースにおいて次のようなエラーが出る問題が

あります。
Warning: <data_center> element has non-unique value in 'name' key attribute: Default
at ./plugin-rhev.pl line 199

この問題の解決のためには、 RHEV 仮想環境のエンティティの名前付けポリシーを、同一名にな
らないようにする必要があります。

15.3.6. エージェントプラグインのインストール
エージェントプラグインをインストールするには、 rhev-plugin.pl および rhev-plugin.conf をプラグイ
ンを実行させたいマシンにインストールした pandora エージェントがアクセスできるフォルダにコ
ピーするだけです。プラグインは、 Pandora FMS サーバと同じマシンまたは他のマシンにインス
トールされたエージェントより実行できます。
プラグインを実行するには、エージェントの設定ファイル (デフォルトでは
/etc/pandora/pandora_agent.conf です)に次のような行を追加します。
module_plugin /root/rhev-plugin.pl /root/rhev-plugin.conf

この行を追加することにより、エージェントの実行間隔でエージェントプラグインが実行されます。

15.3.7. RHEV 仮想アーキテクチャのモニタリング
プラグインの実行結果を見るには、 モニタリング (Monitoring) の エージェント詳細 (Agent
Detail) サブメニューをクリックします。

見ての通り、プラグインが Pandora FMS 内に、RHEV アーキテクチャで検出したエンティティごとに
一つのエージェントを作成しています。
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エージェント名をクリックすると、プラグインにより作成されたモジュールを見ることができます。加え
て、エージェントに関連したその他データを次のように見ることができます。

それぞれのエンティティで、それぞれ重要な情報をモニタリングするための複数のモジュールが自
動的に作成されます。例えば、次の例では仮想マシンをモニタするために作成された複数のモ
ジュールが表示されています。
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仮想マシンではなくホストに関連づけられたエージェントを選択した場合は、モニタリングモジュー
ルは異なります。次の例は、ホストエンティティのモジュールの例を表示しています。
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RHEV プラグインは、仮想アーキテクチャ内で発生したイベントもモニタリングできます。プラグイン

は、次の画面のように、それぞれのエージェントにイベントをモニタするモジュールを作成します。

イベントに基づいたこれらのモジュールのデータは、イベントが発生した時間とイベントの説明で
す。以下にデータの例を示します。
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RHEV アーキテクチャに関連したエージェントおよびモジュールに加え、プラグインを実行する
エージェントで生成されたモジュールもあります。このモジュールは、デフォルトでは RHEV
Plugin という名前で、このモジュールの実行結果例は次の通りです。

このプラグインの内容はプラグインの実行結果であり、実行が正常にできた場合は OK で、エラー
が発生した場合は、エラー文字列を表示します。この情報は、ログファイルにも書かれます。
15.3.7.1. エンティティ状態のモニタリング
エンティティの状態モジュールは、 RHEV アーキテクチャで事前に定義された値を返します。これ
は、モニタするエンティティの状態に応じて、値が up, down, error, maintenance, non_operational
などの文字列であることを意味します。
警告や障害状態を定義するには、モジュール設定にて正規表現を利用する必要があります。例
えば、値が error、down、non_operational の時に障害状態とするには、そのモジュールの障害
の場合の文字列(Str.)フィールドに、次の正規表現を設定します。
error|down|non_operational

Pandora FMS 4.0 の初期バージョンではこのオプションは利用できませんが、同一の場合の条件

を利用して設定することができます。上記の例でアラーとテンプレートを作成するには、次の手順
を実施します。
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1. 優先度が障害のアラートテンプレートを作成し、 ' 条件種別 (Condition Type) フィールドを
正規表現(Regular expresion) に設定します。
2. error|down|non_operational という正規表現をフィールドに入力します。これは、モジュー
ルの値が error、down、non_operational のいずれかになった場合にアラートを実行する

という意味になります。
3. 以降は通常の設定を行います。
テンプレートを定義すると、イベント作成、メールや SMS 送信など、アラートが発生したときの実行
アクションを選択することができます。

15.3.8. RHEV アーキテクチャのためのエージェントモジュール
以下に、RHEV アーキテクチャのそれぞれの要素のためのモジュールの詳細について示します。
15.3.8.1. データセンター
• Status: データセンターの状態

15.3.8.2. ストレージドメイン
•
•
•
•

Available Space: ストレージドメインの空き容量
Committed Space: ストレージドメインのコミット容量
Used Space: ストレージドメインの利用容量
Percent Free Space: ストレージドメインの空き容量率

15.3.8.3. ネットワーク
• Status: 仮想ネットワークの状態
• STP Status: スパニングツリープロトコルの状態

15.3.8.4. クラスタ
•
•
•
•
•

Overcommit Percent: クラスタのオーバーコミット率
Transparent HugePages: Transparent HugePage の状態
High threshold: ポリシープランニングのための上位閾値
Low threshold: ポリシープランニングのための下位閾値
Threshold duration: ポリシープランニングのための閾値期間

15.3.8.5. ホスト
•
•
•
•
•
•

Status: ホストの状態
Buffers size: バッファサイズ
Cache size: キャッシュサイズ
Cached swap: キャッシュスワップのためのメモリ量 (バイト単位)
Free memory: 空きメモリ量 (バイト単位)
Percent free memory: 空きメモリ率
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swap cached percent: キャッシュスワップメモリ率
Swap free: スワップの空き容量 (バイト単位)
Swap free percent: 空きスワップメモリ率
Total Memory: このホストのトータルメモリ容量 (バイト単位)
Total Swap: スワップメモリ容量 (バイト単位)
Used memory: 利用メモリ量 (バイト単位)
Used Swap: 利用スワップメモリ量 (バイト単位)
Nic [x] TX: nic x の送信速度 (バイト/秒) インタフェースごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] RX: nic x の受信速度 (バイト/秒) インタフェースごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] erros TX: nic x の送信エラー数。インタフェースごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] erros RX: nic x の受信エラー数。インタフェースごとにモジュールが生成されます。
User CPU: user CPU 使用率
System CPU: system CPU 使用率
CPU Idle: idle CPU 使用率
CPU Load: 5 分間のロードアベレージ
KSM CPU: KSM の CPU 使用率
Active VM: ホスト内の稼働中の仮想マシン数
Migrating VM: ホスト内でマイグレーション処理中の仮想マシン数
Total VM: このホストにおける全仮想マシン数
Fence Status: ホストフェンスの状態

15.3.8.6. 仮想マシン
• Status: 仮想マシンの状態
• Disk [x] read: ディスク x の読み込み速度 (バイト /秒)。ディスクごとにモジュールが生成さ

れます。
• Disk [x] write: ディスク x の書き込み速度 (バイト/秒)。ディスクごとにモジュールが生成さ

れます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disk [x] size: disk x のディスクサイズ。ディスクごとにモジュールが生成されます。
Disk [x] status: disk x の状態。ディスクごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] TX: nic x の送信速度 (バイト/秒)。nic ごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] RX: nic x の受信速度 (バイト/秒)。nic ごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] erros TX: nic x の送信エラー数。nic ごとにモジュールが生成されます。
Nic [x] erros RX: nic x の受信エラー数。nic ごとにモジュールが生成されます。
Installed memory: 設定されたメモリ容量 (バイト単位)
Percent free memory: 空きメモリ率
Used memory: 利用メモリ量 (バイト単位)
Stateless: ステートレス機能の状態
HA Status: HA 機能の状態
Total CPU: この仮想マシン全体の CPU 使用率
Hypervisor CPU: 仮想マシンによって使われている、ハイパーバイザーの CPU 使用率
Guest CPU: 仮想マシンの CPU 使用率
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15.3.8.7. イベント
• Event [x]: システム内で発生したイベント x の説明。それぞれのエージェント内に、検出さ

れたイベントごとにモジュールが作成されます。

15.3.9. RHEV アーキテクチャの管理と参照
この節では、インストール、設定、および、どのように RHEV View および RHEV Manager 拡張が
動作するかを説明します。
RHEV View および RHEV Manager 拡張は、Pandora FMS 4.0.2 以上 でのみ動作
します。

15.3.9.1. 自動検出タスクのインストール
以下に、自動検出スクリプトのインストールと、拡張で使われている値を更新する自動検出タスク
作成の詳細を示します。
自動検出スクリプトのインストール

自動検出タスクを作成する前に、拡張が要求する値を更新するための自動検出スクリプトを登録
する必要があります。そのためには、サーバ管理(Manage Servers)内の自動検出スクリプト管理
(Manage recon script)サブメニューをクリックします。

自動検出スクリプト管理 (Manage recon script) のメイン画面へ行ったら、追加(Add)ボタンをク
リックします。
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新たな自動検出スクリプトのデータを入力するためのフォームが表示されたら、次のようにすべて
のフォームに入力します。スクリプトのフルパス(Script fullpath)にはスクリプトを実行するプログ
ラム(この例では perl)と、スクリプトのフルパスを入力します。フォームへの入力が完了したら、作成
(Create)をクリックします。

自動検出スクリプトが登録されたら、リストにスクリプトが登録され処理が正常に完了した画面が表
示されます。

379

RHEV 環境のモニタリング

自動検出タスクの作成

拡張が必要とする定期的に更新される値を得るには、指定した時間間隔で実行される自動検出タ
スクを作成する必要があります。自動検出タスクを作成するには、サーバ管理(Manage Servers)
内の自動検出タスク(Recon Task)サブメニューをクリックします。

次のような自動検出タスクのメイン画面が表示されます。新規作成のために作成(Create)をクリッ
クします。

作成(Create)をクリックすると、次のようなフォームが表示されます。モード(Mode)フィールドでは、
カスタムスクリプト (Custom Script) を選択することがとても重要です。なぜなら、先の登録してお
いたスクリプト(この例では RHEV 自動検出スクリプトです)を選択できるようにするためです。
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スクリプトフィールド (Script field)というフィールドは、自動検出スクリプトのパラメータのために予
約されています。この自動検出スクリプトでは、以下のパラメータが必要です。
•
•
•
•
•

server: API を実行するホストのアドレス
user: API へアクセスするユーザを "user@domain" のフォーマットで指定
pass: API アクセスのためのパスワード
cert: API 証明書のパス
pandoraconf: Pandora FMS 設定ファイルが置かれているパス

cert パラメータは、自動検出タスクおよび、RHEV Manager 拡張で利用されます。
Pandora FMS サーバおよびウェブサーバが API にアクセスできるようにするためにと
ても重要です。

最後に、新たな自動検出タスクを作成するために追加(Add)をクリックします。
処理が正常に完了し、新たな自動検出タスクがリストに登録された次のような画面が表示されます 。

これで、指定した間隔で実行される一つの自動検出タスクが登録されたことになります。このタスク
により RHEV 仮想アーキテクチャをモニタリングするエージェントのデータが更新されます。
15.3.9.2. RHEV View および RHEV Manager 拡張のインストール
拡張のインストールは、 extensions フォルダの中身をコピーするだけです。つぎのようなコマンドで、
プラグインを展開したものを Pandora FMS コンソールの enterprise の中へコピーします。
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cp -R extensions/* <pandora_console_dir>/enterprise/extensions/

これで、RHEV モニタリング拡張が使えるようになります。
15.3.9.3. RHEV View 拡張の利用
RHEV View 拡張を利用するには、 モニタリング(Monitoring) メニューの中の RHEV View をクリッ

クします。

拡張は、プラグインで検出した RHEV アーキテクチャの全コンポーネントを次のようにマップ表示
します。
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マップ内には、RHEV アーキテクチャの異なる要素 (データセンター、ストレージドメイン、クラスタ、
ネットワーク、ホスト、仮想マシン )が表示されます。それぞれの要素はアイ コン表示され、それぞ
れの要素ごとに異なります。アイコン間の関係は、 RHEV アーキテクチャの要素間の関係として表
示します。この画面では、一目で要素の関係と状態を見ることができます。 拡張には、表示を設
定するためのメニューがあります。エンティティを隠したり表示したり、テキストのサイズを変更したり 、
詳細画像の拡大・縮小ができま す。

例えば、次のマップの例では、ネットワーク、ホスト、仮想マシンのエレメントは隠れています。なぜ
なら、データセンターで、クラスタとストレージドメインの関係の詳細を見たいからです。
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15.3.9.4. RHEV Manager 拡張の利用
RHEV Manager 拡張は、Pandora FMS 内で RHEV 仮想マシンを表示するエージェント操作画面

にあります。
この拡張は、curl コマンドを利用します。このコマンドがインストールされ、 Pandora
FMS コンソールを実行する web サーバプロセスのユーザ権限で利用できる必要があ
ります。

拡張にアクセスするには、エージェントのタブにある Red Hat ロゴのアイコンをクリックします。

拡張では、RHEV 管理コンソールを使わずに仮想マシンを管理 (電源 on/off、サスペンド)すること
ができます。拡張は、色で仮想マシンの現在の状態を表示 (緑=電源 on、オレンジ=サスペンド、グ
レー=電源 off)します。また、状態を選択し、状態変更(Change Status) ボタンをクリックして状態
を変更することができます。
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仮想マシンを停止するために停止(Stop)状態を選択すると、拡張は RHEV API に接続しコマンド
を送信します。結果、仮想マシンの状態が変化し、選択オプションが次のようになります。

いくつかの状態の間の変更には、いくつかのステップがあります。例えば、停止(Stop) から 開始
(Start) への変更です。この場合、拡張はそれぞれのステップで仮想マシンの状態を表示します 。
停止から開始への変更では、仮想マシンの状態は次のように変化します。

15.3.10. エージェントプラグイン設定
エージェントプラグイン設定は、デフォルトで rhev-plugin.conf という設定ファイル使って行います。
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デフォルトでは、エージェントプラグインは全エンティティを選択し、名前と説明をデフォルトの値で
全モジュールを作成します。これらのパラメータはすべて設定ファイルを通してカスタマイズできま
す。
15.3.10.1. 設定ファイル
設定ファイルは、全体の設定と個々の監視の設定の 2 つの部分から成ります。
全体の設定の部分では、Configuration という記述から始まり、プラグイン設定に関する情報が
あります。この部分で設定可能なパラメータは次の通りです。
module_name: プラグインを実行するエージェントから報告されるモジュール名です。
server: RHEV API を実行するホスト名です。
user: API に接続するユーザです。user@domain という書式です。
pass: API へ接続するパスワードです。
cert: API 証明書のパスです。
temporal: テンポラリフォルダです。
logfile: ログファイル名です。
transfer_mode: 転送モードです。local または tentacle です。
tentacle_ip: 情報の送信先の tentacle サーバの IP です。一般的に Pandora サーバと同じ
マシンです。転送モードに tentacle を利用した場合に利用できます。
• tentacle_port: tentacle サーバのポート番号です。転送モードに tentacle を利用した場合
•
•
•
•
•
•
•
•
•

に利用できます。
• tentacle_opts: tentacle サーバの拡張オプションです。転送モードに tentacle を利用した場

合に利用できます。
監視設定部分には、いくつかのサブセクションがあります。一つ目は、 Reject というトークンがあり、
除外する仮想環境のエンティティの名前のリストを作成することができます。エンティティを除外す
るには、次のように名前のリストを記載する必要があります。
#Dismissed entities
Reject
mv1
mv_WindowsXP
mv_WebServer1
...

全ホスト、全仮想マシンなど、一つの種類のすべてのエンティティを除外することもできます。それ
ぞれのエンティティのトークンは、 all_dc (データセンタ)、all_host (ホスト)、all_network (ネットワー
ク)、all_storage (ストレージドメイン)、all_cluster (クラスタ)、all_vm (仮想マシン)です。これらのトー
クンの利用例を以下に示します。
#Dismissed entities
Reject
all_dc
all_host
all_network
all_storage
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all_cluster
all_vm

2 つ目のセクションは、Rename というトークンで定義され、エンティティの名前を変更できます。こ
の機能は、Pandora FMS の同一エージェント内でソフトウエアエージェントと API 情報を結びつけ

るのにとても便利です。このセクションの設定は、古い名前、新しい名前の順にスペースを入れて
次のように記述します。
#Rename entities
Rename
mv_WebServer1 WebServer1
mv_WindowsXP WindowsXP Test
...

次のサブセクションは、エンティティのモニタリング設定に関するものです。それぞれのエンティ
ティには、それぞれ DataCenter, StorageDomain, Network, Cluster, Host および VM とい
うトークンがあります。各エンティティで、モジュールの有効・無効、警告や障害状態となる最小値
や最大値を定義することができます。例を以下に示します。
#VM Modules
VM
status disabled
errors_total_tx name = TX Error Net [%s]; desc = Total error TX net; limits = 60 70
71 100
memory_used name = Used Mem; desc = Memory used by the virtual machine; limits = 256
1024 1025 2048
...

それぞれの行はモニタリングモジュールに関連していて、次の 2 つのオプションがあります。
• <モジュール> disabled: モジュールは、作成されません。
• <モジュール> name = <名前>; desc = < 説明>; limits = <警告の最小値> <警告の最大値
> <障害の最小値> <障害の最大値 >: モジュールは、指定した名前と説明で作成されます。

また、警告および障害の最大・最小の閾値を指定します。
設定ファイルの行構造に注意し、特にモジュール名とモジュールの説明の近くの; 文字に注意す
ることがとても重要です。これらの行は、同じではありません。(; 文字の前のスペースを確認してく
ださい)
errors_total_tx name = TX Error Net [%s]; desc = Total error TX net; limits = 60 70
71 100 #OK
errors_total_tx name = TX Error Net [%s]
; desc = Total error TX net
; limits
= 60 70 71 100 #Wrong

モジュールは、コマンドラインで入力しやすい短い名前で参照されます。フルネームと短い名前の
関連付けした表を次の章に示します。
仮想マシンの設定例 (VM セクション) を見てみましょう。
仮想マシンをモニタするには、設定ファイルの VM セクションで、モジュールを有効化・無効化す
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る か の 一 覧 を 定 義 し ま す 。 status モ ジ ュ ー ル は 無 効 化 さ れ て お り 、 errors_total_tx お よ び
memory_used モジュールはカスタム値を持っています。リストに無い残りのモジュールは、デフォ
ルトの値で作成されます。この設定で、memory_used モジュールは次の値になります。
•
•
•
•
•
•

Name: Used Memory
Description: Memory used by the virtual machine
Min Warning: 256
Max Warning: 1024
Min Critical: 1025
Max Critical: 2048

ディスクやネットワークインタフェースに関連するモジュールは動的に生成されます。それぞれの
要素ごとにモジュールが作成され、次のようにモジュール名は特別な書式になっています。
errors_total_tx name = Errores TX Net [%s]; desc = Errores totales TX de red; limits
= 60 70 71 100

この場合、名前は動的に決まる部分があり、% マクロを利用することができます。これはプラグイン
によりモジュール名で動的に変わるものに置き換えられます。
例えば、errors_total_tx モジュールのデフォルトの名前は次の通りです。
Nic [nic1] errors TX

この設定での名前は次の通りです。
TX Error Net [nic1]

nic1 がモジュール名で動的に決まる部分です。

設定ファイルに関連する全てのエラーはログファイルに出力されます。また、 Pandora
FMS のプラグインを実行するエージェント内部の非同期モジュールへ送信されます。

それぞれの要素に関連したセクションに加え、設定ファイルにはイベント設定のための共通セク
ションがあります。このセクションは、 EventCodes というトークンで定義され、モニタするすべての
イベントコード一覧を次のように定義します。
EventCodes
30
920
980
509
956

このセクションを定義しないと、イベントモニタリングは動作しません。
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15.3.10.2. 複数のソフトウエアエージェントでのモニタリング負荷の分散
設定ファイルを通して、RHEV 仮想環境のモニタリング負荷を分散することができます。
そのためには、モニタするエンティティをエージェント間で分割する必要があります。この例では、
次のようなアーキテクチャを想定します。
DC1
|
|- Cluster 1.1
|- c1.1mv1
|- c1.1mv2
|- c1.1mv3
|- Cluster 1.2
|- c1.2mv1
|- c1.2mv2
|- c1.2mv3
DC2
|
|- Cluster 2.1
|- c2.1mv1
|- c2.1mv2
|- c2.1mv3
|- Cluster 2.2
|- c2.2mv1
|- c2.2mv2
|- c2.2mv3

負荷を分散する方法として、一つのデータセンタをそれぞれ違うエージェントに割り当てます。そ
のためには、エンティティを除外する機能 (Reject トークン) を利用します。
最初のエージェントはデータセンター DC1 のみをモニタし、DC2 のエンティティは除外します。
Reject
DC2
Cluster 2.1
Cluster 2.2
c2.1mv1
c2.1mv2
c2.1mv3
c2.2mv1
c2.2mv2
c2.2mv3

2 つ目のソフトウエアエージェントは、データセンター DC2 をモニタし、DC1 は除外します。
Reject
DC1
Cluster 1.1
Cluster 1.2
c1.1mv1
c1.1mv2
c1.1mv3
c1.2mv1
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c1.2mv2
c1.2mv3

また、クラスタをベースに負荷を分散することもできます。例えば、 4 つのソフトウエアエージェント
があり、それぞれ異なるクラスタをモニタします。
ソフトウエアエージェント 1 ではクラスタ 1.1 をモニタし、他のエンティティを除外します。
Reject
DC1
Cluster 1.2
c1.2mv1
c1.2mv2
c1.2mv3
DC2
Cluster 2.1
Cluster 2.2
c2.1mv1
c2.1mv2
c2.1mv3
c2.2mv1
c2.2mv2
c2.2mv3

ソフトウエアエージェント 2 ではクラスタ 1.2 をモニタし、他のエンティティを除外します。
Reject
DC1
Cluster 1.1
c1.1mv1
c1.1mv2
c1.1mv3
DC2
Cluster 2.1
Cluster 2.2
c2.1mv1
c2.1mv2
c2.1mv3
c2.2mv1
c2.2mv2
c2.2mv3

ソフトウエアエージェント 3 ではクラスタ 2.1 をモニタし、他のエンティティを除外します。
Reject
DC1
Cluster 1.1
Cluster 1.2
c1.1mv1
c1.1mv2
c1.1mv3
c1.2mv1
c1.2mv2
c1.2mv3
DC2
Cluster 2.2
c2.2mv1
c2.2mv2
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c2.2mv3

ソフトウエアエージェント 4 ではクラスタ 2.2 をモニタし、他のエンティティを除外します。
Reject
DC1
Cluster 1.1
Cluster 1.2
c1.1mv1
c1.1mv2
c1.1mv3
c1.2mv1
c1.2mv2
c1.2mv3
DC2
Cluster 2.1
c2.1mv1
c2.1mv2
c2.1mv3

エンティティの除外設定はとても柔軟で、それぞれのソフトウエアエージェントで複数のエンティ
ティのモニタリング負荷を分散させることができます。
15.3.10.3. 設定ファイル例
全モジュール無効化の例
#These lines are comments
#Plugin configuration parameters
Configuration
server rhevm.server
user user@testdomain
pass 12345
cert /home/user/rhevm.cer
temporal /tmp
logfile /tmp/plugin-rhev.log
transfer_mode local
tentacle_ip 127.0.0.1
tentacle_port 41121
tentacle_opts
#Dismissed entities
Reject
#Data Center modules
DataCenter
status disabled
#StorageDomain modules
StorageDomain
available disabled
used disabled
committed disabled
free_percent disabled
#Networks modules
Network

391

RHEV 環境のモニタリング

status disabled
stp disabled
#Clusters modules
Cluster
overcommit disabled
hugepages disabled
threshold_low disabled
threshold_high disabled
threshold_duration disabled
#Host Modules
Host
status disabled
vm_active disabled
vm_migrating disabled
vm_total disabled
data_current_rx disabled
data_current_tx disabled
errors_total_rx disabled
errors_total_tx disabled
memory_cached disabled
memory_total disabled
swap_free_percent disabled
swap_cached_percent disabled
swap_free disabled
cpu_current_idle disabled
cpu_current_user disabled
memory_used disabled
ksm_cpu_current disabled
memory_free_percent disabled
swap_total disabled
memory_buffers disabled
cpu_current_system disabled
cpu_load_avg_5m disabled
swap_cached disabled
swap_used disabled
memory_free disabled
fence_status disabled
#VM Modules
VM
status disabled
stateless disabled
ha disabled
cpu_current_guest disabled
cpu_current_hypervisor disabled
memory_free_percent disabled
memory_installed disabled
memory_used disabled
cpu_current_total disabled
data_current_read disabled
data_current_write disabled
size disabled
disk_status disabled
data_current_rx disabled
data_current_tx disabled
errors_total_rx disabled
errors_total_tx disabled
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15.3.10.4. モジュール名関係表
データセンター

長い名前 短い名前
Status
status
ストレージドメイン

長い名前
Available Space
Used Space
Committed Space
Percent Free Space

短い名前
available
used
committed
free_percent

ネットワーク

長い名前 短い名前
Status
status
STP Status stp
クラスタ

長い名前
Overcommit Percent
Transparent HugePages
Low Threshold
High Threshold
Threshold duration

短い名前
overcommit
hugepages
threshold_low
threshold_high
threshold_duration

ホスト

長い名前
Status
Active VM
Migrating VM
Total VM
Nic [x] RX
Nic [x] TX
Nic [x] errors RX
Nic [x] errors TX
Cache size
Total memory
Swap free percent
Swap cached percent
Swap free
CPU Idle

短い名前
status
vm_active
vm_migrating
vm_total
data_current_rx
data_current_tx
errors_total_rx
errors_total_tx
memory_cached
memory_total
swap_free_percent
swap_cached_percent
swap_free
cpu_current_idle
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User CPU
Used memory
KSM CPU
Percent free memory
Total swap
Buffers size
System CPU
CPU Load
Cached swap
Used swap
Free memory
Fence Status

cpu_current_user
memory_used
ksm_cpu_current
memory_free_percent
swap_total
memory_buffers
cpu_current_system
cpu_load_avg_5m
swap_cached
swap_used
memory_free
fence_status

仮想マシン

長い名前
Status
Stateless
HA Status
Guest CPU
Hypervisor CPU
Percent free memory
Installed memory
Used memory
Total CPU
Disk [x] read
Disk [x] write
Disk [x] size
Disk [x] status
Nic [x] RX
Nic [x] TX
Nic [x] errors RX
Nic [x] errors TX

短い名前
status
stateless
ha
cpu_current_guest
cpu_current_hypervisor
memory_free_percent
memory_installed
memory_used
cpu_current_total
data_current_read
data_current_write
size
disk_status
data_current_rx
data_current_tx
errors_total_rx
errors_total_tx
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16 ユーザ目線のウェブモニタリング

395

概要

16.1. 概要
これは、エンタープライズ版の一つの機能で、ユーザ目線でのウェブサイトのモニタリングができま
す。ウェブサイトを参照するページ遷移をチェックす るというものです。実際のブラウジングの処理
を完全に再現します。フォームを使った認証の再現、メニューのクリック、フォームへの入力、応答
文字列の確認 が可能です。遷移に問題があれば、障害として認識します。トランザクションには、
実際のブラウザが行うような全リソース (グラフィック、動画など )のダウ ンロードを含みます。加えて、
ウェブサイトの存在および応答時間もモニタリングすることができます。
Goliat は Pandroa のウェブチェックサーバの名称です。 Goliat は、システムに OpenSSL ライブラリ
がインストールされていれば、 HTTP および HTTPS を透過的にモニタリングできます。

16.2. ウェブモジュールの作成方法
リモートからウェブページをモニタするには、まずはサービスのモニタに対応するエージェントを作
成する必要があります。
Pandora FMS コンソールのシステム管理メニューで、エージェント管理をクリックしてください。

次の画面で、エージェントの作成をクリックします。

新たなエージェントのデータを入力し、エージェントの作成をクリックします。
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エージェントを作成したあと、上の方にあるモジュールの選択をクリックします。ここで、新たなウェ
ブサーバモジュールを選択し、作成をクリックします。

作成をクリックすると、ウェブをモニタするために必要な設定を入力するためのフォームが表示され
ます。
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以下に、フォームの詳細について示します。
名前
チェックの名称を入力します。
種類
チェックの種類を選択します。 Remote HTTP module to check latency と Remote HTTP module to
check server response の二種類があります。
• Remote HTTP module to check latency: 最初のリクエストから最後のチェックが完了するま
でのトータルの時間を取得します ( ウェブチェックを完了するには、 1 つ以上のトランザク
ションがあります)。複数のリクエストが定義されている場合、それぞれの平均時間が利用さ

れます。
• Remote HTTP module to check server response: すべてのトランザクションの結果をチェック
し、1 (正常) もしくは、 0 (異常) を返します。一部のステップが失敗すると、全体を障害とし

て認識します。
• Remote HTTP module to retrieve numeric data: 正規表現を利用して HTTP 応答から数値

を取得します。
• Remote HTTP module to retrieve string data: 正規表現を利用して HTTP 応答から文字列

を取得します。
ウェブチェック
全体のウェブチェックを実行することができます (デフォルトでは一つ)。
ウェブチェックは、いくつかのステップかまたは、簡単なリクエストで定義されます。
簡単なリクエストは、ウェブチェックフィールドに特定のフォーマットで書くだけで実現できます。
チェックの定義は、task_begin タグで開始し、task_end タグで終了します。
ウェブページの文字列をチェックすることができます。これを実施するには、 check_string 変数を
利用します。この変数は、 HTML 自体はチェックできません。この変数を利用した例を示します 。
http://www.example.com のウェブページで、Section 3 という文字列があるかどうかを確認するとし
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ます。この場合、次のように設定します。
check_string Section 3

フォームをチェックするには、いくつかの拡張変数があります。
•
•
•
•

resource (1 または 0):ウェブリソース (画像、ビデオなど) のすべてをダウンロードします。
cookie (1 または 0):クッキーを保持し、以降のチェックのためにセッションを保持します。
variable_name:フォームの変数名です。
variable_value:上記変数名に対する値です。

これらの値を定義することにより、フォームにデータを送信し、正しく動作するかどうかをチェックす
ることができます。
• 注意: ドメインのリダイレクションには対応していません。この問題に対応するには、リダイレ

クトされた後にアクセスされるアドレスでモジュールを作成する必要があります。

16.3. ウェブページの文字列チェック
http://www.example.com ウェブページの Section 3 という文字列をチェックするためには、次のよ

うに設定します。
task_begin
get http://www.example.com
check_string Section 3
task_end

Pandora FMS の画面で見ると次のようになります。

チェックが実行されると、参照メニューに表示されます。タブをクリックすると、モニタを開始してから
のデータが表示されます。
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16.4. ウェブの応答時間チェック
ウェブの応答時間をチェックしたい場合は、モジュールタイプ Remote HTTP module to check
latency を選択する必要があるのみです。
例えば、pandora という文字をチェックしながら http://pandorafms.com の応答時間をチェックした
い場合は、次のように設定します。
task_begin
get http://pandorafms.com
check_string pandora
task_end

Pandora FMS のフォーム全体は次のようになります。

このモジュールは次のように応答時間を表示します。

16.5. プロキシ経由でのウェブチェック
ウェブチェックは、プロキシ経由でも行うことができます。プロキシを設定するには、 拡張オプション
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(Advanced options) をクリックすると表示される、 プロキシ URL(Proxy URL) フィールドにプロキシ
の URL を設定する必要があります。

例えば、URL は次のようになります。
http://proxy.domain.com:8080

認証が必要なプロキシの場合は、次のように URL を設定します。
http://my_user:my_pwd@proxy.domain.com:8080

16.6. Google の株価情報取得
Google の 株 価 情 報 を 取 得 す る に は 、 適 切 な 正 規 表 現 で Remote HTTP module to retrieve
numeric data モジュールを作成する必要があります。
task_begin
get http://finance.google.com/finance/info?client=ig&q=NASDAQ%3aGOOG
get_content \d+\.\d+
task_end

出力は次のようになります。

Pandora FMS 4.1 から、複雑な HTTP 応答データからデータを取得するために、正規表現を設定

できます。
task_begin
get http://finance.yahoo.com/q?s=GOOG
get_content_advanced <span id="yfs_l10_goog">(\S+)</span>
task_end

重要な注意事項: (get_content_advanced に定義する)正規表現は、カッコでくくらなければいけま
せん。

16.7. ウェブページのフォームのチェック
ウェブのチェックとして必要になってくるものの一つがフォームのチェックです。これは、簡単なウェ
ブページのテキストチェックよりも複雑です。 Pandora FMS の公開デモページのログインのチェック
を想定した例を示します。
このようなチェックを可能にするには、セッションを開始するための認証情報が必要です。また、変
数名を見るために、該当ページの HTML を見る必要があります。
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http://firefly.artica.es/pandora_demo/index.php?login=1 のページを取得すると、次のような変数

を確認できます。
• nick: ユーザ名
• pass: パスワード

フォームの認証を通すためには、変数 variable_name および variable_value の両方が必要です。
以下に具体的な例を示します。
task_begin
post http://firefly.artica.es/pandora_demo/index.php?login=1
variable_name nick
variable_value demo
variable_name pass
variable_value demo
cookie 1
resource 1
task_end

上記の設定で、ウェブページにアクセスし認証することができます。これにより、認証した状態での
ウェブページ上の何らかのチェックを実行できます。
task_begin
get http://firefly.artica.es/pandora_demo/index.php?
sec=messages&sec2=operation/messages/message
cookie 1
resource 1
check_string Read messages
task_end

さらに別のチェックも可能です。セッションを終了し、ログアウトするには次のようにします。
task_begin
get http://firefly.artica.es/pandora_demo/index.php?bye=bye
cookie 1
resource 1
check_string Logged Out
task_end

Pandora FMS 上での全体の設定は次のようになります。

チェックを追加すると、モジュール一覧に表示されます。
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チェックの状態を参照するには、参照メニューへ行くと、受信開始した時点からのデータを参照で
きます。

モジュールの詳細データも見ることができます。データアイコンをクリックすると、以下のように一覧
が表示されます。

この画面では、2 つのチェックがあることがわかります。それぞれ、名前、実行間隔 (エージェントの
間隔とは異なります )および、データが表示されています。 ウェブのチェックでは、データカラムは
チェックにかかったトータル時間を示します。
以下の画面では、ウェブモニタリングの拡張オプションを表示しています。

拡張機能フィールドは他のモジュールのものと似ていますが、ウェブチェックに特化した若干の違
いがあります。
タイムアウト
チェック実行のタイムアウトの設定です。ここに設定した時間を超えると、チェック処理は中止され
ます。
エージェントブラウザ ID
ウェブブラウザを指定するために利用します。いくつかの特定のページにおいて、特定のブラウザ
からのアクセスしか受け付けない場合 (詳細は zytrax.com を参照してください) に使います。
要求 (Requests)
Pandora はここに指定した回数チェックを繰り返します。 1 回でもチェックが失敗した場合は、障害

状態とみなします。モジュールのチェック数により、取得するページ の数が異なります。たとえば、
3 つのページをチェックするモジュールの場合、 3 つのページがダウンロードされますが、ここに値
を設定するとその値の倍数分 のアクセスになります。モジュールのチェックを完了できるトータル
の所要時間に注意が必要です。
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16.8. HTTP の簡単な認証
いくつかのウェブページでは、 HTTP 認証を必要とします。これは、通常のユーザとパスワードの
フォームではありません。例えば、サイトにアクセスしたときに、ユーザ名とパスワードの入力がポッ
プアップします。
以下の例は、いくつかの新たなトークンを利用したウェブアクセスのタスクです。
http_auth_serverport artica.es:80
http_auth_realm Private area
http_auth_user admin
http_auth_pass xxxxxx

• http_auth_serverport - これは、ドメインと http のアクセスポートを意味します。
• http_auth_realm - Realm 名
• http_auth_user - ユーザ
• http_auth_pass - パスワード

タスク全体の例:
task_begin
get http://artica.es/pandoraupdate4/ui/
cookie 1
resource 1
check_string Pandora FMS Update Manager \(4.0\)
http_auth_serverport artica.es:80
http_auth_realm Private area
http_auth_user admin
http_auth_pass xxxx
task_end

16.9. https のモニタリング
Goliat は、http と https の両方のチェックが可能です。 https のチェックをするためには、 URL での
プロトコルの指定を以下のように https にするだけです。
task_begin
get https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?
service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F
%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2
cookie 1
resource 0
check_string Google
task_end

16.10. WEB サービスモニタリング
Pandora FMS と Goliat web チェックにて、REST 仕様に基づいたウェブサービス/API を監視するこ
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とができます。ただし、SOAP や XML-RPC のウェブサービスは監視できません。
例えば、動作しているときに数値 (0 から n)で返すような特定の Web API を監視したい場合、次の
ようなコードで、Pandora は何も応答が無い場合に障害と認識します。
task_begin
get http://artica.es/integria/include/api.php?
user=slerena&pass=xxxx&op=get_stats&params=opened,,1
check_string \n[0-9]+
task_end

実際の応答は次の通りです。
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connection: close
Date: Mon, 13 May 2013 15:39:27 GMT
Pragma: no-cache
Server: Apache
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Client-Date: Mon, 13 May 2013 15:39:27 GMT
Client-Peer: 64.90.57.215:80
Client-Response-Num: 1
Client-Transfer-Encoding: chunked
Set-Cookie: a81d4c5e530ad73e256b7729246d3d2c=pcasWqI6pZzT2x2AuWo602; path=/
0

これは、モジュールは正常状態を返します。なぜなら、正規表現により改行コードの前に 0 が見つ
かるためです。データ部分だけでなく、応答内容全体をチェックすることに注意してください。その
ため、HTTP ヘッダーにもマッチさせることができます。他の応答を確認するのであれば、異なる正
規表現が必要です。

16.11. IPv6 対応
バージョン 4.0.3 から、Goliat (Pandora FMS ウェブシナリオ監視のためのライブラリ )は、IPv6 に対
応しています。IPv6 サイトのモニタリングには、fqdn を利用する必要があります。
モニタリング対象は、ホスト名でなければいけません (例: ipv6.google.com)。IPv6 アドレス表記(例:
[::1], [2404:6800:4004:803::1014] など ) には対応していません。これは、 LWP(libwww-perl) の制
約によるものです。

16.12. 拡張オプション
16.12.1. HTTP ヘッダーのカスタマイズ (バージョン 4.0.2 から)
header オプションで、HTTP ヘッダのカスタマイズしたり追加したりできます。たとえば、 Host HTTP

ヘッダーを変更するには次のようにします。
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task_begin
get http://192.168.1.5/index.php
header Host 192.168.1.1
task_end

16.12.2. ウェブチェックのデバッグ (バージョン 4.0.2 から)
ウェブチェックをデバッグしたい場合は、 debug <ログファイル> オプションを追加します。ログファイ
ル.req および ログファイル .res というファイルが作成され、 HTTP リクエストと応答が記録されます。
たとえば次のようにします。
task_begin
get http://192.168.1.5/index.php
debug /tmp/request.log
task_end

上記の設定では、/tmp/request.log.req と /tmp/request.log.res というファイルが生成されます。

16.12.3. LWP の代わりの Curl の利用
LWP は、複数スレッドで HTTPS リクエストを実行するとクラッシュすることがあります。この問題を解
決するためには、/etc/pandora/pandora_server.conf を編集し、次の行を加えます。
web_engine curl

Pandora FMS サーバを再起動すると、ウェブチェックに LWP の代わりに Curl バイナリが利用され

ます。
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17 SELENIUM を使った WEB シナリオ監視
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Pandora FMS の Enterprise に付属する Goliat の機能に加えて、Pandora FMS のサーバではなく

エージェントを使ってシナリオ監視を行う別の方法があります。これにより負荷を軽減することがで
き、異なるウェブサイトやアプリを監視す るためにリモートのネットワークにあるサーバを利用するこ
とができます。
Goliat の代わりに、Selenium [1] を利用します。これは、"クリック" で操作することができ、Goliat より
も使いやすいです。Selenium のプラグインは、システムブラウザを使って Selenium サーバと通信
を行います。 Chrome、Firefox、IE などを利用できます。 Windows または Linux で実行し、応答速
度やセッションの確認も行います。また、ブラウザでサポートされている、 javascript や java アプ

レット、フラッシュなどにも対応しています。
非常に幅広く特徴的な Selenium プラグインのドキュメントは、 Enterprise Selenium プラグインと共
に、pandorafms.com のモジュールライブラリから取得できます。
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18 サービスモニタリング
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18.1. 概要
18.1.1. サービスモニタリングの概念
サービスは、機能に基づいて IT リソースをグループ化する手法です。例えば、サービスは、公式
ウェブサイト、 CRM システム、アプリケーション、または、プリンタなどです。サービスは、ホストや
ルータ、スイッチ、ファイアーウォール、CRM、ERP、ウェブやその他 サービスの論理的なグループ
です。以下の例で、サービスとは何かをより明確にします。
Chip Company は、ウェブサイトを通してコンピュータを世界中に販売しています。オンラインショッ
プ、サポート、および管理の 3 つの大きな部門があります。

ご覧の通り、オンラインショップ、サポート、直接ではありませんが管理の 3 つのサービスが顧客に
提供されています。すべてのサービスは、どれか一つが機能しなくなると他に影響が出て会社とし
ての機会損失を発生させるため、ビジ ネスに重要です。最終的には、満足した顧客は、他の顧客
を連れてきます。
Chip Company のサービスをモニタするには、それぞれのサービスの詳細をより知る必要がありま

す。
オンラインショップ部門は、ショップのウェブサイトが稼働し、買い物がしやすいように、すべての製
品の価格が正しい状態であること、製品の 分類をし製品の情報を提供すること、配送および支払
い方法を正しく示すことに責任があります。このサービスでは、次のようなパラメータをモニタリング
した いと考えます。
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サポート部門は、顧客が買ったコンピュータに関する全ての問題解決を行います。この部門の業
務は、顧客のコンピュータ設定に対するヘルプ、返品され たコンピュータの交換などです。この部
門は、オンラインショップと連携し、顧客サイドのサービスを行っています。そのため、高品質な会
社であると認識して もらうためにとても重要です。サポートサービスでは、次のようなパラメータをモ
ニタリングしたいと考えます。

3 番目の部門は、マーケティング、広報など、その他内部管理を目的とした管理部門です。彼らの

主な業務は、組織におけるすべてのプロセスが正しいか を見ることです。この部門のサービスは、
すべての部門のとりまとめであるため、とても重要です。管理サービスのためのパラメータは次の
通りです。
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サービスをモニタするために、 Pandora FMS ビジュアルコンソールで Chip Company のサービス構
造を説明した画像を使ってマップを作成します。これらのマップは、リアルタイムで更新されるため
常にサービスの状態を知ることができます。 最初に作成するマップは、それぞれのサービスのマッ
プです。
次の画像は、それぞれのパラメータのステータスを含むオンラインショップサービスのマップを示し
ています。ご覧の通り、 Content Updated というパラメータが赤くなっています。これは、そこに問
題があることを意味しています。他のパラメータは、緑表示になっているため問題が無いといえま
す。緑の矢印をクリックすると、全体のビューに行くことができます。次のステップで示します。

どんな問題が発生しているかを知りたい場合は、赤いアイコンをクリックします。すると、問題に関し
てより詳細を知ることができる、技術的な表示を見 ることができます。この表示では、 Pandora FMS
が CRM、ERP、SAP サーバ、データベース (MySQL、Oracle など)、その他サーバやルータ、 PC と
いったデバイスなど多くのソースから収集したデータが示されています。
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また、以下に示すようなサポートサービスのマップも作成します。ご覧の通り、サポートサービスの
重要なパラメータが表示され、すべてが緑で問題無いことを示しています。

最後に、次に示すような管理サービスのマップを作成します。こちらもまた、重要なパラメータが表
示され、すべてが緑で問題無いことを示しています。
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さらに、全てのサービスの全体のマップを作成します。次の画像に示します。このマップでは 、
Chip Company のそれぞれのサービス状態と構造を見ることができます。また、それぞれのアイコン
をクリックすると、それぞれのサービスマップを見ることができます。それ ぞれのサービスの状態は 、
それぞれのサービスのマップで見たものと同じで、管理およびサポートサービスには問題がありま
せんが、オンラインショップサービ スには問題が発生しています。ご覧の通り、サービスの状態が
構造的にトップまで影響しています。

414

Pandora FMS におけるサービス

18.2. Pandora FMS におけるサービス
18.2.1. Pandora FMS でのサービスの動作
Pandora FMS でのサービスのモニタリングは、ある特定の値だけのモニタリングではなく、異なる種

類の要素グループのモニタによる複数の障害情報に基づいて実現します。
サービスモニタリングどのように構成されるのか理解しやすいように、例を示します。
我々は、サービスとしてのウェブクラスタが正常かどうかをモニタしたいとします。 このクラスタは、
以下の要素から構成されます。
•
•
•
•
•

HA 構成の 2 つのルータ
HA 構成の 2 つのスイッチ
20 の apache サーバ
4 つの Weblogic アプライアンスサーバ
2 つのストレージノードと 2 つの SQL プロセスノードから成る 1 つの MySQL クラスタ

それぞれの要素は個別にモニタリング可能です。実際、最初にサービスモニタリングを有効にする
必要がありますが、サービスに含まれるそれぞれの要素は、 Pandora で個別にモニタします。これ
は、サービスモニタリングの前に設定することです。
サービスモニタリングの概念として必要なこととして、このような疑問がでてきます。例えば、 20 の
apache サーバのうちの一つなど、一つの項目が障害状態だったとしても、全体としては障害では
無いのではないだろうか。実際に、よくダウンするとしても 20 ノードあるので警告でもないのではな
いだろうか。1 ノードのダウンに対して警告は発するべきではありません (警告が 寝てる誰かを起こ
すことを考えてください)。実際、サービスは冗長化されており、より安全になっており、緊急作業は
不要です。よりクリティカルな要素 (ルータなど) がダウンしたときや、 4,5 台の複数のウェブサーバ
ダウンしたときに警告を発するべきです。
次のように、それぞれの要素に "ウエイト" を付与します。
•
•
•
•

スイッチおよびルータ: 個々の障害状態の時は 5 ポイント、警告状態の時は 3 ポイント
ウェブサーバ: 個々の障害状態の場合は 1.2 ポイント、警告状態はポイント無し
WebLogic サーバ: 個々の障害状態の場合は 2 ポイント
MySQL クラスタ: それぞれのノードに 5 ポイント、警告状態で 3 ポイント

サービスを警告状態と判断する閾値を 4、障害状態と判断する閾値を 6 とします。すべてのモニ
タリング要素が正常であれば、サービスも正常です。
1 台の apache サーバダウンが発生した場合は次のようになります。
• 1 x 障害状態の Apache サーバ x 1.2 ポイント = 1.2 となり、ここで、 1.2 < 4 (警告) であるため、

サービスの状態はまだ正常です。
ウェブサーバと Weblogic サーバがダウンすると次のようになります。
• 1 x 障害状態の apache サーバ x 1.2 ポイント = 1.2
• 1 x 障害状態の Weblogic サーバ x 2 = 2

合計すると 3.2 となり、まだ < 4 です。そのため、サービスの状態はまだ正常です。オペレータが
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起きる必要はありません。
2 台のウェブサーバと、1 台の Weblogic サーバがダウンすると次のようになります。
• 2 x 障害状態の Apache サーバ x 1.2 ポイント = 2.4
• 1 x 障害状態の Weblogic サーバ x 2 = 2

この場合、4.4 > 4 となり、サービスが警告状態になります。オペレータはまだ緊急の SMS を受信
しませんが、少なくとも誰かがメールを受け取ります。引き続き例を見ていきましょう。
上記の状態に加え、1 台のルータがダウンすると次のようになります。
• 2 x 障害状態の Apache サーバ x 1.2 ポイント = 2.4
• 1 x 障害状態の Weblogic サーバ x 2 = 2
• 1 x 障害状態のルータ x 5 = 5

合計ポイントは 9.4 となり、障害状態の閾値である 8 を越えています。サービスは障害状態となり、
オペレータは起きることになります。
サービスモニタリングは、エンタープライズ版の Pandora FMS のみにある機能です。

18.2.2. 新たなサービスの作成
18.2.2.1. Pandora FMS バージョン 5 以降
サービスは、以下を表すことができます。
• モジュール
• エージェント
• 他のサービス

サービスの値は、予測モジュールのデフォルト間隔で予想サーバを使って計算されます。
それぞれのサービスには、作成したサービスをモニタするのに必要な全てのモジュール、エー
ジェント、サブサービスを追加することができます。例えば、オンラインショップをモニタしたい場合 、
それに関連するモジュール、通信などをモニタするサブサービスなどが必要です。
新たなサービスを作成するには、操作メニューのサービスタブをクリックし、作成ボタンをクリックし
ます。
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定義済みのサービス一覧が表示されます。以下はサービス定義が無い例です。

新たなサービスを作成するには、作成ボタンをクリックし、以下に示す画面に表示されるフォーム
に入力します。
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フィールドの意味は次の通りです。
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

名前(Name): サービス名。
説明(Description): サービスの説明。
グループ(Group): サービスのグループ。組織分けと SLA の条件設定に便利です。
自動計算(Auto calculate): デフォルトでチェックされており、サービスの障害閾値は 1 、
警告閾値は 0.5 です。また、いつでもサービスの要素を作成することができ、正常状態の
場合のウエイトは 0、警告状態は 0.1、障害状態は 1 が自動的に割り当てられます。
障害(Critical): 障害状態のウエイト閾値です。自動計算が有効の場合デフォルトで 1 とな
り、このフィールドは無効です。
警告(Warning): 警告状態のウエイト閾値です。自動計算が有効の場合デフォルトで 0.5
となり、このフィールドは無効です。
データ保存エージェント (Agent to store data): サービスモジュールを持つエージェント
です。サービスは、特別なモジュール (予測モジュール )にデータを保存します。なぜなら、
データを保存するモジュールおよび、サービスのアラート設定のために、エージェントが必
要だからです。
SLA 間隔(S.L.A. Interval): SLA 計算を行う時間間隔です。デフォルト値は 1 ヶ月です。
SLA 制限(S.L.A. limit): SLA が正常状態の閾値です。
警告サービスアラート (Warning Service alert): サービスが警告状態になった場合に利
用するアラートテンプレートです。
障害サービスアラート (Critical Service alert): サービスが障害状態になった場合に利用
するアラートテンプレートです。
SLA 障害サービスアラート (S.L.A. critical service alert): SLA 条件が満たされない場合
にアラートを発生させるためにサービスが利用するアラートテンプレートです。

ノードを追加するには、'要素設定(Config elements)' タブへ行きます。

次のような画面が表示されます。ここで、サービス要素を管理 (編集、追加、削除 )することができま
す。
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サービス設定ページでの重要なアイテムは次の通りです。
• タイプ(Type): モジュールまたはエージェント。エージェントサービスは全モジュールで動

作します。
• エージェント (Agent): エージェントの検索入力です。要素タイプがエージェントまたはモ
ジュールの場合のみ表示されます。
• モジュール(Module): 検索で選択したエージェントのモジュールのドロップダウンリストで
す。これは、モジュールタイプでサービス要素を編集または作成するときのみ表示されます 。
• サービス(Service): アイテムを作成するためのサービス一覧のドロップダウンリストです。ア

イテム作成またはサービスタイプ編集の場合のみ表示されます。ドロップダウンリスト に表
示されるサービスは、すべてが依存サービスではないことに注意する必要があります。サー
ビス間の依存関係はツリー表示で見る必要があります。
• 障害ウエイト(weight on critical): 障害状態の場合の要素のウエイトで、自動計算が設定
されている場合は、デフォルトは 1 で操作できません。
• 警告ウエイト(wight on warning): 警告状態の場合の要素のウエイトで、自動計算が設定
されている場合は、デフォルトは 0.5 で操作できません。
• 正常ウエイト(weight on "OK"): 正常状態の場合の要素のウエイトで、自動計算が設定さ
れている場合は、デフォルトは 0 で操作できません。
このページでサービスアイテムを作成すると、次のような画面で一覧が表示されます。
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18.2.2.2. Pandora FMS 4.x
モジュールの関連付けで表現されるサービスの値は、リアルタイムで計算されます。そのため、最
初に必要なことは、サービスを構成するデバイスが、正常、警告、障害の 3 つの状態を持つように
することです。これらについてより詳しくは、 Pandora FMS でのモニタリング および ポリシーを使っ
たモニタリング を参照してください。
すべてのデバイスのモニタ設定を行ったあと、サービスとしてそれらをグループ化することができま
す。それぞれのサービスでは、サービスをモ ニタするのに必要なモジュールを追加することができ
ます。例えば、オンラインショップサービスをモニタしたい場合、コンテンツやその他通信の状態な
どをモ ニタするモジュールが必要です。次のステップでは、 Pandora FMS でのサービスの作成の
仕方を見ることができます。
新たなサービスを作成するには、システム管理 (Administration) メニューのサービス (service) タ
ブをクリックします。
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サービス一覧が表示されます。以下の例では、サービスが定義されていません。

新たなサービスを作成するのは、作成 (Create) ボタンをクリックします。以下に示すフィールドを入
力し、サービスを作成します。

この時点では、アイテム無しでサービスが作成されています。そこでサービスにアイテムを追加す
る必要があります。新たなアイテムを追加するには、サービス管理タブの右上にあるオレンジのス
パナアイコンをクリックします。すると、以下のようなフォームが表示されます。 このフォームでは、
追加したいエージェントのモジュールを選択する必要があります。また、このモジュールに関する、
正常、警告、障害状態に対応するウエイトを入力する必要があります。大きくするとサービス内でよ
り重要となります。
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すべてのフィールドに入力したら、作成 (Create) ボタンをクリックします。成功メッセージと共に、次
のような画面が表示されます。

サービスをモニタするために必要なアイテムを全て追加します。例えば、このサービスでは次の例
に示すような要素とウエイトを設定しました。

サービスを作成すると、操作(Operation)メニューのサービス(Service)タブがクリックできます。
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以下に示すように、サービス操作一覧が表示されます。表示内容はリアルタイムで生成され、表示
されるパラメータは次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•

名前(Name):サービスの名称です。
説明(Description):サービスの説明です。
グループ(Group):サービスが属するグループです。
障害(Critical):サービスが障害状態となる閾値です。
警告(Warning):サービスが警告状態となる閾値です。
値(Value):サービスの値です。リアルタイムで計算されます。
状態(Status):サービスの値や障害状態、警告状態を元にした、サービスの状態です。

サービス名をクリックすると、それのサービスビューが表示されます。サービスの値は、それぞれの
モジュールの状態に関連付けられたウエイトの合計で計算されます。サービスモジュールの状態
は、その値に関連付けられます。サービスモジュールは、次のパラメータで設定します。
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•
•
•
•
•
•
•
•

エージェント名(Agent Name): モジュールが設定されるエージェントの名前です。
モジュール名(Module Name): モジュールの名前です。
説明(Description): 任意の説明です。
障害ウエイト(Weight Critical): モジュールが障害状態となるウエイトです。
警告ウエイト(Weight Warning): モジュールが警告状態となるウエイトです。
正常ウエイト(Weight Ok): モジュールが正常状態となるウエイトです。
データ(Data): モジュールの値です。
状態(Status): モジュールの状態です。

すべてのサービスを作成したら、いつでもサービスの状態を表示するビジュアルマップを作成する
ことができます。 Pandora FMS のビジュアルマップに関する詳細は、データ表示とレポートを参照
してください。
このツールで、概要で示した Chip Company のサービスを説明するマップを作成しています。以下
に Chip Company のサービスのマップを示します。
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さらに、より技術的なマップが必要であれば、 Pandora FMS のビジュアルマップコンソールでより詳
細なマップを作成することもできます。アイコン、グラフ、状態を示すアイコン、タグ、データ等を追
加できます。以下 の画像では、全てのデバイスの状態を含むオンラインショップサービスの技術
マップを示します。

425

Pandora FMS におけるサービス

18.2.3. サービスグループ
サービスは、企業のビジネスにおける要素となる論理的なグループとして考えることができます。
サービス単体では全体を表現できないため、サービスの グループを作成する必要があるでしょう。
サービスグループを作成するには、既存のエージェントにそれぞれのサービスを追加する必要が
あります。この場合、 サービスはエージェントのモジュールになります。
これらのグループは、ビジュアルマップの作成、アラートの設定、モニタリングポリーの適用などの
助けになります。 ERP において技術的問題が発生したために、営業の人が業務を出来なかったり 、
ある拠点が業務を出来ないというような、企業としてのクリティカルな状態の時に、 アラームを実行
するアラートを作成することができます。
より解りやすいように、以下にサービスグループの例を 2 つ示します。
18.2.3.1. 同一企業内の複数サービス
前述の例で、セールスマンが WEB サービスを顧客に売り、顧客管理に CRM にアクセスすると仮
定します。
我々の CRM サービスは次のシステムから成り立っています。
• HA 構成の 2 つのルータ
• 2 台の Apache ウェブサーバ
• データノード 2 台、SQL ノード 2 台の MySQL クラスタ
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例えば、CRM サービスを作成して、CRM アーキテクチャが監視されていると仮定します。
この時、2 つのサービスが存在します。
1. ウェブクラスタサービス (顧客向け)
2. CRM サービス (営業部門向け)

サービスグループを使う最も良いオプションとしては、クラスタサービスと CRM サービスを茂モ
ジュールとして持つ "Company" といった名前の新たなエージェントを作成することです。つまり、
サービスは、このような方法でグループ化します。

18.2.3.2. 複数拠点での異なるサービス
他の例として、それぞれのサービスを提供している企業の異なる拠点をモニタするとします。
例えば、3 拠点で CRM、ERP および内部ウェブのサービスがあるとします。サービスは、それぞれ
の拠点ごとのニーズで設定されています。ここで、それぞれの拠点のサービスを次の図のようにモ
ニタリングします。
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しかし、Pandora FMS 内で、企業の組織に近い形で、それぞれの拠点のサービスをグループ化し
て表現するロジックが必要です。そうするためには、それぞれの拠点ごとに、それぞれ のサービス
をモジュールとして持つエージェントを作成します。この方法を使うと、次のようなグループになりま
す。

サービスをグループ化するこのような方法で、 Pandora FMS 内に実際の構造を論理的に表現する
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ことができます。これで、全てのサービスをモニタリングすることができます。

18.2.4. サービス表示
18.2.4.1. Pandora FMS 5 およびそれ以上のバージョン
これ以降のバージョンでは、サービスを表示する複数の方法があります。ツリー表示と一覧表示で 、
サービスの状態の見方を選択できます。
全サービスの一覧表示

ユーザが参照可能(アクセス制御があります)なサービス一覧です。
この表示をするには、操作 (Operation) メニュー >> モニタリング (Monitorization) >> サービス
(Services) へ行きます。

それぞれの行がサービスで、カラムは次の通りです。
名前(Name): サービス名。
説明(Description): サービスの説明。
グループ(Group): サービスが所属するグループのアイコン。
障害(Critical): サービスが障害状態になるウエイトの合計の閾値。
警告(Warning): サービスが警告状態になるウエイトの合計の閾値。
値(Value): サービスのウエイトの合計値。
状態(Status): サービスの状態を表現するアイコン。以下の 4 種類があります。
• 赤: 障害閾値を超え、サービスが障害状態にある場合。
• 黄色: 警告閾値を超え、サービスが警告状態にある場合。
• 緑: サービスが正常状態の場合。
• グレー : サービスが不明状態の場合。これは、サービスが作成されたばかりでモ
ジュールを含んでない場合または、予測サーバがダウンしている場合です。
• SLA: サービス SLA の現在の値。とりうる値は次の通りです。
• OK: SLA サービスで定義された間隔で SLA の条件に適合している場合。
• INCORRECTO: SLA サービスで定義された間隔で SLA の条件に適合していない
場合。
• N/A: 計算のための十分なデータが無く、SLA が不明状態の場合。
•
•
•
•
•
•
•
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サービスとその要素の一覧表示

この表示をするには、全サービス表示でサービス名をクリックするか、サービス名の近くの虫眼鏡
アイコンをクリックします。

2 つのパートに分かれており、前述の表示と同じカラムと、以下に示すサービスの要素一覧のカラ

ムがあります。
• タイプ(Type): 要素のタイプを表すアイコン。モジュールを表すレゴブロック、エージェント
•
•
•
•
•
•

•

を表す積み重なったレゴブロック、サービスのネットワークダイアグラムアイコンです。
名前(Name): モジュール / エージェント / サービスの名前を含んだテキストです。それぞ
れのセクションへのリンクもあります。
説明(Description): 説明のテキストです。
障害ウエイト(Weight critical): 要素が障害状態の合計値です。
警告ウエイト(Weight warning): 要素が警告状態の合計値です。
正常ウエイト(Weight normal): 要素が正常状態の合計値です。
データ(Data): エレメントの値で、次のいずれかです。
• モジュール(Module) モジュールの値。
• エージェント(Agents) エージェントの状態を表すテキスト。
• サービス(Service) 選択したサービスの要素の全ウエイトの合計。
状態(Status) 要素の状態を色とともに表すアイコン。
サービス要素の計算は、予測サーバによって実施されることに注意してください。リア
ルタイムのデータではありません。また、サービスにエージェントが追加された場合、
サービスのウエイトは、計算が再実行されるまで更新されないことに注意してください。

サービスマップ表示

この表示をするには、次の画面に示すサービス操作画面のヘッダーのタブをクリックします。
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ここでは、次の画面のようにサービスをツリー構造で表示します。これにより、サービスがどのような
要素で構成されているかを一目で素早く確認することができます。

ノードの種類は次の通りです。
• モジュールノード (Module node) ハートビートアイコンで表示されます。このノードは常に

末端です。
• エージェントノード(Agent node) CPU ボックスアイコンで表示されます。このモジュールは
常に末端です。
• サービスノード(Service node) ハンマーとスパナアイコンで表示されます。他のノードを含
む必要があります。
ノードの色とそれぞれがサービスに接続している線は、ノードの状態に依存します。
ノード内は次の通りです。
• タイトル(Title) サービス / エージェント / モジュールノードの名前。
• 値一覧(Value list)
• 障害(Critical): 障害状態になるウエイトの合計です。ルートサービスノードの場合

は、障害状態になる閾値を表します。
• 警告 (Warning): 警告状態になるウエイトの合計です。ルートサービスノードの場

合は、警告状態になる閾値を表します。
• 正常(Normal): 正常状態になるウエイトの合計です。ルートサービスノードの場合

は何も表示しません。
• 不明(Unknown): 不明状態。ルートサービスノードの場合は、不明状態になる閾

値を表します。
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ツリー内の各ノードはクリックすることができ、ノードの操作画面へのリンクになっています。
ビジュアルコンソールでのサービス

Pandora FMS バージョン 5 以降では、マップ内の他のアイテムのように、ビジュアルコンソールに

サービスを追加することができます。

To create a service on a map, the process is the same as for all other items of the visual map.

次の設定があります。
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• ラベル(Label): ビジュアルコンソールノードに表示するタイトル。
• サービス(Service): 表示するサービス。

サービスのどは、他のビジュアルマップへはリンクできないことに注意してください。リンクは、サー
ビスツリー表示になります。

18.3. Pandora サーバ
予測サーバが起動しており、 Pandora FMS Enterprise 版がインストールされていることが必須です。
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19 SNMP トラップの操作
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概要

19.1. 概要
Pandora FMS には、モニタリング対象から送られてくるトラップを表示するトラップ受信コンソール
があり、また、トラップに対してアラートを設定することができます。 SNMP トラップは、Pandora サー
バを起動した時に実行される Pandora FMS の SNMP サーバにより、 OS のデーモンを通して受信
します。このサーバは、常にトラップを /var/log/pandora/pandora_snmptrap.log に記録します。

トラップは、常に生データで受信されます。つまり、数値 OID で受信します。ただし、 OS に MIB
ファイルがインストールされている場合は、文字に変換することができます。エンタープライズ版の
Pandora FMS の SNMP コンソールでは、トラップをより認識しやすいように、 OID を数値や文字で
表したり、何らかの説明をつけたりする ("インターフェースダウン " など) ためのルールを設定でき
ます。このようなルールを自動的に定義するために、 Pandora FMS はトラップのベンダ MIB を読
み込むことができます。

19.2. トラップ受信コンソールへのアクセス
トラップコンソールへアクセスするには、操作メニューから、 SNMP コンソール(SNMP Console) をク
リックします。受信したトラップ一覧が表示されます。イベントと同じように、全トラップ情報を表示す
ることができるアイコン(目)があります。ここ で、SNMP トラップの詳細を見ることができます。

それぞれのトラップで、次のカラムが表示されます。
Status

承諾されたトラップは緑の四角で、そうでないものが赤の四角です。
SNMP エージェント(SNMP Agent)

トラップを送信したエージェントです。 SNMPv1 トラップでは PDU (Protocol Data Unit) の agentaddr フィールド、それ以外の場合はパケットのソースアドレスになります。
OID

トラップの OID です。 SNMPv1 トラップでは PDU の enterprise フィールド、それ以外の場合は
snmpTrapOID フィールドが使われます。
値(Value)
トラップの値です。トラップはこのフィールドに対してのみデータを送ることができます。
カスタム OID (Custom OID), カスタム値 (Custom Value)
トラップで送信されるカスタムフィールドです。これは、トラップを送るデバイスに依存した特別なロ
ジックで複雑なデータになることがあります。トラップは複数のデータをこのフィールドに送ることが
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できます。
タイムスタンプ(Time Stamp)
トラップを受信した時間です。
アラート(Alert)
アラート通知をしたトラップは黄色、そうでないものはグレーです。
アクション(Action)
トラップを削除したり承諾するフィールドです。
その上で、トラップのタイプによって異なる色で表示されます。
•
•
•
•
•

青: メンテナンストラップ
紫: 情報トラップ
緑: 正常トラップ
黄: 警告トラップ
赤: 障害トラップ

19.2.1. トラップフィルタリング
トラップコンソールの上に "Toggle Filter" というオプションが表示されています。このオプションをク
リックすることにより、トラップフィルタフィールドを表示したり隠したりできます。

次のフィールドにより、トラップコンソールのフィルタリングができます。
エージェント(Agent): Pandora エージェントが表示されるコンボボックスです。
OID: OID が表示されるコンボボックスです。
アラート(Alert): 通知済もしくは非通知のアラートを選択するコンボボックスです。
検索する値(Search value): 任意の検索文字列を入力するコンボボックスです。
重要度(Severity): メンテナンス、情報、正常、警告、障害のトラップのタイプを選択するコ
ンボボックスです。
• 状態(Status): 承諾済 SNMP アラート、未承諾、または全ての選択です。
• 検索語(Free search): トラップの文字フィールドの検索です。
• タイプ (Type): SNMP アラートのフィルタタイプです。 Cold start, Warm start, Link down,
Link up, Authentication failure その他を選択できます。
•
•
•
•
•

検索フィールドにはまた、 "ページ毎の表示件数(Block size of pagination)" というオプションがあり
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ます。これで、1 ページに表示するトラップの数を設定します。

19.2.2. トラップの承諾
効果的にトラップを管理するために、トラップを承諾する操作が可能です。これにより、管理者は、
すでに確認したトラップであるのか、そうでないのかを識別することができます。
トラップを承諾するためには、トラップの右にある緑の丸いボタンをクリックします。

複数のトラップをチェックし、"承諾する(Validate)" ボタンを押すことによってまとめて承諾することも
可能です。

19.2.3. トラップの削除
すでに対応したトラップについては、削除することも可能です。
トラップを削除するには、トラップの右にある赤い×印のアイコンをクリックします。

19.3. SNMP トラップアラート
特定のトラップを受信したときに、 Pandora FMS がそれを通知するように、トラップにアラートを関連
付けることができます。トラップに関連付けたアラートを管理するには、 SNMP -> SNMP アラートへ
行きます。 SNMP トラップは、共に同じアクションを利用したとしても、他のシステムアラートとは関
係がありません。
メール送信のテンプレートでは、通常のアラートとは異なる条件やフィールドがコマンドに渡される
ことに注意してください。SNMP アラートのアラートフィールドは、アラートのアクションでの定義を上
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書きします。また、 SNMP アラートに復旧通知はありません。あるトラップを受信する状態が改善し
た場合は、次のトラップは異なるトラップとして扱う必要があります。これらの関連を アラートにつけ
ることはできません。

19.3.1. アラートの作成 ( > v5.0 )
トラップに関連付けたアラートを追加するには、システム管理メニューの SNMP コンソール管理
(Manage SNMP Console)にて、"作成(Create)" をクリックします。
SNMP アラートトラップには、 SNMP トラップ内のデータを検索するのに利用できるいくつかの

フィールドがあります。フィールドは、別々にも組み合わせても利用できます。
• 説明(Description): アラートの説明です。
• OID: トラップの OID です。正規表現が使えます。正規表現を使わない場合は文字列の完
全一致になります。 OID の一部分を探す場合は、正規表現を使うべきです。例えば、 OID
に 1.21.34.2.3 が含まれるのを検索する場合は、正規表現で .*1.21.34.2.3.* とします。
• カスタム値/OID(Custom Value/OID): トラップの残りのフィールドである、 "Value" フィー
ル ド お よ び 、 "Custom OID" 、 "Custom Value" フ ィ ー ル ド を 検 索 し ま す 。 同 様 に 、
"Testing.*TRAP.*" という正規表現で "Testing TRAP" を検索できます。
• SNMP エージェント(SNMP Agent):トラップを送信するエージェントの IP です。同様に、

正規表現や文字列検索が使えます。
• ト ラ ップ タイ プ (Trap type): Cold Start, Warm start, Link down, Link up, Authentication
failuer などのトラップタイプによるフィルタです。
• 単一値(Single value): トラップの値によるフィルタです。この例では、 .666 で、MAIN OID
の値のみ参照し、カスタムデータの追加 OID は参照しないことに注意してください。
• カスタム OID/ データ #1-10(Custom OID/Data #1-10): マッチする正規表現で、 1 から
10 まであります。マッチすると、アラートが発報されます。設定した値は、 _snmp_fx_ マクロ
(_snmp_f1_, _snmp_f2_,...)で利用できます。マッチング対象として利用できるのは最初の
10 変数のみですが、マクロにはいくつでも(_snmp_f11_, _snmp_f12_, ...)指定できます。
• フィールド 1(Field 1): アラートのコマンドパラメータに指定するフィールド 1 です。イベント

のアクションを選択した場合は、イベントの説明です。
• フィールド 2(Field 2): アラートのコマンドパラメータに指定するフィールド 2 です。
• フィールド 3(Field 3): アラートのコマンドパラメータに指定するフィールド 3 です。
• 最小アラート数(Min. Number of Alerts): アラートを発生させるトラップの最小数を指定

します。
• 最大アラート数(Max. Number of Alerts): アクションの最大実行回数を指定します。
• 再通知間隔(Time Threshold): アラートカウンタをリセットする時間を指定します。このカ

ウントは、最小アラート数で利用されます。
• 優先度(Priority): アラートの優先度を指定します。
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• アラートアクション (Alert Action): アラート実行時のアクションを選択します。イベントを選

択すると、通常のアラート作成イベントは生成されません。
• 位置(Position): 低位のアラートが最初に評価されます。単一のトラップは、一つのアラー
トのみ発報可能です。(最初にトラップにマッチ)

この時、イベントとフィールド 1 を使ってアラートが定義された場合、次のようなイベントが発生しま
す。
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フィールドに入力したら、"作成(Create)" をクリックします。

19.4. トラップストーム保護
同一の発信元から来るトラップストームからシステムを守るために利用する 2 つのサーバパラメー
タがあります。これは、pandora_server.conf にて行う次の設定です。
• snmp_storm_protection: 同一の発信元 IP から指定した間隔 (以下参照 )内で処理す
る SNMP トラップの最大数です。
• snmp_storm_timeout: SNMP トラップストームから守る秒単位の間隔です。ここで指定
した時間の間は、同一発信元(IP)からは snmp_storm_protection で指定した数のトラップ

のみを処理します。

19.5. トラップの編集
モニタ対象デバイスから送られるトラップをオペレータがわかりやすくするために、 Pandora FMS に
ベンダー MIB をロードしたり、トラップを編集することができます。
これらは、Pandora FMS Enterprise の機能です。

19.5.1. トラップのリネーム/カスタマイズ
"トラップ編集(Editing traps)" では、コンソール内に存在するトラップをカスタマイズできます。

次の画面ショットを見ると、すべてのトラップは多くのデータを含んで受信しているため区別するの
が難しくなっています。これらをリネームし、大量のデータの代わりに "青い四角" で表し特定しや
すくできます。
トラップを編集するには、操作(Operation) > SNMP コンソール(SNMP Console) へ行き、選択したト
ラップの OID フィールドをクリックします。
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次のような画面が表示されます。

これにより、 SNMP コンソールが OID ".1.3.6.1.4.1.2789.2005" を検知すると、 "青い四角" で表示し
人が見やすくなります。内容 (オリジナルの OID を含む) は変更されません。
古いトラップは変更されないことに注意してください。この機能は、有効にした時点以降新たに受
信したトラップに対してのみ有効です。
同じ画面で、 "create trap" オプションで新たなトラップをゼロから作成することができます。それに
は、以下のスクリーン ショットのように、トラップエディターへ行きます。そこでは、トラップの定義を
置き換えたり削除したりできます。
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最後に、トラップの再定義の画面を示します。

19.5.2. ベンダー MIB のロード
(エンタープライズ版のみ)

このオプションによりトラップの MIB をアップロードすることができます。アップロードした MIB を用
いて Pandora FMS は自動的に受信したトラップを内部で文字列に変換します。
ベンダー MIB をアップロードするには、 "Examine" をクリックしてテキスト形式の MIB ファイルを選
択し、"MIB のアップロード(Upload MIB)" をクリックします。

アップロードが完了すると、システムはそれをトラップライブラリに取り込みます。

19.6. 複雑な SNMP トラップのアラート
トラップが正しく定義されている場合にのみ使われる前に述べたアラートには、復旧通知のための
関連データはありません。
しかしながら、いくつかの場合、次のような構造のトラップが見られます。
OID: .1.3.6.1.4.1.2789.2005 Value: 666 Custom data: 1.3.6.1.4.1.2789.2005.1 = STRING: "ID00342" .1.3.6.1.4.1.2789.2005.2 = STRING: "Automated check" .1.3.6.1.4.1.2789.2005.3 =
STRING: "NIC Offline" .1.3.6.1.4.1.2789.2005.4 = STRING: "4897584AH/345"

これは "複雑" なトラップで、OID および値の他に、他の OID や値を元にした複雑なデータを含ん
でいます。トラップは複雑なパートを含むことができ、 OID/値のペア (カウンタ、数値、文字、デー
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タなど) を元にした完全にランダムな構造です。
このトラップは、トラップコンソールでは次のように表示されます。

拡張情報 (Custom data) を見てみると、いくつかの有用なデータが含まれています。インスタンス
では、 OID が 2005.1 で終わっている最初のフィールドは、識別子のように見えます。 OID が
2005.3 で終わっている 3 つ目のフィールドは、エラーメッセージのように見えます。フィールド 2 と
4 は、我々にとって不明なコードであり、使い道が無さそうです。
トラップのテキストデータの特定の部分を使って、トラップからイベントを生成できるということを考え
てみましょう。次のような情報を含むイベントを生成したいと仮定します。
Chassis Alert: <error message> in device <identifier>

取得したデータにマッチさせてアラートを生成し、またデータを使ってアラート内のメッセージを生
成します。 Pandora FMS では、セレクタを用いて、高度な正規表現にて実現することができます。
正規表現に関する詳細はこちらを参照してください。 [1].
() を使ったセレクタでは、検索の表現を使って情報のコピーができます。

フィールド 1 と 3 を取得するための正規表現は次のようになります。
.*.1.3.6.1.4.1.2789.2005.1 \=
STRING\: \"([\sA-Za-z]+)\".*

STRING\:

\"([0-9\-\_A-Za-z]+)\".*.1.3.6.1.4.1.2789.2005.3

\=

データフィールドを取得したら、それをアラートで利用する必要があります。この目的のためには、
特別なマクロ _snmp_f1_ 、 _snmp_f2_ および _snmp_f3_ を利用します。これらのマクロは 、
SNMP トラップアラート以外では無視されます。
メッセージを生成するために、次のような文字列を使います。
Chassis Alert: _snmp_f2_ in device _snmp_f1_

結果、次のようなアラート定義になります。
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また、イベントビューワでは次のようになります。

この種類のアラートをうまく作成するためには、正規表現の知識が必要です。不正な場所にス
ペースや記号、その他文字が入っていたりすると、正しく動作しません。 SNMP アラートでは、正
規表現を利用している意味を常に意識してください。 正規表現を使って簡単にアラートを生成す
るには、次のようにします。
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このアラートは、前の物と互換性がありますが、同じトラップに対して、 2 つの異なるイベントが表示
されます。

19.6.1. 追加の例
別の例です。特定のトラップで受信するインタフェース名に関する情報を送信するメールアラート
を利用します。トラップ受信時に、デバイス名、IP およびインタフェース名をメール送信します。
以下は、スイッチから受信したトラップです。

これは、受信したメールです。

以下がトラップの設定です。
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19.7. Pandora アラートとトラップの関係 / SNMP エージェントのト

ラップ転送
トラップに定義されたアラートは、 Pandora のアラートエンジンとは完全に独立しています。そのた
めに、"温度が 29 度に達したらアラート上げるといったことや、冗長化電源ダウンのトラップを受信
したときにアラートを上げる " といったことがアラート管理からは設定できません。この種のアラート
は、Pandora FMS のモジュールとは独立しており、トラップコンソールも、これらの要素に関連して
いません。
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SNMP コンソールからフォワードされたトラップを含む、特殊な SNMP トラップモジュール:

これを解決するために、 "エージェントへの SNMP トラップ転送 (Agent SNMP Trap Forwarding)" と
いう手法が存在します。このオプションは、トラップの発信元 IP アドレスが特定のエージェントのア
ドレスであった場合、トラップをそのエージェントの "SNMPTrap" という名前のモジュールへ文字列
として転送します。この場合は常に、トラップはエージェントのモジュールにてテキストで受信しま
す。モジュールは、最初の トラップを受信したときに定義されます。
テキストのアラートは、通常のモジュールにおける標準的な方法で定義できます。これにより、別の
発信元からのトラップを、それぞれ別のモジュールで扱うための SNMP モニタリングのカスタマイ
ズが可能です。それにより、アラートの設定もそれぞれ可能になります。
SNMP トラップデータサンプル:

これは、エンタープライズ版の機能です。次のように、メインの設定画面で有効にできます。

エージェントへのトラップフォワーディングを有効にするオプション設定:

設定を変更したら、有効にするためには Pandora FMS サーバを再起動する必要があります。
ほかには、エージェントのモジュールに、トラップを関連付ける手段もあります。例えば、トラップ受
信で何らかのログファイルに "1" を書くようにし、それを読むモジュールを定義します。この方法に
より、想定したトラップを受信したときにモジュールの状態が変化するようになり、トラップ の受信と
関連付けることができます。
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19.8. サーバでのトラップフィルタリング
数多くのトラップを受信するシステムでは、その一部のみに注目したい場合があります。 Pandora
FMS バージョン 3.2 からは、不要な負荷を避けるために特定のトラップをフィルタリングして、自動
的に除外できます。
システム管理メニューの、SNMP コンソール管理 > SNMP フィルタより、複数のフィルタの定義が可
能です。フィルタの条件にマッチしたトラップは SNMP コンソールに表示されなくなります。

サ ー バ ー が 受 信 し た ト ラ ッ プ は す べ て SNMP ト ラ ッ プ ロ グ フ ァ イ ル ( デ フ ォ ル ト で は
/var/log/pandora/pandora_snmptrap.log) に書き込まれます。フィルタは、このファイルの各エント
リに対する正規表現として定義します。
SNMP トラップログのエントリのフォーマットは次の通りです:
SNMPv1 トラップ
%4y-%02.2m-%l[**]%02.2h:%02.2j:%02.2k[**]%a[**]%N[**]%w[**]%W[**]%q[**]%v\n

SNMPv2 トラップ
%4y-%02.2m-%l[**]%02.2h:%02.2j:%02.2k[**]%b[**]%v\n

フォーマット中の%表記の意味は次の通りです:
•
•
•
•
•
•
•

%y: 現在の年
%m: 現在の月 (数字)
%l: 現在の月の日にち
%h: 現在の時間
%j: 現在の分
%k: 現在の秒
%a: 発生元アドレス (バージョン 1 のトラップのみ)
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•
•
•
•
•
•

%a: 発生元アドレス (パケットのソースアドレス)
%N: OID
%w: トラップの種類 (数値)
%W: トラップの説明
%q: トラップのサブ種類 (数値)
%v: タブで区切られたトラップ変数 (variable bindings)のリスト (カスタム OID)

SNMPv2 トラップでは、 %v の 2 番目のパラメータがトラップの OID に、3 番目以降のパラメータが

実際のトラップ変数リストになります。
例えば、192.168.1.1 のホストから送られるすべてのトラップを除外するには、次のように設定します 。

19.9. 外部 SNMP トラップハンドラ
SNMP コンソールはトラップを受け取るだけで、それを個別の要素として処理します。しかし、一つ

のトラップには、多くの情報が含まれています。 時々、モニタリング手段がトラップだけの場合が存
在します。その場合、トラップから外部スクリプトを実行させるように、プラグインとして情報の事前
処理を行うことができます。
トラップの詳細データを処理するために、アラートの結果としてトラップのすべてのデータをスクリプ
トへ渡すことができます。以下に例を示します。これは、Pandora の SNMP コンソールログで見るこ
とができるトラップビューです。
2010-08-26 12:01:46 pandora 10.201.246.2 .1.3.6.1.4.1.1722 .1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.1 233 .
1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.3 = STRING: AIX_Software_Failure .1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.2 = STRING:
08 25 2010 08:23:43:697685 .1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.8 = STRING: 1: A software error PERM
with label CORE_DUMP, identifier C69F5C9B occurred at Wed Aug 2 5 10:22:28 DFT 2010 on
dvs02 for resource SYSPROC. Cause is SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED. .
1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.6 = STRING: 8 .1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.11 = STRING: An application may
not work properly .1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.10 = STRING: An application may not work properly .
1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.12 = INTEGER: 4 .1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.1722
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スクリーンショットで、 どのようにアラートを作 成するかがわかると思います。トラップの 内容
(_data_) に応じてスクリプトを実行します。また、 SNMP アラートが作成されます。この場合、特定
の OID (.1.3.6.1.4.1.1722.2.10.1.1.1) にマップされます。マップする OID の範囲を広くすることも可
能で、例えば、(.1.3.6.1.4.1.1722) を指定すれば、この OID すべてのトラップ (AIX の特定 MIB の
一部を想定) でスクリプトが呼び出されるようになります。
データを処理するスクリプトが実行されます。トラップを分析して、エージェントからのデータ受信の
ように、 /var/spool /pandora/data_in に XML ファイルを置くことによって、 Pandora FMS に直接
データを渡すこともできます。例えば、トラップの情報から、複合情報を生成する場合の基本的な
スクリプトは、次のようなものです。
• オリジナル IP アドレス
• メインイベント (コールドスタート)
• イベント詳細 : AIX_Software_Failure, 1: A software error PERM with label CORE_DUMP,
identifier C69F5C9B occurred at Wed Aug 2 5 10:22:28 DFT 2010 on dvs02 for resource
SYSPROC. Cause is SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED, An
application may not work properly, An application may not work properly.

これらのデータをパースするスクリプトを作る場合、例えば "miscript.pl" というスクリプトであれば、
/var/spool/pandora/data_in にランダムな番号をつけたファイル名で XML ファイルを書くようにし
ます。 例えば、snmp_gateway.31415.data です。
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生成した XML ファイルは次のようになります。
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<agent_data description='' group='' os_name='aix' os_version='' interval='300'
version='3.1(Build 100608)' timestamp='2010/08/26 12:20:26'
agent_name='10.201.246.2'>
<module>
<name><![CDATA[Critical_Event]]></name>
<description><![CDATA[]]></description>
<type>async_proc</type>
<data><![CDATA[1]]></data>
</module>
<module>
<name><![CDATA[events]]></name>
<description><![CDATA[]]></description>
<type>generic_string</type>
<datalist>
<data><value><![CDATA[AIX_Software_Failure]]></value></data>
<data><value><![CDATA[A software error PERM with label CORE_DUMP, identifier
C69F5C9B occurred at Wed Aug 2 5 10:22:28 DFT 2010 on dvs02 for resource
SYSPROC.]]></value></data>
<data><value><![CDATA[Cause is SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED, An
application may not work properly, An application may not work
properly.]]></value></data>
</datalist>
</module>
</agent_data>

アプリケーションは何でも実現できカスタマイズ可能です。とても強力な構造になっています。多く
のシステムでは、情報はテキストだけではなく数値で も取得できます。グラフを書きたい場合等で
は、数値情報のモジュールを利用します。なお、全てのデータは常に非同期であることに注意して
ください。

19.9.1. 実例: トラップを用いた ESX のモニタリング
最も問題となりうるモニタリングの一つに、 VMware ESX のようにバージョンによって情報の収集方
法が異なるベンダが提供のシステムがあります。この章では、外部 SNMP トラップハンドラを使っ
て、ESX システムをモニタする方法を説明します。
ESX のトラップは次のようになっています。
.1.3.6.1.4.1.6876.4.3.301 = STRING: "host" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.302 = STRING: "c7000-0601.tsm.inet" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.303 = "" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.304 = STRING: "Green" .
1.3.6.1.4.1.6876.4.3.305 = STRING: "Yellow" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.306 = STRING: "Host cpu usage
- Metric Usage = 1%"
.1.3.6.1.4.1.6876.4.3.301 = STRING: "host" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.302 = STRING: "dl36000.tsm.inet"
.1.3.6.1.4.1.6876.4.3.303
=
""
.1.3.6.1.4.1.6876.4.3.304
=
STRING:
"Yellow".1.3.6.1.4.1.6876.4.3.305 = STRING: "Green" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.306 = STRING: "Host
memory usage - Metric Usage = 84%"
.1.3.6.1.4.1.6876.4.3.301 = STRING: "host" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.302 = "" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.303 =
"" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.304 = STRING: "Red" .1.3.6.1.4.1.6876.4.3.305 = STRING: "Green" .
1.3.6.1.4.1.6876.4.3.306 = STRING: "Datastore usage on disk - Metric Storage space actually used =
55%"
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見ての通り、トラップに CPU、ディスク、メモリ の情報がまとめられています。トラップの内容を分析
し、XML ファイルを作成する小さなスクリプトを書き、トラップハンドラにすることを考えます。トラッ
プハンドラの書き方は共通です。手順は 4 つのステップとなります。
1. ハンドラスクリプトを作成します。以下に示すスクリプトを参考にしてください。
2. アラートコマンドを作成します。
3. 上記のコマンドを使って、アラートアクションを作成します。必要に応じて適用先のエージェ
ントを指定します。(複数の ESX がある場合は、それぞれ別のエージェントに適用したいよ
うな場合もあるかもしれません。)
4. エンタープライズ OID (この手法でモニタする全トラップのもの ) および発信元 IP アドレス
にマップする SNMP トラップアラートを作成します。

では、トラップハンドラを作成する、最初のステップを見てみましょう。
19.9.1.1. トラップハンドラ: esx_trap_manager.pl
#!/usr/bin/perl
# (c) Sancho Lerena 2010 <slerena@artica.es>
# Specific Pandora FMS trap collector for ESX
use POSIX qw(setsid strftime);
sub show_help {
print "\nSpecific Pandora FMS trap collector for ESX\n";
print "(c) Sancho Lerena 2010 <slerena@artica.es>\n";
print "Usage:\n\n";
print "
esx_trap_manager.pl <destination_agent_name> <TRAP DATA>\n\n";
exit;
}
sub writexml {
my ($hostname, $xmlmessage ) = @_;
my $file = "/var/spool/pandora/data_in/$hostname.".rand(1000).".data";
open (FILE, ">> $file") or die "[FATAL] Cannot write to XML '$file'";
print FILE $xmlmessage;
close (FILE);
}
if ($#ARGV == -1){
show_help();
}
$chunk = "";
# First parameter is always destination host for virtual server
$target_host = $ARGV[0];
foreach $argnum (1 .. $#ARGV) {
if ($chunk ne ""){
$chunk .= " ";
}
$chunk .= $ARGV[$argnum];
}
my $hostname = "";
my $now = strftime ("%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime());
my $xmldata = "<agent_data agent_name='$target_host' timestamp='$now' version='1.0'
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os='Other' os_version='ESX_Collectordime ' interval='9999999999'>";
if ($chunk =~ m/.1.3.6.1.4.1.6876.4.3.302 \= STRING\: ([A-Za-z0-9\-\.]*)\s\.1/){
$hostname = "_".$1;
}
if ($chunk =~ m/Host cpu usage \- Metric Usage \= ([0-9]*)\z/){
$value = $1;
$module_name = "CPU_OCUPADA$hostname";
}
if ($chunk =~ m/Host memory usage \- Metric Usage = ([0-9\.]*)\z/){
$value = $1;
$module_name = "MEMORIA_OCUPADA$hostname";
}
if ($chunk =~ m/Datastore usage on disk \- Metric Storage space actually used \=
([0-9\.]*)\z/){
$value = $1;
$module_name = "DISCO_OCUPADO$hostname";
}
$xmldata .=
"<module><name>$module_name</name><type>async_data</type><data>$value</data></module
>\n";
$xmldata .= "</agent_data>\n";
writexml ($target_host, $xmldata);

19.9.1.2. ステップ 2: アラートコマンドの作成
この例では、コマンドスクリプトを /tmp に置いています。 (実際には、より安全な場所に置いてくだ
さい。) そして、それに実行権限を与えます。(chmod 755)

19.9.1.3. ステップ 3: アラートアクションの作成
特定のエージェントのトラップの情報を送信するアクションを作成します。この場合、情報は
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WINN1247VSR というエージェントに送られます。上記のコマンドは、エージェント名をパラメータと
して受け取り、(ESX バーチャルセンターの) 全ての情報を処理し、トラップからのデータを分割しま

す。特に制限はなく、トラップで送られる全ての情報を処理します。

19.9.1.4. ステップ 4: SNMP アラートの作成
作成したアクションを使って、トラップのアラートを設定します。
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ESX の 全 て の ト ラ ッ プ を 処 理 す る た め に 、 ESX の ト ラ ッ プ に マ ッ プ す る OID で あ る .
1.3.6.1.4.1.6876.4.3.301 を指定します。 IP アドレスフィルタリングにより、それぞれの VirtualCenter
のソース IP アドレスでフィルタリングすることもできます。

19.9.1.5. データの表示
以下に情報の参照例を示します。これにより、通常のモジュールとして管理できます。
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19.10. SNMP trap 転送 ( > v5.0 )
Pandora FMS では、Pandora サーバの設定ファイルで snmp_forward_trap トークンを有効にする
ことにより、SNMP trap を外部のホストへ転送することができます。

19.10.1. SNMP v1 を使った trap 転送設定例
snmp_forward_trap 1
snmp_forward_ip 192.168.1.145
snmp_forward_version 1
snmp_forward_secName
snmp_forward_engineid
snmp_forward_authProtocol
snmp_forward_authPassword
snmp_forward_privProtocol
snmp_forward_privPassword
snmp_forward_secLevel

19.10.2. SNMP v2c を使った trap 転送設定例
snmp_forward_trap 1
snmp_forward_ip 192.168.1.145
snmp_forward_version 2c
snmp_forward_secName
snmp_forward_engineid
snmp_forward_authProtocol
snmp_forward_authPassword
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snmp_forward_privProtocol
snmp_forward_privPassword
snmp_forward_secLevel

19.10.3. SNMP v3 を使った trap 転送設定例
この例は、 SNMP v3 trap の知識が必要になるため特に難しいです。リモートの SNMP エージェン
トが snmp_forward_ip で定義されており、次の設定が /etc/snmp/snmptrapd.conf ファイルに書か
れていることを想定します。
createUser -e 0x0102030405 myuser MD5 mypassword DES myotherpassword

Pandora サーバの設定ファイルは次のようになります。
snmp_forward_trap 1
snmp_forward_ip 192.168.1.145
snmp_forward_version 3
snmp_forward_secName myuser
snmp_forward_engineid 0x0102030405
snmp_forward_authProtocol MD5
snmp_forward_authPassword mypassword
snmp_forward_privProtocol DES
snmp_forward_privPassword myotherpassword
snmp_forward_secLevel authNoPriv

より詳細は、 NET-SNMP's v3 Traps を参照してください。
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20 ログ収集

458

概要

20.1. 概要
Pandora FMS は、イベントやパフォーマンス情報を収集する監視システムです。時には、コマンド
の出力結果を監視するのに利用されます。文字列においても同様の仕組み (コマンド実行結果の
パース)が使われており、ログに対して、 (単一の文字列や正規表現で)マッチした情報やマッチ数

を返すのに使われます。
Pandora は、ログ内のファイル数やファイルの (grep を使った)文字列マッチ数えるのにも利用でき

ます。しかし、これは監視であって、ログの収集ではありません。
ログ収集の最大の問題は、収集データが大きくなることです。 1 日 100MB から、 1 時間に 1GB と
いった環境が " 普通にある " ということです。これは、情報を処理することができず、正規化して
データベースに保存するこは不可能であることを意味します。
これまで Pandora FMS では、この問題に対する対策はありませんでした。しかし、バージョン 5.0
からは Pandora FMS Enterprise 版で、1 日何百 MB ものログファイルを管理する手段を提供してい
ます。この手法では、イベントログ (Windows)やテキストのログファイルを収集する ために、監視の
ためのエージェントを再利用することができます。既存のログ監視モジュールからのコピーの似た
書式を利用します。

Pandora FMS エージェントによるログ管理では (イベントログやテキストログ)、Pandora FMS サーバ
で設定した特定のディレクトリに "オリジナルのままで" 保存されます。
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Pandora FMS データサーバが、エージェントから監視情報とオリジナルフォーマットのログ情報を
含んだ XML を受信します。ログ情報はディスクへ保存し、監視情報は通常通り処理されます。

ログ情報は、日付ごとのディレクトリ構成でディスクに保存されます。そのため、システムは情報の
場所をすぐに特定でき、リポジトリの大きさには左右されません。このシステムは、大きなデータの
検索や保存のための基本的な手法です。
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20.2. 設定
最初に、コンソールでこの機能を有効にする必要があります。これは設定の特別なセクション内に
あります。次の画面に示します("ログ収集の有効化(Activate log collector)" オプション)。
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設定でこのオプションを有効にしたら、ログ収集のためのいくつかのオプションを設定します 。
Pandora FMS データサーバがログファイルを保存するディレクトリを定義します (ログは数日で TB
単位に膨れ上がるほど大きくなる可能性があることに注意してください)。

もちろん、ディスクにデータを保存する最大日数を設定することもできます。これを超えると、ディス
クから自動的に削除されます。
ログ収集機能を有効化または無効化した時は、 Pandora FMS サーバを再起動する必要がありま
す。大量のデータを保存し、Pandora のインタフェースでリアルタイム操作が必要ない場合は、す
べてのデータを保存するディスクとして NFS を利用してリモートのディスク (SAN がより望ましい)を
指定するほうが良いです。他の方法としては、 2 つのデータサーバを設定し、もっとも量の多い情
報を高速なディスクのある大きい方のサー バへ送ります。

20.3. 検索および表示
ログ収集ツールでは、主に 2 つの機能があります。 (a)日付およびデータソースによるフィルタリン
グを利用した情報検索と、 (b)単位時間あたりの発生状況の表示です。以下では、先週の情報で、
任意のソースからの "named" を含むものを検索しています。
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データ表示

時間にマッチしたものの表示

参照したい情報を選択できるいくつかのフィルタがあります。もっともわかりやすいものとしては、時
間範囲、モジュールや情報発信元 (エージェント内のログ収集設定 )、情報発信元エージェントで
す。
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最も重要で便利なのは、文字列検索(画面例)です。これは簡単なテキスト文字列で、正規表現を
利用できます。IP アドレスであれば次の通りです。
192.168.[0-9]+.[0-9]+

以下の画面例では、日時を設定 (直近 1 分)し、任意のデータソース、 192.168.0.0/16 の範囲の IP
を含むデータとしています。

20.4. エージェント設定
Windows と Unix でのログ情報収集の例をみてみます。

20.4.1. Windows の場合
module_begin
module_name Eventlog_System
module_type log
module_logevent
module_source System
module_end
module_begin
module_name PandoraAgent_log
module_type log
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module_regexp C:\archivos de programa\pandora_agent\pandora_agent.log
module_description This module will return all lines from the specified logfile
module_pattern .*
module_end

両方のケースにおける監視モジュールとの唯一の違いは、以下のログソース設定の部分です。
module_type log

これは、バージョン 5.0 のエージェントから利用できる新たな書式です。この新機能を利用するに
は、エージェントをバージョン 5.0 へアップグレードする必要があります。

20.4.2. Unix システム
Unix では、バージョン 5.0 エージェントとともに配布される新たなプラグインを利用します。書式は

次の通り単純です。
module_plugin grep_log_module /var/log/message Syslog \.\*

ログパースプラグイン (grep_log)と同じように、grep_log_module プラグインは、処理した情報をログ
ファイルのソースとして "syslog" という名前でログ収集に送信します。どういったパターンの行を送
信するかまたはしないかは、\.\* といった正規表現を利用します(この例では全て)。
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21 他の種類のモニタリング
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21.1. 概要
リモートモニタリング、エージェントベースのモニタリング、ウェブモニタリングな どに加えて 、
Pandora FMS には他の拡張モニタリングがあります。これにより、保存しているデータからモジュー
ルの値を予測したり、あるモジュールの値を元に数値計算した結果を返す 新たなモジュールを作
成することができます。

21.2. 統合モジュールによるモニタリング
これは、エンタープライズ版の機能です。統合モジュールは、他のモジュールにすでに存在する
データを取得するモジュールです。例を以下に示します。
- "Traffic sum" というモジュールは、ルータの入力および出力トラフィックの値を合計します。インタ

フェースのトラフィックの合計を出す新たなモジュールです。
- "Total users" というモジュールは、 5 つのサーバで "Connected users" という接続しているユーザ
数をモニタしている 10 個のモジュールの値を合計します。

統合モジュールは、他のモジュールのデータから生成されます。それは同じエージェントからでも
他のエージェントからでも可能です。モジュールの値から数値計算操作 (足し算、引き算、掛け算、
割り算)が可能です。
統合モジュールを作成するには、最初にモジュールタブのエージェントの管理セクションへ行きま
す。そこで、予測サーバモジュールタイプで、新たなモジュールを作成します。

最初の例では、異なる 2 つのエージェントから 2 つのモジュールの値 (CPUUse (Sancho-XP) およ
び cpu user (garfio)) から、平均を計算する架空のモジュールを作成します。それぞれのマシンの
モジュールは CPU の使用率を計測しますが、一方は Windows でもう一方は Linux のマシンです。
最終的な結果は、エージェント Sancho-XP に双方の平均を計算したモジュールに保存されます。
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2 つ 目 の 例 で は 、 Sancho-XP お よ び Sancho-XP_2 と い う 異 な る 2 つ の エ ー ジ ェ ン ト の
"Apache_accesses" というモジュールの平均を計算する "Total accesses" という新たなモジュールが

作成されています。

簡単な別の例として、 Sancho-XP_2 に "Total accesses" モジュールが作成されています。これは、
単純に Sancho-XP の同様の名前のモジュールの値を "コピー" しています。
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他の論理操作 (掛け算、引き算、割り算) をする時は、計算順序にのみ注意してください。異なる
モジュール間で、どのように他の計算操作が動作するのかを確認してください。また、論理計算に
固定の値を使うこともできます。(画面ショット参照)
左側のボックスから複数のエージェントを選択することができます。中央のボックスでは、選択した
エージェントの "共通の" モジュールが表示されます。これは、サーバグループにおいて共通のモ
ジュールから "平均" を求めるのに便利です。(例: CPU やディスク使用量)

21.3. 予測モニタリング
予測モジュールでモニタできるようにするには、予測を有効にする必要があります。このモジュー
ルの利用は、システムのディスクの使用量やメモリの空 き容量に適しています。なぜなら、それら
の状況によっては、パフォーマンス劣化を起こす可能性があるためです。そのほかでは、 Pandora
FMS サーバと Google などインターネット上のサーバの間に存在する遅延に利用できます。この場
合、エージェントを作成し、予測モジュールは Google との間の遅延をモニタします。これを行う場
合は、ネットワークモジュールの作成に関する章を確認してください。予測が動作するためには、
予測するための何 らかのパターンを持った情報が必要です。できれば、時間、日毎、週ごとに繰
り返されるような情報です。

予測サーバ (prediction server) は、次の 2 つに基づいて動作します。
• 予測値は、5〜10 分の時間マージンで有効です(より多くのマージンもとれますが、未来の
データを表してしまい良くありません)。
• 値が正常かどうかを判断するために、オリジナルモジュールで収集したデータを分析に利

用します。
予測モジュールをどのように設定するか見ていきましょう。
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Pandora FMS コンソールのシステム管理メニューにて、 エージェント管理 (Manage agents)をクリッ

クします。

次の画面で エージェントの作成 (Create agent) をクリックします。

新たなエージェントのデータを入力し、エージェントの作成 (Create agent) をクリックします。

エージェントを作成したら、上の方のモジュールの作成を行います。予測サーバモジュールの新
規作成を選択し、作成 (Create) をクリックします。
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作成 (Create) をクリックすると、フォームが表示されます。予測モジュールを作成するためにフィー
ルドに必要事項を入力します。

以下にフィールドの詳細を示します。
• 名前(Name): モジュール名を設定します。
• 無効(Disabled): モジュールを無効にする場合にチェックします。
• 種類(Type): モニタするモジュールの種類を選択します。ブーリアンもしくは数値が選択可
能です。選択する種類により、異常状態の検出 (ブーリアンのモジュール )または、将来の
値の予測(数値のモジュール)として動作します。
• モジュールグループ(Module Group): モジュールのグループを設定します。
• 対象モジュール(Source module): データをモニタしているモジュールを設定します。グ

ループの指定はフィルタリングに便利です。エージェントとモジュールを選択する必要があ
ります。
• 間隔(Interval) (拡張オプション): データを取得する秒間隔を指定します (異常検出では
なく、数値予測で利用できます)。
以下の例では、 Google という名前で作成したエージェントから、 Host Latency というモジュールを
選択しています。これらは、Google エージェントのデータです。
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また、2 つのモジュールのある時点のデータは、以下の通りです。

Latency データを確認するには、 Raw Data の D をクリックすることにより最新の値が表示されます。

あまり多くのデータはありませんが、この場合、 13 から 15 秒の間のデータが見られます。この範囲
からはずれると、予測モジュールは警告をあげます。予測が動作するためには、少なくとも 1 週間
のデータ必要です。
次に、モジュールがどのように動作するかを説明します。
Pandora FMS の人工知能の予測サーバは、過去のデータを元にしたデータ予測を行う実装に
なっています (最大 30 日間の 4 つのリファレンスを利用します)。

予測データモデルは、 Pandora FMS 1.3.x から実装しています。このモジュールは実際のデータを
元にした予測データを持ちます。予測モジュールの処理はサーバで行われ、予測データのみを
扱います。 そのため、ニューラルネットワークおよびベイジアンネットワークをベースにした、予測
を行う異なる処理エンジンの実装が非常に簡単になっています。
現在、予測には 2 種類のモジュールがあります。一つは、数値予測で、時間間隔 (予測モジュー
ルで定義される間隔 ) を元にしたもので、もう一つは、定義された時間間隔の 1/2 の間隔において
「正常」状態からの変化を検出するものです。時間間隔が長いと、考慮する値の範囲が広くなり、
予測は不正確になります。 これらのモジュールは、数値 (インクリメンタル含む)モジュールと、ブー
リアンモジュールとして実装されています。前者の数値予測は数値モジュールで、後 者の状態変
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化はブーリアンモジュールです。
予測を動作させるためには、少なくとも一週間のデータが必要です。逆に、そのデータが無いと予
測ができません。予測は、t1、t2、t3、 t4 という 4 つの特定の間隔における平均値の計算によって
行われます。 t1 は 1 週間前の値、 t2 は 2 週間前の値で、t3、t4 も同様のルールの値となっていま
す。
異常値判断の計算では、サンプルデータの標準偏差を計算し、実際の値が計算した標準偏差に
収まるかの比較を行います。
サンプル数は調整可能です (ただし、Pandora FMS は、通常一ヶ月より古いデータは扱いません)。
予測に不可欠なパラメータは、モジュールの拡張オプションで設定する、それの間隔 (Interval) で
す。

その他の拡張オプションフィールドは、他のモジュールと同じです。

21.3.1. Netflow モニタリング
これは、予測サーバの特別なモニタリングケースで、エンタープライズ版にのみある機能です。
Netflow モジュールは、 Netflow フィルターで定義されたパターンの間隔の平均トラフィックを計算
します。平均は、bps で計算されます。

最初にフィルターを定義します。例えば、 10 分ごとにウェブのトラフィックを返すモジュールを設定
するには、 システム管理 (Administration)->Netflow-> フィルタ (Filters) をクリックし、次の設定で
フィルタを作成します。
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Aggregated by および Output format は、Netflow のグラフにのみ影響し、モジュール自体には影

響しないという点に注意してください。
そして、システム管理(Administration)->エージェント管理(Manage agents) で、エージェントを選
択し モジュール(modules) をクリックして、エージェントを作成します。

予測サーバモジュールの新規作 成 (Create a new prediction server module) を選択し、 作成
(Create) をクリックします。

最後にソースとして Netflow を設定します。また間隔を 600 秒(10 分)に設定します。
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22 モジュールの共通パラメータ
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22.1. タグ
タグは、モジュールに関連付けられたラベルのようなもので、イベントに反映され、モジュールのイ
ベントアラーと共に利用します。
作成するには、システム管理メニューの モジュール管理 (Managen modules) >> タグ管理(Manage
tags) へ行きます。

その後、タグの名前、説明および、オプションで URL (http://somewebpage.com) 、メールアドレス
または電話番号を入力して作成します。
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一つ以上の複数のタグをモジュールに関連づけることができる、という点を考慮しておくことが重
要です。そのために、上記のように作成する必要があります。
拡張モジュールオプションの中に、 2 つのカラムが表示されます。左側には定義済のタグが表示さ
れ、右側には選択されているタグが表示されます。一方からもう一方へタグを移動させることができ
ます。
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23 自動検出(RECON)サーバによるネットワーク検出
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23.1. 概要
Pandora FMS の自動検出 (Recon)サーバは、バージョン 1.3 にて初めて実装されました。そこから
いくつかの更新および拡張が行われてきています。自動検出(Recon)サーバは、新たなシステムを
見つけるための ユーザ定義のタスクにより ICMP (Ping) を用いてネットワークを探索し、プラグイン

テンプレートを用いてモジュールの自動適用も行いながら見つかったエージェントを登録します。
これにより、新た なシステムが登録され、新たなネットワークモジュールが割り当てられ、自動的に
モニタリングが開始されます。
追加されるエージェントが、 Pandora FMS にすでに登録されているエージェントと別のものか区別
するために、 IP アドレスが利用されるという点に注意してください。なぜなら、 Pandora FMS 1.3 以
降では、エージェントが複数の IP アドレスを持つことができるためです。
自動検出(Recon)サーバはまた、検出したシステムのトポロジも検出することができます。 (IP アドレ
スによって)中間のすべてのホストを区別し、新たなモニタ対象システムの親のホストとして定義す
ることによって、 Pandora FMS から新たなホストへのパス上のホストを追加します。
自動検出(Recon)サーバは、 OS の検出に Xprobe2 (インストールされている場合 ) を利用します。
また、開いているポートの検出 (Nmap を利用します ) も行います (オプション )。これにより、システ
ムを特定しています。 (例: Solaris では 23 番ポートが開いており、 Windows では 139 および 445
番ポートが開いています)

23.2. 自動検出タスク
自動検出タスクは、システム管理メニューの サーバ管理 (Manage servers) -> 自動検出管理
(Manage recontask) にあります。

画面上で 作成(Create) をクリックすることにより新たなタスクを作成できます。また、定義済のタスク
名をクリックすることにより、それを編集することができます。
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編集もしくは新たな自動検出タスクを作成するときは、タスクが正しく動作するように必要なフィー
ルドに入力する必要があります。
タスク名(Task name)
検出タスクの名前です。異なる設定の複数のタスクがある場合に、タスクを区別するために使いま
す。
自動検出サーバ(Recon server)
タスクに割り当てる自動検出サーバです。もし、複数の自動検出サーバがある場合、どのサーバ
で自動検出処理を実行するかを選択します。
モード(Mode)
"ネットワークスキャン 9Network Scanning)" および "スクリプトカスタム (Script Custom)" のいずれか

のタスクモードを選択します。前者のモードは、従来からのネットワークの検出タスクで、後者はカ
スタムスクリプトによるタスクです。
ネットワーク(Network)
検出する対象のネットワークを設定します。 / でネットマスクのビット数を表したフォーマットで入力
します。例えば、 192.168.1.0/24 を指定すると、 192.168.1.0 から 192.168.1.255 までのクラス C のア
ドレスを表します。
間隔(Interval)
検出処理を行う間隔です。自動検出処理では、それぞれのアドレスに ping を送信するため、短い
間隔は指定しないでください。自動検出対象のネットワークが非常に大きいく (クラス A など)、間
隔が短い (6 時間) と、Pandora FMS は常にネットワークに ping を送信し続けることになり、必要以
上に負荷がかかります。
モジュールテンプレート(Module template)
検出したシステムに適用するプラグインテンプレートです。パラメータ (OS、ポート番号 ) にマッチ
するシステムを検出したとき、そのエージェントを登録すると共にプラグインテンプレートに定義さ
れたモジュールを割り当てます。
OS

認識するオペレーティングシステムです。任意 (Any) ではなく一つを選択した場合は、そのオペ
レーティングシステムのみを追加します。静 的なパターンで推測を行っているため、ネットワーク
フィルタやセキュリティソフトウエアの介在、システムのバージョンの改ざん等の条件によっては
Pandora FMS がシステムの検出に失敗することもある事に注意してください。オペレーティングシ
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ステムの検出を出来るようにするためには、Xprobe2 がインストールされている必要があります。
ポート番号(Ports)
特定のポート番号もしくはポート番号の範囲を、 22,23,21,80-90,443,8080 といった形式で記述し
ます。このフィールドを設定すると、ここに指定したポートの一つ以上が開いているホストのみを検
出し追加します。検出しても指定した ポートが一つも開いていないホストは追加されません。これ
により、OS 等の種類によって検出するシステムをフィルタすることができます。例えば、ポート 23 と
57 が開いていれば、ルータである等。
グループ(Group)
検出したシステムを所属させるグループを指定します。必ずいずれか一つのシステムに属する必
要があります。未分類のエージェントを所属させるグループがあるのであれば、それを選択するの
が良いでしょう。
インシデント(Incident)
新たなシステムを検出したときにインシデントを作成するかどうかを指定します。検出したシステム
ごとではなく、新たなシステムの検出をすべてまとめた形でタスクごとに 1 つのインシデントを作成
します。あらかじめ定義されたグループに自動作成されます。
SNMP デフォルトコミュニティ<SNMP Default community)

機器の検出に利用するデフォルトの SNMP コミュニティです。
コメント(Comments)
自動検出タスクに関するコメントです。
OS 検出(OS detection)

このオプションを選択すると、OS の検出が行われます。
名前解決(Name resolution)
このオプションを選択すると、エージェントは IP アドレスではなく、設定されていればホスト名で登
録されます。
親の検出(Parent detection)
このオプションを選択すると、コンピュータが他に接続されており、その子として作成するかどうかを
検出します。
親の再帰(Parent recursion)
検出後にエージェントの親子関係を見る最大の再帰回数を示します。
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設定が完了したら、既存の設定を編集している場合は "更新(Update)" を、新規作成の場合は "
作成(Create)" をクリックします。
新たなタスクを定義する前に、 自動検出(Recon) サーバ が実行されている必要があります。ネッ
トワークサーバに自動的に新たなエージェントを追加するには、 ネットワークサーバ も実行されて
いる必要があります。
新たなホストを検出してテンプレートを適用するには、ネットワークが大きい場合数分から数時間か
かりますが、ネットワーク全体の検出を行いモニタを開始する操作が、若干のステップで実現でき
ます。
自動検出タスクを定義すると、ネットワークシステムから情報を取得するためにそれが実行されま
す。状態を参照するには、操作メニューの Pandora サーバ(Pandora servers) を確認します。
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サーバの状態を見るために、画面上部の "全システム (All systems) の部分をクリックしても同じ画
面に行くことができます。

この画面では、Pandora FMS サーバの状態を表示します。

コンソールで、 Recon サーバを確認しそれをクリックします。次のように、自動検出タスクの状態を
確認することができます。
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タスクの左側にあるボタンをクリックすると、自動検出タスクが開始されます。実行すると、完了する
までに同じ時間がかかります。

23.2.1. ネットワークトポロジー
自動検出は、ホストを検出するだけでなく、それらがどのように接続されているかも検出することが
できます。つまり、 Pandora FMS は、ネットワークがいくつあるかに関わらず、モニタ対象とネット
ワーク構成を検出できます。
以下は、我々の開発サーバの一つで動作している Pandora FMS でモニタしている約 1000 のシ
ステムのスナップショットです。

これを上手に成功させるためには、レイヤに分けてモニタリングする計画を立てる必要があります。
まずは最初に Pandora サーバに近い場所を検出します。次にその先のシステムを検出すると、す
でに認識しているノードに関連付けされます。
これを実施するためには、最初にサーバから近いネットワークに対するタスクを作成し、あとからそ
の先のタスクを作成します。基本となるシス テムを検出したら、システムに合ったネットワークテン
プレートを割り当て、(アプリケーションや OS により) アーキテクチャやシステムの詳細確認を含ん
だ自動検出タスクを作成します。ウェブサーバのテンプレートであれば、拡張 TCP チェックによる
サーバの状態確認、応答時間計測や、 SSH や FTP などのサービスポートモニタリングなどです 。
WMI のチェックや適したプラグインを定義している場合は、それらも追加できます。
検出されたシステムに合っていないモジュールを含むテンプレートを適用した場合、 "未実行" とし
て残り、日次メンテナンススクリプトにより自動的に削除されます。データを一度も受け取っていな
いモジュールは削除されます。
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23.2.2. 利用例
4 つのクラス C のネットワークにサーバと、 1 つのクラス B のネットワークにワークステーションがあり、
これらの 5 つのネットワークのシステムに対してプラグインテンプレートを定義するとします。

例:
• テンプレート番号 #1: Windows サーバ用で、5 つのモジュールがあります。
SNMP にて Windows サーバの CPU 使用率の取得
SNMP にて Windows サーバのメモリ空き容量の取得
SNMP にてネットワークインタフェースの入力トラフィックの取得
SNMP にてネットワークインタフェースの出力トラフィックの取得
ICMP のチェックを実施
• テンプレート番号 #2:UNIX の HTTP サーバをチェックします。
ICMP のチェックを実施
80 番ポートに対する TCP 接続および HTTP コマンド応答を確認
22 番ポートに対する SSH 接続を確認
SNMP にて CPU 使用率を取得
SNMP にてネットワークインタフェースの入力トラフィックの取得
SNMP にてネットワークインタフェースの出力トラフィックの取得
• テンプレート番号 #3: UNIX の Oracle サーバをチェックします。
ICMP のチェックを実施

特定ポートの TCP 接続および、Oracle のコマンド応答を確認
特定のポートが開いているか確認
SNMP にて CPU 使用率を取得
SNMP にてメモリの空き容量を取得
• テンプレート番号 #4: Windows の CIFS サーバをチェックします。
ICMP のチェックを実施
SNMP にて CPU の使用率を取得
SNMP にてメモリの空き容量を取得
CIFS が稼働しているか確認するための、いくつかの TCP チェックを実施
SNMP にてネットワークインタフェースの入力トラフィックの取得
SNMP にてネットワークインタフェースの出力トラフィックの取得
• テンプレート番号 #5: 全ワークステーションの生存をチェックします。
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ICMP のチェックを実施
21,22,80,8080,5900 や P2P などの特定のポートが forbidden で閉じているかを確認
5 つのタスクを作成します。 4 種類のサーバについては、それぞれのネットワークもしくはサブネット

を割り当てます。それぞれのタスクには、 異なるグループとネットワークプロフィールを割り当てま
す。最後のワークステーションについては、異なるグループでクラス B のネットワークを指定します。
ワークステーションに関しては短い検出間隔 ( 半日や一日 ) に設定し、サーバに関しては長め
(2,3 日もしくは一週間) に設定します。
サーバが動作しているかどうかをチェックするには、 ICMP を使います。エージェントが作成された
ら、エージェント名としてホスト名を使うように IP アドレスの名前解決を試みます。

23.3. 自動検出スクリプト
23.3.1. 概要
自動検出サーバの処理を拡張するためのスクリプトを作成することができます。これにより、ホストと
そのインタフェース検出に多くの処理をさせることができます。
システム内の情報を "検出" し、自動的にモニタリング (ネットワーク、プラグイン、 WMI...) するとい
うことが基本的な考え方です。 Oracle データベースのインスタンス、 VMware VirtualCenter で管理
されている新たな仮想マシンや、WebLogic アプリケーションサーバの新たなインスタンスの検出な
ど、自動処理を完全にカスタマイズできます。実行したい処理を行うスクリプトやアプリケーションは
開 発でき、自動検出サーバを通してスケジュール実行することができます。
それぞれの自動検出スクリプトは、特定の処理を実行するものです。我々は、オープンソースで
SnmpDevice
と い う も の を 開 発 し ま し た 。 こ の ス ク リ プ ト は 、
/usr/share/pandora_server/util/plugin_reconserver /snmpdevices.pl にあります。
このシステムは、指定された IP アドレス範囲を探索し、応答があった場合 (SNMP コミュニティが
必要です ) に SNMP エージェントを作成します。そして、応答に応じていくつかの (SNMP) モ
ジュールを自動作成します。各ホストは、以下の 4 つの SNMP モジュールが作成されます。
•
•
•
•

SysUptime: システムの Uptime (システムが起動してからの秒数)
SysName: システムの名前
Local InReceives: 一秒間に受信したバイト数
Local OutRequests: 一秒間に送信したバイト数

そして、一つのホストのそれぞれのインタフェースには、 3 つの SNMP モジュールが作成されます。
• Status: 状態 (稼働中かそうでないか)
• Inbound bps: 一秒間にインタフェースが受信したバイト数
• Outbound bps: 一秒間にインタフェースが受信したバイト数
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23.3.2. 利用例
このスクリプトは、Pandora FMS コンソールから、もしくは、シェルからの二通りで利用できます。
23.3.2.1. シェルでの利用
利用書式:
./snmpdevices.pl
<custom_field2>

<task_id>

<group_id>

<create_incident_flag>

<custom_field1>

利用例:
./snmpdevices.pl 3 8 0 192.168.100.0/24 community2010

自動検出タスクの ID 3 を実行します。作成されたエージェントは、グループ ID 8 (データベース)
に割り当てられます。3 つ目の引数に 0 を指定することにより、インシデントの作成を無効にしてい
ま す 。 192.168.100.0/24 の ネ ッ ト ワ ー ク 、 つ ま り 、 192.168.100.1 か ら 192.168.100.254 ま で を
"community2000" というコミュニティでチェックします。
23.3.2.2. Pandora FMS コンソールでの利用
自動検出スクリプトを利用するには、まずは Pandora コンソールから サーバ管理 (Manage servers)
-> 自動検出スクリプト管理(Manage recon scripts) へ行きます。ここで、利用したいスクリプトをフル
パスで一つ一つ追加します。

サンプルスクリプトを追加したら、引き続き自動検出タスクを作成します。自動検出タスクの作成
フォームで "カスタムスクリプト (Custom script)" モードを選択し、実行サーバ、実行間隔、検出した
エージェントを所属させるグループ、および、インシデントを作成するかどうかといった、通常の自
動検出タ スクと共通のパラメータを設定します。
それ以降は、利用したいスクリプト (この例では Snmpdevices) が要求する独自のパラメータを設定
します。スクリプトフィールドの内容はスクリプトに渡されます。(4 つまで)
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作成済みのタスクの ID、グループの割り当て、インシデントを作成するかどうかのパラメータは、ス
クリプトに自動的に渡されます。さらに 4 つのカスタマイズ可能なスクリプトフィールドがあります。こ
の例では、 2 つ使っており、 1 つ目に対象のネットワーク、 2 つ目に SNMP コミュニティーを設定し
ています。

2 つのスクリプトフィールドを入力し、オプションでコメントを書くと、 Snmpdevices のテストスクリプト

を使った自動検出タスクが作成されます。自動検出が開始され、エージェントおよび前述のモ
ジュールが作成されます。
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24 アラート
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24.1. 概要
アラートは、モジュールの値が変化したときに Pandora FMS が行う動作の定義です。このような動
作は設定可能で、管理者へメールや SMS を送ったり、 SNMP トラップの送信、システムログへのイ
ンシデントの記録などができます。 アラートは、基本的に、モジュールを実行している Pandora
FMS サーバが動作している OS 上のスクリプトにより起動させることができるアクションです。
Pandora FMS 3.0 は、順番にアラートを実行します。 アラートは個別もしくはエージェントグループ
全体で無効化することができます。もし、エージェントが無効化されると、アラートも実行されません 。
アラート管理は、Pandora FMS ウェブコンソールの左側にあるシステム管理メニューの アラート管
理(Manage Alerts) から行います。

24.2. 現在のアラートシステムの概要
Pandora FMS のアラート定義は複雑だと良く言われます。バージョン 2.0 以前は、アラートの設定

は簡単でした。個々のアラートで状態を定義し、それぞれの場合においてアクションが実施されな
かった時に何をするかを定義していま した。これは "直感的" です (しかし、それぞれが閾値の設
定を持っており、多くの人の頭痛の種になっていました )。シンプルではありますが、良くは無いの
ではないでしょうか。
一人のユーザ (たくさんのエージェントをインストールし、 Pandora FMS を良く利用していました) が、
2000 のモジュール全てに対して、アラートを 設定 しなくてはいけないという点でとても大変である
ということを言及しました。この点とその他問題のために、我々はアラートシステムをモジュール化
し、アラー トが発生したときに実行するアクション (アラートアクション ) および、アクションによって
実行されるコマンド (アラートコマンド) から、アラートを発生させる定義 (アラートテンプレート ) を分
割するよう改変を行いました。モジュールとアラートテンプレートの組み合わせにより、アラートが発
生します。
この方法で、"Host alive" というモジュールを持ち、"Host down" というアラートテンプレートが関連
付けられた 1000 のシステムがあったとします。このとき、 "Call to the operator" というアラートがデ
フォルトで実行されます。そして、オペレータへ通知する前に何回のアラート検知までを許容する
か(何回目まではオペレータへ通知しない か)を変更したいと考えたとき、テンプレートの定義を変
更するだけで実現できます。1000 個のアラート設定を一つ一つ設定変更する必要はありません。
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Pandora FMS で、何人かのユーザは、数十のマシンのみを管理していますが、数百を管理してい
るユーザもいます。また、数千ものシステムをモニタしているユーザもいま す。我々は、 Pandora
FMS で、すべての種類の環境の管理を可能にしなければいけません。

24.2.1. アラートの仕組

アラートは次の組み合わせです。
• コマンド
• アクション
• テンプレート

コマンドは、アラートが発生したときに実行する操作を定義します。コマンドの例としては、ログへの
書き込み、email または SMS の送信、スクリプトの実行などです。
アクションは、テンプレートと共にコマンドに関連付けられており、フィールド 1、フィールド 2、フィー
ルド 3 の 3 つのパラメータを使ってコマンドを実行するようにカスタマイズできます。これらのパラ
メータは、コマンド実行時の引数として渡すことができるため、コマ ンドの実行をカスタマイズでき
ます。
テンプレートでは、アラートの発生条件、アクション、復旧通知といった一般的なパラメータを定義
します。
• 発生条件: アラートが発生する条件で、例えば、データが閾値を越えた場合や、状態が障

害になった場合などです。
• 実行アクション: アラートが発生した時に、実行するアクションの設定です。
• 復旧通知: アラート発生後にシステムが復旧したときに実行するアクションの設定です。

24.2.2. アラートシステムの情報の流れ
アクションとテンプレートを定義するとき、フィールド 1、フィールド 2、フィールド３というフィールドが
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あります。これらはコマンド実行時にパラ メータとして渡されます。このパラメータの値は、テンプ
レートからアクションへ、そしてコマンドへ引き渡されます。テンプレートからアクションへの引き渡
しは、アクションでフィールドが定義されていない場合のみ実行されます。アクションで定義されて
いる場合はそれが使われます。

例として、次のフィールド設定で、アラート発生時にメールを送信するテンプレートを作成します。
• テンプレート:
• フィールド 1: myemail@domain.com
• フィールド 2: [Alert] The alert was fired
• フィールド 3: The alert was fired!!! SOS!!!
• アクション:
• フィールド 1: myboss@domain.com
• フィールド 2:
• フィールド 3:

コマンドに渡される値は次のようになります。
• コマンド:
• フィールド 1: myboss@domain.com
• フィールド 2: [Alert] The alert was fired
• フィールド 3: The alert was fired!!! SOS!!!

コマンド

(>=5.0)

異常値を検知した場合、 Pandora FMS はさまざまな動作ができます。 syslog への記録、メールや
SMS の送信、また、Pandora FMS サーバ上でのスクリプトの実行が可能です。
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これらの Pandora の設定は、システム管理メニューの アラート管理 (Manage Alerts) の コマンド
(Command) からできます。

ここでは、アラートのコマンドを編集したり追加したりできます。

24.2.3. アラートのコマンド作成
新たなアラートコマンドは、システム管理メニュー内のアラート管理のコマンドにて、作成 (Create)
ボタンをクリックすることにより作成できます。
作成(Create) をクリックすると次のような画面が表示されます。
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以下に、各フィールドについて説明します。
名前
コマンドの名前です。解りやすく簡潔に書きます。例えば、「ログ出力」など。
コマンド
モジュールの値が異常値となった場合に実行するコマンドです。パラメータを引き渡すためのマク
ロを利用することができます。次のマクロが利用できます。
• _field1_: ユーザ名、電話番号、ファイル、メールアドレス等に割り当てられます。
• _field2_: メールの Subject など、短いイベントの説明に割り当てられます。
• _field3_: 説明フィールドです。メールや SMS では、本文の文字列となります。
• _agent_: エージェント名です。
• _agentdescription_: アラートが発生したエージェントの説明です。
• _agentgroup_: エージェントグループ名。
• _address_: アラートが発生したエージェントのアドレス。
• _timestamp_: 日時です。アラートが実行される日時に置き換えられます。
• _timezone_: _timestamp_ で使用されるタイムゾーン名 (>=5.0SP1)。
• _data_: アラートのきっかけとなったデータの値です。
• _alert_description_: アラートの説明。
• _alert_threshold_: アラートの閾値。
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• _alert_times_fired_: アラートが発生した回数。
• _module_: モジュール名
• _modulegroup_: モジュールグループ名。
• _moduledescription_: アラートが発生したモジュールの説明。
• _alert_name_: アラート名。
• _alert_priority_: アラートの優先度の数値。
• _id_agent_: エージェント ID。Pandora FMS コンソールへの直接のリンクを生成するのに便

利です。
• _id_alert_: アラートの(ユニークな)数値 ID。他の外部ソフトウエアに情報を渡すのに利用

します。
• _policy_: モジュールが属するポリシー名。(適用されている場合)
• _interval_: モジュールの実行間隔。
• _target_ip_: モジュールの対象 IP アドレス。
• _target_port_: モジュールの対象ポート番号。
• _plugin_parameters_: モジュールのプラグインパラメータ。
• _groupcontact_: グループコンタクト情報。グループ作成時に設定されます。
• _groupother_: グループに関するその他情報。グループ作成時に設定されます。
• _email_tag_: モジュールタグに関連付けられた Email。

アラートのコマンドを作成する時、データサーバやネットワークサーバのように、エージェントのモ
ジュールを処理する Pandora FMS サーバでコマンドが実行されることに注意してください。アラー
トはまた、 Pandora FMS サーバを実行しているユーザ権限で実行されます。コマンドを定義したと
きに、コマンドの実行が成功し、期待した結果が返るかどうか (メール送信、ログファ イルへの記録
等)、コマンドラインからテストすることをお勧めします。
説明
アラートのコマンドの詳細説明です。
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設定したら、作成(Create) ボタンをクリックします。

24.2.4. アラートのコマンド編集
システム管理メニューのアラート管理のコマンドにて、既存のコマンドを編集することが可能です。

アラートのコマンドを編集するには、コマンド名をクリックします。
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選択したコマンドの編集を行ったら、更新(Update) ボタンをクリックします。
eMail, Internal Audit および、Pandora FMS Event は変更できません。

24.2.5. アラートコマンドの削除
コマンドを削除するには、右側のグレーのゴミ箱をクリックします。
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eMail、Internal Audit および、Pandora FMS Event は削除できません。

24.2.6. 定義済のコマンド
アラートを実行するシステムの内部コマンドとして、いくつか定義済のコマンドがあります。開発
チームでは、 RedHat Linux、CentOS、Debian および Ubuntu Server にてこれらのコマンドのテスト
をしています。
eMail
Pandora FMS サ ー バ か ら メ ー ル を 送 信 し ま す 。 Perl の sendmail モ ジ ュ ー ル を 利 用 し ま す 。
Pandora FMS では、アラートの実行に特定のツールが必要です。 libmail-sendmail-perl xprobe2

パッケージがインストールされている必要があります。
Internal audit

これは、 Pandora FMS の内部監査システムに記録を残す内部アラートです。これは、 Pandora
FMS のデータベースに保存され、コンソールのイベントビューワから確認することができます。
LogFile

情報テキストファイル (file.log) へ出力します。指定したフォーマットでファイルに書き出したい場合
にこのコマンドを利用します。 Pandora FMS は、ファイルローテートはしないことおよび、アラートを
実行した Pandora FMS サーバプロセスの権限にてファイルに書き込める必要がある点に注意して
ください。
SNMP Trap
SNMP トラップを送信します。
Syslog
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アラートを syslog に飛ばします。システムの logger コマンドを利用します。
Sound Alert

アラートが発生した時に音を鳴らします。
Jabber Alert

事前に定義したサーバのチャットルームに jabber アラートを送信します(先に .sendxmpprc ファイ
ルを編集します ) 。フィールド 3 をテキストメッセージに利用し、フィールド 1 が発信者の名前、
フィールド 2 がチャットルーム名です。
SMS Text

指定した携帯に SMS を送信します。ただし、これが実行できるようにアラートを事前に定義してお
く必要があります。また、Pandora FMS から SMS を送信できるように設定したゲートウェイが必要で
す。また、 SMS を送信するのみ Gnokii をインストールすることも可能です。この場合、ノキアの携
帯を USB ケーブルで接続して直接送信できます。具体的方法は別途説明しています。
Validate Event

モジュールに関連するすべてのイベントを承諾します。エージェント名とモジュール名を指定しま
す。

24.2.7. コマンドの例
24.2.7.1. Jabber IM のアラート
Jabber サーバを通して、アラートを送信するように Pandora FMS を設定するのはとても簡単です。
Jabber はログだけでなく、アラートをリアルタイムで送ることができるシステムで、アラートを受け取

る人のグループを設定することができます。
Jabber サービスのインストール

クライアント側の手順:
1. Gaim (Pidgin) などの Jabber クライアントをインストールします。
2. アカウントを登録します。 (Pigdin にて、 "Accounts" タブをクリックしてアカウントを設定しま
す。)
3. 登録したアカウントでログインします。
Pandora FMS サーバ側の手順:
1. sendxmpp をインストールします。このツールにより、 Pandora FMS サーバが Jabber サービ

スにメッセージを送信できるようになります。
2. /home 以下に、.sendxmpprc ファイルを作成します。
3. ファイルを編集し、次のような設定を行います。
useraccount@jabber.org password

1. ファイルのパーミッションを変更します。
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chmod 0600 .sendxmpprc

以上で、次のようにコマンドラインからメッセージを送信できるようになります。
$ echo "Hello" | sendxmpp -s pandora useracount@jabber.org

Pandora FMS のウェブコンソールにアラートを登録するには、新たなコマンドを追加し、その設定

を行います。次のようにすると良いでしょう。
• フィールド 1: Jabber アドレス
• フィールド 2: テキスト

コマンドを次のように定義します。
echo _field2_ | sendxmpp -s pandora _field1_

Jabber 利用例

チャットルームへメッセージを送信します:
$ echo "Dinner Time" | sendxmpp -r TheCook --chatroom test2@conference.jabber.org

ログの出力を Jabber に送信します:
$ tail -f /var/log/syslog | sendxmpp -i sysadmin@myjabberserver.com

注意: 公開 Jabber サーバに負荷をかけたり、利用を拒否されないように気をつけてください。
24.2.7.2. expect によるメール送信
メールの送信をするのに、 SMTP 認証を利用する必要がある場合があります。このとき、 sendmail
の認証設定を行う代わりに EXPECT スクリプトを使う方が簡単で融通がきくかもしれません。ここで
は、Exchange サーバを使ってメールを送信する場合に、EXPECT を使う例を示します。
/root/smtp というファイルを以下の内容で作成します。
#!/usr/bin/expect -f
set arg1 [lindex $argv 0]
set arg2 [lindex $argv 1]
set arg3 [lindex $argv 2]
set timeout 1
spawn telnet myserver.com 25
expect "220"
send "ehlo mymachine.mydomain.com\r"
expect "250"
send "AUTH login\r"
expect "334"
send "2342348werhkwjernsdf78sdf3w4rwe32wer=\r"
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expect "334"
send "YRejewrhneruT==\r"
expect "235"
send "MAIL FROM: myuser@domain.com\r"
expect "Sender OK"
send "RCPT TO: $arg1\r"
expect "250"
send "data\r"
expect "354"
send "Subject: $arg2\r"
send "$arg3 \r\r"
send ".\r"
expect "delivery"
send "quit"
quit

ファイルのパーミッションに実行権限を付けます。
chmod 700 /root/smtp

テストを行う前に、/usr/bin/expect が正しく動作するかどうか確認してください。
Pandora FMS でこれを利用するには、新たなコマンドを作成する (もしくは既存のメール送信コマ
ンドを編集する ) 必要があります。 Pandora FMS アラートコマンドの "コマンド(Command)" フィール

ドで次の設定をします。
/root/smtp _field1_ _field2_ _field3_

もちろん、スクリプトはシステムのどこにあっても構いません。アラートスクリプトは、データを処理す
るサーバから起動されるということだけ認識して おいてください。ネットワークデータであれば、ネッ
トワークサーバです。XML ファイルを通してエージェントから送られてくるデータであれば、データ
サーバです。
もし、複数のサーバがある場合は、アラートを実行したい全 Pandora FMS サーバに対して、同じス
クリプトを同じ場所に同じユーザおよび同じパーミッションでコピーする必要があります。
コマンドは、Pandora FMS サーバのプロセスを実行しているユーザの権限にて実行されます。
24.2.7.3. Gnokii による SMS 送信
Nokia の携帯電話もしくは、 Gnokii に対応した携帯電話 (対応携帯かどうかは Gnokii プロジェクト
ページを確認してください ) を利用するために、 Gnokii を利用できます。また、 Pandora FMS サー
バから SMS アラートを送信するには、携帯電話と接続するための USB ケーブルが必要です。
Gnokii は、多くの Nokia 携帯 (やいくつかのその他携帯) をサポートしています。
Gnokii を使って、コマンドラインから SMS を送信することができます。この方法は、インターネット
を通して SMS を送信するゲートウェイを利用する必要がなく、専用の高い GSM のハードウエアを
使う必要もなく、Pandora FMS サーバから直接 SMS を送信するのにとても簡単な方法です (ネット
ワークがダウンしていても使えます)。
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Gnokii の他には、Gammu というプロジェクトもあります。
Gnokii で SMS を送信するコマンドラインの例を示します。
echo "PANDORA: Server XXXX is down at XXXXX" | gnokii --sendsms 555123123

Gnokii は、画像を添付しての SMS 送信はできません。しかしメッセージを受信したときに参照する
URL を次のように送信することができます。
echo "Image capture sample" | gnokii --sendsms 555123123 -w
http://artica.homelinux.com/capture.jpg

画像の URL を送信したり、携帯からコンソールへアクセスしたり分析データにアクセスするような
URL を送信することができます。
開発チームでは、インターネット接続が出来ない状態での Nokia 6030 携帯から SMS の送信をテ
ストしています。 Nokia 6030 携帯では、 gnokiirc ファイルの module 6510 の定義を利用します。
SMS の送信には約 4 秒かかります。
より強力な送信を行える Gammu をインストールすることもできます。
24.2.7.4. 別システム (UNIX) でのリモートコマンド実行
時々、他のシステムでコマンドを実行したい場合があります。その場合は、 ssh コマンドを利用しま
す。コマンドを実行するシステムは UNIX システムで、ssh デーモンがインストールされ、起動され
ている必要があります。
コマンドを実行するマシンにアクセスしたときに、パスワード入力を求められるのを避けるには、リ
モートでコマンドを実行する Pandora サーバ側の公開鍵を、コマンドを実行するシステムに先にコ
ピーしておく必要があります。
準備が完了したら、次のようにコマンドを設定します。
ssh user@hostname [_field1_]

_field1_ は変数です。好きなようにコマンドを設定できます。

24.3. アクション (>=5.0)
アクションは、コマンド (前章にて説明) に、フィールド 1、フィールド 2 およびフィールド 3 をリンクさ
せた、アラートのコンポーネントです。これらアクションは、データの状態により実行するアクションと
して、アラートテンプレートにて利用します。

24.3.1. アクションの作成
システム管理メニューの アラート管理 -> アクション(Action) にて、作成(Create) ボタンを押すと新
たなアクションを作成できます。
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作成(Create) をクリックすると、次のような画面が表示されます。

次に、各フィールドへ入力します。
• 名前(Name): アクションの名前です。
• コマンド(Command): アラートが発生したときに実行されるコマンドをこのフィールドで定
義します。Pandora にあらかじめ定義されているコマンド以外も選択できます。
• フィールド 1(Field 1): フィールド 1 の値を定義します。必要に応じてコマンドで利用されま

す。
• フィールド 2(Field 2): フィールド 2 の値を定義します。必要に応じてコマンドで利用され
ます。
• フィールド 3(Field 3): フィールド 3 の値を定義します。必要に応じてコマンドで利用され
ます。
• 実行されるコマンドのプレビュー (Command Preview): このフィールドは編集できません。
システムで実行されるコマンドが自動的に表示されます。
フィールドの入力が完了したら、作成(Create) ボタンをクリックします。
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システム管理メニューの アラート管理 -> アクション では、すでに作成済みのアクションを編集す
ることも可能です。

24.3.2. アクションの編集

アクションを編集するには、アクション名をクリックします。

編集が完了したら、"更新(Update)" ボタンをクリックします。

24.3.3. アクションの削除
アクションを削除するには、アクションの右にある赤い "x" 印をクリックします。
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24.4. アラートテンプレート
テンプレートは、パラメータを定義した複数のアラートをまとめたものです。エージェントのモジュー
ルに、しきい値超過時等に処理を実行するようなア ラートを複数適用する場合に利用します。テ
ンプレートにより、管理者はエージェントへのアラート適用を簡単にできるようになります。

24.4.1. テンプレートの作成
新たなテンプレートを作成するには、システム管理メニューの アラート管理 -> テンプレート で、作
成(Create) ボタンをクリックします。

作成(Create) ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。
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各フィールドに入力します。
• 名前(Name): テンプレートの名前です。
• 説明(Description): テンプレートの説明を入力します。他のテンプレートと区別するのに

便利です。
• 優先度(Priority): アラートの情報を設定します。アラートを検索する時に便利です。次の
優先度を選択できます。
•
•
•
•
•

メンテナンス(Maintenance)
情報(Informational)
正常(Normal)
警告(Warning)
障害(Critical)

• 条件種類(Condition Type): モジュールの値がどのような状態の時にアラートとするかを

定義します。選択した種類によって、追加の設定があります。以下に説明します。
• 正規表現(Regular Expression): 正規表現が使われます。モジュールの値が正規表現

にマッチした場合にアラートが発生します。

正規表現を選択すると、それにマッチした場合かどうかを選択するチェックボックスが現れます。
チェックした場合は、値が正規表現にマッチした場合にアラートが発生します。チェックしない場合
は、値が正規表現にマッチしない場合にアラートが発生します。
• 最大および最小(Max and Min): 最大値と最小値が使われます。
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これを選択すると、値がマッチした場合かどうかを選択するチェックボックスが現れます。チェックし
た場合は、値が最大と最小の範囲の場合にアラートが発生します。チェックしない場合は、値が最
大と最小の範囲から外れた場合にアラートが発生します。
• 最大(Max): 最大値が使われます。モジュールの値が指定した値より大きい場合にアラート

が発生します。

• 最小(Min): 最小値が使われます。モジュールの値が指定した値より小さい場合にアラート

が発生します。

• 同じ値(Equal to): 同じ値が利用されます。モジュールの値が指定した値と同じになった場
合にアラートが発生します。数値および文字列 (例: "OSPF enable" など) を指定できます。

• 異なる値 (Not Equal to): 異なる値が利用されます。モジュールの値が指定した値と異なる
場合にアラートが発生します。数値および文字列 ( 例: "OSPF enable" など) を指定できま

す。

• 警告状態(Warning Status): モジュールの状態が利用されます。モジュールが警告状態の

場合にアラートが発生します。

• 障害状態(Critical Status): モジュールの状態が利用されます。モジュールが障害状態の場

合にアラートが発生します。

フィールドの入力が完了したら、"次(Next)" ボタンをクリックします。次のような画面が表示されます。
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次に、詳細のフィールドの設定を行います。
曜日(Days of Week)
アラートを発生させる曜日を設定します。
特別日一覧を利用する(Use special days list)
特別日(祝日および出勤日)一覧を使うかどうかを設定します。
開始時間(Time From)
アラートを発生させる開始時間を設定します。
終了時間(Time To)
アラートを発生させる終了時間を設定します。
再通知間隔(Time Threshold)
アラートの発生条件が継続している場合に、アラートを再通知する間隔を設定します。これを設定
したあとに正常値に戻りリカバーした場合は、この設定に関わらずリカバーが通知されます。
最小アラート数(Min number of alerts)
アラートを発生させるまでに、モジュールが何回異常値になることを許容するかを設定します (常に、
モジュールの連続抑制回数に定義された数 字になってからカウントされます )。デフォルトは 0 で、
最初に状態が変化した時にアラートが発生することを意味します。これは、誤検知による通知を
フィルターする機能として利用できます。
最大アラート数(Max number of alerts)
連続で送信する最大のアラート数を設定します。
フィールド 1 (Field 1)
"_field1_" の値を設定します。以降で説明するマクロで利用できます。

フィールド 2 (Field 2)
"_field2_" の値を設定します。

フィールド 3 (Field 3)
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"_field3_" の値を設定します。

通常のアクション(Default Action)
ここでは、デフォルトのアクションテンプレートを設定します。テンプレートがモジュールに割り当て
られたときにデフォルトで設定されるアクションになります。何も設定しないか、もしくは 1 つだけ設
定することができます。デフォルトには複数のアクションは設定できません。

次の画面では以下の設定を行います。
復旧アラート (Alert Recovery)
復旧アラートを有効にするかどうかを設定します。復旧アラートを有効にすると、モジュールの値が
正常に戻った時に、アラートで設定したフィールド 1 と、以下のフィールド 2 および 3 を使って、復
旧のアクションが実行されます。
フィールド 2 (Field 2)
復旧アラートの "_field2_" の値を設定します。
フィールド 3 (Field 3)
復旧アラートの "_field3_" の値を設定します。
設定を完了したら、終了(Finish) ボタンをクリックします。

24.4.2. Field1, Field2, Field3 に設定可能なマクロ
(アラートテンプレート、コマンド、アクションにおける ) フィールド 1、2、3 の全てのフィールドで、次
のマクロを使うことができます。これらの "ワード " は、アラートが発生した時点でのエージェントの

値に置き換えられます。
•
•
•
•
•
•

_agent_ : アラートが発生したエージェント名
_address_ : アラートが発生したエージェントのメイン IP アドレス
_timestamp_ : アラートが発生した時間を yy-mm-dd hh:mm:ss フォーマットで表したもの
_timezone_ : 監視サーバが動作しているタイムゾーン名 (>=5.0SP1)
_data_ : アラートが発生した時のモジュールの値
_alert_description_ : アラートの説明
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•
•
•
•
•
•

_alert_threshold_ : アラートのしきい値
_alert_times_fired_ : アラートが発生した回数
_module_ : アラートが発生したモジュール名
_alert_name_ : アラート名
_alert_priority_ : アラートの優先度 (数値)
_id_agent_ : アラートが発生したエージェントの ID。Pandora コンソールへのリンクを生成

するのに便利です。
24.4.2.1. マクロと _field*_ の順番
コマンド、アクション、そしてテンプレートとは何かの説明の後に、おそらく、フィールド 1、フィールド
2、フィールド 3 には何を定義すれば良いか、どんな物なのか、という疑問が沸いていることでしょう 。
アラートが発生すると、フィールド * の値はアクションからコマンド及び、テンプレートからコマンドに
渡されます。もし、アクションの設定で _field1_ に何らかの値が設定されている場合は、テンプ
レートの設定はコマンドに渡されず、テンプレートの設定は無視されます。コマンドの引数に
_field1_ を設定しない場合は、アクションやテンプレートでのフィールド 1 の値は無視され、アク
ションでもテンプレートでも定義できません。コマンドの引数に _field1_ を設定すると、アクション
やテンプレートで設定した値に置き換えられます。
アクションでも同様の動作になります。ただし、より細かな動作をします。このフィールドが空の場合、
アラート画面のものがコマンドに渡されます。フィールドに何らかの設定を行っている場合は、設定
された値が利用され、テンプレートでの設定は無視されます。
これにより、同じ固定パラメータをコマンドやアクションに与えることが出来たりと、柔軟性を常に実
現しています。
24.4.2.2. マクロを使ったアラートの設定例
次のようなフォーマットでログファイルに記録したいとします。
2009-12-24 00:12:00 pandora [CRITICAL] Agent <agent_name> Data <module_data> Module
<module_name> in CRITICAL status

コマンド設定
echo _timestamp_ pandora _field2_ >> _field1_

アクション設定
フィールド 1 = /var/log/pandora/pandora_alert.log
フィールド 2 = <空白>
フィールド 3 = <空白>

テンプレート設定
フィールド 1 = <空白>
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フィールド 2 = [CRITICAL] Agent _agent_ Data _data_ Module _module_ in CRITICAL
status

フィールド 3 = <空白>

復旧通知:
フィールド 2 = [RECOVERED] [CRITICAL] Agent _agent_ Data _data_ Module _module_ in
CRITICAL status
フィールド 3 = <空白>

これにより、アラートが発生するとログに次の行が出力されます。
2009-10-13 13:37:00 pandora [CRITICAL] Agent raz0r Data 0.00 Module Host Alive in
CRITICAL status

復旧時には、次の行が出力されます。
2009-10-13 13:41:55 pandora [RECOVERED] [CRITICAL] Agent raz0r Data 1.00 Module Host
Alive in CRITICAL status

24.4.3. テンプレートの編集
システム管理メニューの アラート管理 -> テンプレートにて、作成済のテンプレートを編集すること
もできます。

テンプレートを編集するには、テンプレート名をクリックします。
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24.4.4. テンプレートのコピーの作成
システム管理メニューの、アラート管理 -> テンプレートにて、作成したテンプレートを複製すること
もできます。
テンプレートを複製するには、テンプレートの右側にある複製アイコンをクリックします。

24.4.5. テンプレートの削除
テンプレートを削除するには、右側の赤い×印のアイコンをクリックします。

24.5. アラートテンプレートのモジュールへの割当
これまでに、 Pandora FMS がしきい値超過を検出した場合に利用する、コマンドおよびアクション
を定義しました。これらのテンプレートを通して、値がしきい値を越えた場合に Pandora FMS がど
う動くかが定義されます。この章では、 Pandora エージェントやエージェントのモジュールでのテン
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プレートとアクションの関係を説明します。この操作は、データがしきい値を越えた場合に Pandora
FMS にどのような動作をさせるかを定義するための最後の操作です。
アラートは、アラート管理もしくはエージェント管理のサブメニューの 2 つの方法で割り当てが可能
です。両方のメニューはシステム管理メニュー内にありますが、ポリシー管理のサブメニュー (ポリ
シーの章参照) からもいけます。

24.5.1. アラートサブメニューでのアラート管理
24.5.1.1. アラートサブメニューでのアラート割当
モジュールへのアラートの割り当ては、システム管理メニューのアラート管理にて必要なフィールド
へ入力を行い、"追加(Add)" ボタンをクリックすることにより行います。

入力フィールドは次の通りです。
•
•
•
•
•

グループ(Group): エージェントが属するグループを選択します。
エージェント(Agent): アラートを割り当てるエージェント名を入力します。
モジュール(Module): アラートを発生させるモジュールを選択します。
テンプレート(Template): 割り当てたいアラートテンプレートを選択します。
アクション(Actions):テンプレートで定義済のアクションを選択します。あとから複数のアク
ションを設定することもできます。

アクションを選択すると、新たに 2 つのフィールドが表示されます。これらのフィールドは、アクショ
ンを起こすアラートの回数を指定する場合に利用し、範囲を開始と終了で設定します。

24.5.1.2. アラートサブメニューでのアラート設定
アラートを作成すると、テンプレートが持っているアクションのみ編集することができます。
右側の赤い ×印アイコンをクリックすることによりアクションを削除したり、新たなアクションを選択し
て追加することも可能です。追加するには、＋アイコンをクリックしアクションを選択し、必要に応じ
て拡張オプションを設定後、"追加(Add)" ボタンをクリックします。
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24.5.1.3. アラートサブメニューでのアラート無効化
作成されたアラートに対して光っている (黄色)電球アイコンをクリックすると、そのアラートを無効化
することができます。

有効なアラートは黄色の電球アイコン、無効なアラートは青の電球アイコンで表されます。
24.5.1.4. アラートサブメニューでのアラート削除
アラートの右にある赤い×印のアイコンをクリックすることにより、アラートを削除することができます。

24.5.2. エージェント管理メニューでのアラート管理
24.5.2.1. エージェント管理メニューでのアラート割当
アラートを追加する別の方法としてエージェント管理から実施することもできます。システム管理メ
ニューのエージェント管理をクリックします。すべてのエージェントが表示されます。

エージェントを選択し、アラートアイコンをクリックします。
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次に、入力フィールドへいきます。
• モジュール(Module): アラートを発生させるモジュールを指定します。
• テンプレート(Template): アラート設定したいテンプレートを選択します。
• アクション(Actions): テンプレートで定義されているアクションを選択します。のちほど複数

のアクションも選択できます。
アクションを選択すると、新たに 2 つのフィールドが表示されます。これらのフィールドは、アクショ
ンを起こすアラートの回数を指定する場合に利用し、範囲を開始と終了で設定します。

24.5.2.2. エージェント管理メニューでのアラート編集
アラートを作成すると、テンプレートが持っているアクションのみ編集することができます。
右側の赤い ×印アイコンをクリックすることによりアクションを削除したり、新たなアクションを選択し
て追加することも可能です。追加するに は、＋アイコンをクリックしアクションを選択し、必要に応じ
て拡張オプションを設定後、"追加(Add)" ボタンをクリックします。

24.5.2.3. エージェント管理メニューでのアラート無効化
作成されたアラートに対して光っている (黄色)電球アイコンをクリックすると、そのアラートを無効化
することができます。

有効なアラートは黄色の電球アイコン、無効なアラートは青の電球アイコンで表されます。
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24.5.2.4. エージェント管理メニューでのアラート削除
アラートの右にある赤い×印のアイコンをクリックすることにより、アラートを削除することができます。

24.6. アラートの作成
ここで、上記のような例を仮定すると、まずは数値データのモジュールを一つモニタします。以下
の例では、 system CPU 使用率をモニタするモジュールをとりあげます。温度を返す温度センサー
などでも良いです。まず最初に、モジュールがデータを正しく受け取っているかを見て みましょう。

このスクリーンショットでは、 sys_cpu というモジュールがあり、現在の値が 7 であるということが解り
ます。この例では、この値が 20 以上になったらアラートを上げたいと考えます。そのためには、 20
以上の値になったら、障害状態になるようにモジュールを設定します。設定するには、 スパナアイ
コンをクリックします。

以下の画面の赤で囲っている部分の値を設定します。
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設定を反映させます。これで、 CPU モジュールの値が 20 以上になるとステータスが障害状態にな
り、次のように赤い表示になります。

以上で、どのような時が正常 (正常で緑表示) で、どのような時が異常 (障害で赤表示) かをシステ
ムが認識するようになりました。次のすべきは、モジュールが障害状態になったときにメール通知
する設定です。そのためには、Pandora FMS アラートシステムを利用します。
この設定をするには、まずは、必要なコマンド (メールを送る) が一つあるということを認識する必要
があります。この例では、 Pandora FMS にあらかじめ定義されているメール送信コマンドを利用す
るので簡単です。

24.7. アクションの設定
まずは、"Send an email to the operator" というアクションを作成しないといけません。新たなアクショ
ンを作成するには、システム管理メニューから、アラート管理 -> アクションの順にクリックします。
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このアクションでは、 eMail というメールを送信するコマンドを使います。これはとても簡単で、一つ
のフィールド ( フィールド 1) だけ設定すれば良く、他の 2 つの設定は不要です。 フィールド
1、2、3 は何かというのは、 Pandora FMS のアラートシステムの中で最もわかりにくい部分の一つで
す。
これらのフィールドは、アラートテンプレートの情報をコマンド設定へ "渡す" ために利用されます。
また、そこから、実際に実行されるコマンドに渡されます。つまり、テンプレートとコマンド設定の両
方から、異なる情報を実行されるコ マンドに与えることができます。この場合、コマンドに対して
フィールド 1 のみを指定し、フィールド 2 と 3 は設定していません。
フィールド 1 にはオペレータのメールアドレスを設定します。この例では、
"sancho.lerena@notexist.com" 宛にメールを送ります。

24.8. テンプレートの設定 (アラートテンプレート)
次に、後から使えるように可能な限り一般的な内容で、アラートテンプレートを作成する必要があり
ます。これは、"モジュールが障害状態であることを 認識 " し、デフォルトとして、オペレータにメー
ルを送信します。システム管理メニューから、「アラート管理」 ->「テンプレート」をクリックして、「作
成」ボタンをクリックしてください。
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"条件種別(Condition)" フィールドにて状態を定義します。この場合、"障害状態(Critical stateus)"

を選択しています。これにより、モジュールが障害状態になった時にアラートが通知されます。ここ
で、"cpu sys" モジュールに対して、 20 以上の値になった場合に障害状態となるように設定してい
ます。
ここで、優先度(priority)に "障害(Critical)" を設定していますが、これはアラートの優先度になりま
す。モジュールの "障害" 状態の設定ではありません。アラートの危険度は、イベント参照など他の
画面でのちほど見ることができます。
ステップ 2 へ進むために、"次(next)" ボタンをクリックします。

ステップ 2 では、アラートテンプレートのアラート通知に関する全ての設定を行います。最初のいく
つかはとても簡単で、アラートを発生させる日や時間を定義します。
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最も重要なパラメータは次の通りです。
• 再通知間隔 (Time threshhold): デフォルトでは 1 日です。例では 1 日ですが、 5 分に設定
すると、モジュールが常にダウン状態の場合、 5 分間隔でアラート通知されます。もし、 1 日
(24 時間) に設定すると、ダウンしたときに、まず一度アラート通知します。モジュールが復

旧し、再びダウンすると、再びアラート通知します。しかし、二度目のダウン からダウン状態
が続いても、24 時間以内であればアラートを通知しません。
• 最小アラート数(Min. Number of alerts): Pandora FMS がアラートテンプレートで定義したア
クションを実行する状態変化 (この例では、モジュールの障害状態 ) の回数です。この設定

により、正常状態と障害状態を繰り返す大量のアラートが発生を避けることができます。ここ
に 1 を設定すると、モジュールの一度の障害状態は無視します。0 を設定すると、モジュー
ルの初回の障害状態でアラート通知がされます。
• 最大アラート数 (Max. Number of alerts): 1 は、アクションを一度だけ実行することを意味し
ます。もし、ここに 10 を設定すると、アクションを 10 回実行します。この設定により、アラート

の実行回数を制限することができます。
再び、 "フィールド 1(field1)" 、" フィールド 2(field2)" 、" フィールド 3(field3)" があります。フィールド
1(field1) には何も書かれていませんが、これによりアクションを設定したときに定義したものが使わ
れます。フィールド 2(field2)およびフィールド 3(field3)は、メール送信のアクションで件名と本文と
して使われます。ここで、フィールド 1(field1) は、受信アドレス (カンマ区切りで複数書けます ) の
定義をすることもできます。テンプレートは、マクロを使って件名と本文を定義します。この例では、
次のようなメールが送信されます。 ("Farscape" というエージェントのモジュールを想定)
To: sancho.lerena@notexist.ocm
Subject: [PANDORA] Farscape cpu_user is in CRITICAL status with value 20
Texto email:
This is an automated alert generated by Pandora FMS
Please contact your Pandora FMS for more information. *DO NOT* reply this email.

下に、前もって定義したデフォルトのアクションが表示されます。このテンプレートを利用する全て
のアラートは、設定を変更しなければデフォルトでこの定義済アクションを利用します。
次のステップ 3 では、障害状態が復旧したときの通知に関する設定をみていきます。
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ほとんど一緒ですが、フィールド 1(field1)がありません。なぜなら、 (アラート通知時に) 実行された
アクションと同じだからです。この例では、 cpu-syst モジュールが復旧したということを示す件名の
メールを送るだけです。
復旧アラートはオプションです。復旧アラートのデータはここのフィールド (フィールド 2 および 3)で
定義されるという点が重要です。アクションのフィールド設定内容は "無視され、上書き" され、ここ
の設定が参照されます。唯一変更できないのは、フィールド 1(field1)です。

24.9. アラートのモジュールへの関連付け
以上で、必要な設定が完了しました。あとは、アラートテンプレートをモジュールに関連づけるだけ
です。そのためには、エージェントのモジュールのアラートタブへいきます。

設定は簡単です。この画面ショットでは、 "Last_Backup_Unixtime" というモジュールに対して、事
前に定義した "Module critical" というアラートが設定されています。加えて、ここでは下の画面を
操作して、モジュール "cpu-sys" と、アラートテンプレート "Module critical" を関連づけようとしてい
ます。デフォルトで、このテンプレートで設定した "Sancho Lerena へメールを送信する " というアク
ションが表示されています。
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24.10. アラートスケーリング
アラートスケーリングは、状態の重要度に応じて異なるアクションを実行する仕組みです。 状態の
重要度は、しきい値超過が何回発生したかで考えます。例えば、システム CPU 使用率が 90% の
時にアラートが発生するとした場合、アラート発生時は常に email 送信をしますが、 5 回以上発生
した場合は SMS を送信するといった設定が可能です。
このアラートスケーリングは、複数のアクションを設定し、開始(From) および 終了(To) を定義す
ることにより実現します。

24.11. スタンバイアラート
アラートは、有効化、無効化、スタンバイにできます。無効化とスタンバイには次の違いがあります 。
無効化ではアラートは実行されずアラート表示にも 表示されません。スタンバイでは動作しアラー
ト表示に表示されますが、表示のみで割り当てられたアクションは実行せずイベントは生成しませ
ん。
スタンバイアラートは、何が発生したかを確認するのに便利です。ただし、通知 / アクションの実行
が無効化されます。

24.12. 関連障害検知抑制
関連障害検知抑制は、ある範囲のエージェントへの通信が切れた場合に大量のアラートが発生
するのを避けるための Pandora FMS の機能です。ルータやスイッチ等の中間のデバイスがダウン
すると、その先の全てのデバイスに対して Pandora FMS との通信ができなくなるような場合を考え
ます。おそらく、デバイスは正しく動作していますが、 Pandora FMS は ping で疎通確認がとれない
ため、ダウンと認識します。

523

関連障害検知抑制

関連障害検知抑制は、エージェントの設定で有効にできます。 "関連障害検知抑制 " のチェック
ボックスをチェックすると有効になり、チェックを外すと無効になります。

関連障害検知抑制が有効に設定されると、親の単一もしくは複数の障害状態がチェックされます。
この方法により、親で障害アラートが発生していたら、 その子となるエージェントのアラートは発生
しません。親エージェントに障害状態のモジュールが無かったり、障害状態より下の状態であれば
アラートは発生 します。条件をすべて満たす場合にアラートが発生するということを理解してくださ
い。
関連障害検知抑制を正しく動作させるためには、すべての親エージェントでデバイスがダウンした
ら障害状態になるようなアラートを設定するのが便利です。合わせて、親エージェントの他のア
ラートでは、障害状態を定義すべきではありません。
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24.12.1. 例
次のようなモニタ設定があったとします。
- ルータ: ICMP のチェックと、標準の OID を使って ATM ポートの状態を確認する SNMP チェック

を設定されています。また、上流のプロバイダのルータとの遅延を見ています。
- ウェブサーバ : Pandora FMS エージェントでの、 CPU 使用率、メモリ使用量、 apache のプロセス
チェックといった、内部チェックが設定されています。また、 4 ステップの HTTP チェックの遅延を

チェックしています。
- データベースサーバ : Pandora FMS エージェントでの、CPU 使用率、メモリ使用量、データベー

スのプロセスチェックといった、内部チェックが設定されています。また、いくつかのデータベース
整合性チェックがありま す。さらに、プラグインにてリモートから、ログイン、クエリの実行を行い終
了、応答タイミングをみるチェックをしています。
ここで、いくつかの単一アラートを定義します。
-ルータ: ICMP チェック / 障害状態 -> メール送信アクション SNMP チェック / 障害状態 -> メール
送信アクション 遅延 > 200ms / 警告状態 -> アクション無し、関連付けのみ
-ウェブサーバ
CPU / 警告状態 -> アクション無し、関連付けのみ メモリ / 警告状態 -> アクション無し、関連付け
のみ プロセス / 障害状態 -> メール送信アクション HTTP 遅延 / 警告状態 -> アクション無し、関

連付けのみ
-データベースサーバ
CPU / 警告状態 -> アクション無し、関連付けのみ メモリ / 警告状態 -> アクション無し、関連付け
のみ プロセス / 障害状態 -> メール送信アクション SQL 遅延 / 警告状態 > メール送信アクション

データベースおよびウェブサーバの親としてルータを設定します。関連障害検知抑制を両方の
エージェント (データベースおよびウェブ) で有効にします。
ここで、データベースに関連付けアラートを割り当てます。
ルータ ICMP チェックが正常
かつ(AND)
ルータ SNMP チェックが正常
かつ(AND)
ウェブサーバプロセスが正常
かつ(AND)
データベースサーバプロセスが障害状態
であれば、
次のメールを送信: "Service DOWN: Database Failure"
ここで、さらにデータベースに関連付けアラートを割り当てます。
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ルータ ICMP チェックが正常
かつ(AND)
ルータ SNMP チェックが正常
かつ(AND)
ウェブサーバプロセスが障害状態
かつ(AND)
データベースサーバプロセスが正常
であれば、
次のメールを送信: "Service DOWN: WebServer Failure"
さらに、次のようなアラートを定義します。
ルータ ICMP チェックが正常
かつ(AND) ルータ SNMP チェックが正常 かつ(AND)
ウェブサーバの HTTP 遅延が正常 かつ(AND)
データベースサーバの SQL の遅延が発生
かつ(AND)
データベースサーバの CPU 使用率が正常
かつ(AND)
データベースサーバのメモリ使用量が超過
であれば、
次のメールを送信: Database is getting exhausted. Please check it ASAP.

24.13. 特別日一覧
バージョン 5.0 の Pandora FMS から、特別日機能があります。これにより、アラートテンプレートに
休日や特別な出勤日を定義することができます。特別日一覧に定義された日は、選択した曜日と
同じ日として扱われます。

24.13.1. 特別日の作成
新たに特別日を作成するには、システム管理メニューのアラート管理から、特別日一覧 (Special
days list) の作成(Create)ボタンをクリックします。

作成(Create)をクリックすると、次のような画面が表示されます。
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次に、フィールドに以下に示す情報を入力します。
• 日付: 特別日の日付です。日付のフォーマットは YYYY-MM-DD です。毎年同じ日を指定
したい場合は、YYYY に '*' を設定することができます。
• 同一曜日(Same day of the week) 曜日を選択します。上記の日付がここで指定した曜

日と同様に扱われます。
• 説明(Description): 特別日の説明です。
例えば、2012 年 5 月 3 日が休日だとします。 2012-05-03 を日曜と定義すると、その日は日曜日と
同様に扱われます。
入力が完了したら、作成(Create)ボタンをクリックします。
注意: 特別日一覧を有効にするには、アラートテンプレート(ステップ 2)で "特別日一覧を利用する
" をチェックする必要があります。

24.13.2. 特別日の編集
特別日は、システム管理メニューのアラート管理内の特別日一覧から編集することができます。

特別日編集するには、日付をクリックします。

修正が完了したら、"更新(Update)" ボタンをクリックします。
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24.13.3. 特別日の削除
特別日を削除するには、日付の右にある赤い×印をクリックします。

24.14. アラートの例
24.14.1. アラートの SMS 送信
ここでの例として、良く質問される SMS 送信について見てみます。
これを行うために、我々のウェブサイト (http://pandorafms.org) のモジュールライブラリで公開され
ているスクリプトを利用します。このスクリプトは、商用の HTTP ゲートウェイ (アカウントを作成する
必要があり、費用がかかります ) を用いて SMS を送信するために、商用の Perl の API を利用しま
す。これはとても簡単で、一度アカウントを作成しスクリプトを設定 (ユーザ名とパスワードのみ ) し
たら、準備は完了です。
SMS アカウントが設定されており、 Pandora FMS サーバにスクリプトがインストールされていると仮

定します。ここで、次のコマンドを実行します。
> sendsms
You must give three parameters: <source> <destination> 'Full message'
Don't forget to send the message with single quotes (), and put the destination
number
with international code (346276223 for spanish phones, for example)

最初のステップとして、アラートコマンドに定義するための、 SMS の sendsms コマンドが使えるよう
になっているかを確認します。Pandora FMS の管理インタフェースでコマンドを定義します。
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このコマンドで、 "346666666666" は発信者番号です。単語 (アルファベット)を使うこともできますが、
いくつかの携帯キャリアではアルファベットの ID は扱えません。フィールド 1 およびフィールド 2 は、
コマンドの動作に使われます。携帯電話の写真では、 "Aeryn" という文字列を SMS で受信してい
ます。アラートアクションで定義される、フィールド 1 は送信先の電話番号、フィールド 2 は送信文
字列です。
ここで、アラートアクションを定義します。フィールド 1 およびフィールド 2 に設定した値を使って、コ
マンドを実行します。特殊なケースとして、テンプレートは、 SMS にデータを送りません。すべての
情報はアラートのアクションで定義されます。
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フィールド 1 が自分の電話番号 ( 実際に夜中にかけて欲しくないので隠してますが ...) です。
フィールド 2 が SMS で送信する文字列になります。アラートが発生した時に、実行時に置き換えら
れるいくつかのマクロを使っています。
最後のステップとして、アラートテンプレートを作成します。 ( 定義済であれば省略できます ) モ
ジュールが障害状態になった時に実行する、とても簡単なアラートテンプレートを作成したいと思
います。アラートは、最大で 1 日に 1 回発生します。ただし、復旧したときも通知されます。
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ここで、モジュールにアラートテンプレートとアクションを割り当てます。
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アラートが発生するためには、モジュールが障害状態でなければなりません。次の画面ショットで
は、障害状態のしきい値を確認できるモジュー ル設定を表示しています。しきい値が設定されて
いなければ、アラートは発生しません。なぜなら、障害状態をトリガにしているからです。この例で
は、しきい 値を 5 に設定しています。値が 6 になったとき、モジュールが障害状態となり、アラート
が発生します。

以上で準備完了です。強制的にアラートを実行してテストすることができます。強制実行するには 、
エージェントのアラートビューへ行き、緑の丸いアイコンをクリックします。

以下の写真に示したように、SMS が携帯電話に届きます。アラートを強制実行したために、データ
は "N/A" になっており、実際のデータは受信していません。
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24.14.2. メール送信以外のアラートコマンドの利用
メール送信は、 Pandora FMS の内部コマンドであり、フィールド 1、フィールド 2、フィールド 3 はそ
れぞれメール送信先、件名、本文として使うように定義されており変更することはできません。では 、
別のアクションを自分で定義したい時はどうすれば良 いでしょうか。
この場合は、新たなコマンドの定義画面へ行き、自分で定義を行います。検知したアラートそれぞ
れのログファイルを作成したいとします。ログファイルのフォーマットは次のようなものを想定します 。
DATE_HOUR - NAME_AGENT -NAME_MODULE -VALUE- PROBLEM DESCRIPTION

ここで、VALUE は、そのときのモジュールの値です。コマンドを呼び出すアクションごとに、ログファ
イルができます。アクションでは、説明と、どのイベントをファイルに書くかを定義します。
そのためには、次のようにコマンドの作成へ行きます。
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そして、アクションを定義します。

作成したログを見ると次のようになっています。
2010-05-25 18:17:10 - farscape - cpu_user - 23.00 - Custom log alert #1

アラートは、 "farscape" エージェントの "cpu_sys" モジュールで、18:17:10 に発生したこと、また、現
在のデータは "23.00" であり、アクションで設定した説明が含まれていることがわかります。
コマンド実行時に、フィールドやその他がどのように引き渡されて実行されたかは簡単にはわかり
ま せ ん 。 そ れ を 確 認 す る 簡 単 な 方 法 は 、 pandora サ ー バ の 設 定 フ ァ イ ル
/etc/pandora/pandora_server.conf にて、デバッグトレースを有効にする (verbose 10) ことです。
そして、Pandora FMS サーバがどのようにコマンドを実行しているか確認するには、サーバを再起
動し (/etc/init.d/pandora_server restart) 、 /var/log/pandora/pandora_server.log に出力されて
いる定義されたアラートの実行ログを探します。
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25 イベント
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25.1. 概要
Pandora FMS には、監視しているシステムで何が発生したのかを示すためのイベントシステムがあ
ります。Pandora は、いつダウンしたのか、いつアラートが発生したのか、または、 Pandora FMS 自

身のシステムでいつ特定の問題が発生したかなどをイベント表示します。
このシステムでは異なるユーザによって承諾したり削除したりすることができます。インシデントの
承諾では、それを誰が実施したかがわかります。
イベントは、次の画面に示すように、操作メニューのイベント参照(View events)から操作できます。

イベント表示例を以下に示します。

イベントが表示されています。問題を説明したテキスト、イベントの発生元(エージェント)、もちろん
イベントが発生したデータがあります。時々、 イベントを生成したエージェントのモジュール、グ
ループ、モジュールに関連づけられたタグなどの他のデータも含まれます。目のアイコンをクリック
すると、 イベントの詳細を見ることができます。
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デフォルトでは、イベントは特定の検索を通して表示されます。これは編集可能で、特定のエー
ジェント、文字検索などにより情報をフィルタリングできます。これを行うには、フィルタウインドウで
フィルタリングしたい項目をクリックします。

ここで見られるように、デフォルト (設定オプションで編集可能です) では Pandora FMS は、最大 8
時間以内のイベントを表示します。グルーピングされたイベントを表示し、未承諾のもののみを表
示します。一つのグループにのみアクセスできるユーザは、 そのグループのイベントのみ参照で
きます。
イベントは、監視システムの中心機能です。
この画面では、エージェントを一つ一つ確認したり、全体を参照したり、データツリーやビジュアル
スクリーンを確認することなく、現在 (アクティブなイベント )および過去(承諾済のイベント)の状態が
参照できます。
運用者は、現在アクティブな問題のみを表示した "きれいな " イベントコンソールを参照できます。
これにより、アラートを生成する必要なく、いつでも画面を見るだけで何が発生したか知ることがで
きます。
537

概要

25.2. カスタムイベント表示
Pandora FMS 5.0 から、カスタムイベント表示をカスタマイズすることができます。カスタムイベントを
参照するには、システム管理 > イベント管理 (Manage events) > カスタムイベント (Custom events)

へ行きます。
デフォルトでは、次のフィールドが表示されます。
•
•
•
•

イベント名
エージェント名
状態
タイムスタンプ

"有効なフィールド(Fields available)" リストから表示したいフィールドを選択し、矢印で動かします。
そして、"更新(Update)" ボタンをクリックします。
"デフォルト(Default)" ボタンをクリックすると、デフォルトのイベントフィールドが表示されます。

25.3. イベントフィルタの作成
イベントフィルタを作成するには、システム管理 > イベント管理 (Manage events) へ行きます。ここ
で、フィルタの作成、削除、編集ができます。

"フィルタの作成(Create filter)" ボタンをクリックしたら、イベントフィールドに入力します。
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25.4. イベントの参照
イベントは、操作メニューの イベント参照 (View events) にて見ることができます。 始めに表示され
るイベントは、未解決で、8 時間以内に生成されたもののみであることに注意して下さい。
発生したすべてのイベントを見ることができます。

イベント一覧には、次の情報が含まれています。
状態(Status)
イベントの状態です。状態は、新規、処理中、承諾済、未承諾があります。
イベント名(Event Name)
イベント名を表示するフィールドです。名前をクリックするとフィルタとして同じ名前のすべてのイベ
ントを表示します。
エージェント名(Agent Name)
イベントが発生したエージェントを表示するフィールドです。このフィールドをクリックすると、メイン
のエージェントタブへ行きます。
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タイムスタンプ(Timestamp)
イベントを受信してからの経過時間を表示します。
アクション(Action)
イベントを承諾できます。
イベントを削除します。
イベントの詳細を表示します。
イベントを元にインシデントを起票します。
イベント選択ボックス(Box for selecting the event)
複数イベントの複数や承諾を実行するためにイベントを選択するためのものです。

25.5. イベントのフィルタリング
イベント参照ページでは、特定のイベントのみを表示するようにイベント一覧をフィルタすることが
できます。
イベントをフィルタするには、操作メニューの イベント参照 (View events) のイベント一覧へ行き、"イ
ベントフィルタ(event control Filter)" をクリックします。

イベント一覧を開いたときは、デフォルトのフィルタを表示しています。

フィルタできるフィールドは次の通りです。
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• グループ(Group): イベントを生成したエージェントのグループを選択します。
• イベントタイプ(Event Type): イベントの種類を選択します。種類には以下のものがありま

す。
停止されたアラート(Alert Ceased)
発生中アラート(Alert fired)
承諾されたアラート(Alert Manual Validation)
復旧したアラート(Alert Recoverd)
エラー(Error)
モニタ停止(Monitor Down)
モニタ再開(Monitor up)
自動検出(Recon host Detected)
システム(System)
不明(Unknown)
重要度(Severity): イベントの重要度を選択します。次のオプションがあります。
• 障害(Critical)
• 情報(Informational)
• メンテナンス(Maintenance)
• 正常(Normal)
• 警告(Warning)
状態(Event Status): イベントの状態を選択します。次のオプションがあります。
• 全イベント(All event)
• 未承諾(Only pending)
• 承諾済(Only validated)
検索語(Free search): 検索したい文字列を入力します。
エージェント(Agent Search): イベント発生元のエージェントを選択できます。
最大表示範囲(時間)(Max hour old): 何時間分表示するかを指定します。
承諾したユーザ(User Ack): イベントを承諾したユーザを選択できます。
複数回発生イベント(Repeated): 繰り返し発生しているイベントをまとめるか、全てのイベ
ントを表示するかを選択できます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

イベントフィルタメニューの検索フィールドの下には、 ページごとの表示件数 (Block size for
pagination) オプションがあります。ここで、一ページに表示するイベントの数を選択できます。
フィルタは保存することができます。

25.6. イベント一覧のカスタムカラム
(Pandora の管理者の場合、)イベント表示に出てくるカラムを設定することができます。

イベントの管理タブにフォームがあり、そこにカスタムカラムタブがあります。フォームには 2 つのリ
ストがあり、左側は存在するすべてのカラムで、右側のカラムに矢印で足し引きできます。
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25.6.1. メタコンソール
メタコンソールもまた、それぞれのグループでカスタムカラムを保存できます。

25.7. イベントからのインシデントの作成
イベントからインシデントを作成するには、操作メニューの イベント参照 (View events) のイベント一
覧へ行き、以下に示すボタンをクリックします。
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ボタンをクリックすることにより、インシデント作成ページへ遷移します。いくつかのフィールドは入
力済です。

25.8. 承諾および一つのイベントの状態、自動承諾
イベントには、承諾、未承諾、処理中の 3 つの異なる状態があります。 イベントには、正常、障害、
警告のことなる重要度があります。これらはイベントを生成した Pandora のモニタリング状態とは異
なる状態に属します。
デフォルトでは、イベントは "未承諾" 状態となります。これは、監視によって生成されます。例えば
"ディスクの空き" であれば、それが正常状態から障害状態になったときです。
特に何もせずに、同じエージェントの同じ監視項目が "正常" 状態となったら、自動的にそれに関
するイベントを受け取ります。ディスクが障害状態となったという情報と、その後正常状態になった
という情報の 2 つのイベントです。
上記のような場合は、問題が解消した情報を受け取った時に、システムが自動的にイベントを "承
諾" します。これを自動承諾と呼びます。これは、警告や障害状態のイベントを承諾していない状
態で、新たに "正常" のイベントが届いた場合に発生します。
また、ID 拡張(ID extra) があるイベントは、同じ ID 拡張(ID extra) がある以前のイベントを承諾し
ます。ID 拡張(ID extra)は、Pandora FMS イベントアクションを設定するときに設定できます。
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25.9. イベントの割り当て
イベントを見つけた場合、それを承諾できます。システムは、日時と承諾したユーザを記録します。
また、コメントを書くこともできます。例えば、"サーバディスクを整理した。" など。

承諾ボタンをクリックすると、画面が更新され承諾済のイベントは表示されなくなります。これはデ
フォルトの動作で、未承認および処理中のイベントのみ表示され、承諾済は表示されないためで
す。

全イベントを表示するようにしてイベント表示を更新すると、誰がいつ承諾したかと入力したテキス
ト情報とともに、承諾したイベント(左に緑色のアイコンがあります)を表示できます。
さらに、イベントの承諾時に、承諾の代りに "処理中(in process)" を選択すると次のように表示され
ます。
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イベントを "停止" またはロックでき、そうすると自動承諾がされません。ペンディングしたものとして
イベント表示に残すことができます。同じ種類のイベントがグループ (イベントグルーピングを参照)
になり、自動承諾されません。イベント表示は次のようになります。

25.10. イベントグルーピング
いくつかのシステムでは、大量のイベントが生成されます。 Pandora FMS は、より便利なようにこれ
らのイベントをグルーピングできます。イベントグルーピングに関して以下に説明します。

• 同じエージェントからの同一のイベントは一つのイベントとして表示されます。
• グループ化されたいずれかのイベントの状態が 処理中(in process) であれば、このイベ
ン ト の 状態は、 処 理中 (in process) になり ます。 グル ープ化された イベン ト が 正常
(normal) 状態であれば、正常(normal) 状態、グループ化された全イベントが 承諾済
(validated) であれば、承諾済(validated) になります。
• 時間によるフィルタ対象でも、処理中(in process) 状態のイベントは常に表示されます。

グループ化されたイベントの処理では、状態変化は次のように動きます。
• グループ化したイベントを 承諾(validating) すると、すべてが 承諾済(validated) になり
ます。(時間によるフィルタ対象も含む)
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• グループ化したイベントを 処理中(in process) にすると、最も最近のイベントが (残りを代
表して) 処理中(in process) に設定されます。

25.11. イベントの削除
さらにイベント管理で必要なのは、不要になったイベントを削除する機能です。 この処理を実行す
るには、イベントの削除オプションを利用します。操作メニューの イベント参照 (View events) のイ
ベント一覧では、イベントを削除する方法には次の二種類があります。
"アクション(Action) カラム" で、赤い "X" 印をクリックする。

右端のチェックボックスをチェックし、"削除(Delete)" ボタンをクリックする。

25.12. イベントを参照するその他の方法
イベント参照は、操作メニューの イベント参照(View events) から行うことができ、文字を流すニュー
スチャネルのような表示 (ブラウザ上で黒い背景画面上に文字を動かす) ができます。

25.12.1. RSS イベント
Pandora FMS には RSS イベントプロバイダーがあります。好きなニュースリーダーでイベントを読

むことができます。
ニュースチャネルや RSS でイベント参照するには、操作メニューから イベント参照 (View events)
-> RSS を選択し、ニュースリーダで購読してください。

• 注意: RSS イベントへアクセスするには、アクセスを許可する IP アドレスを設定する必要が
あります。設定は、設定 メニューの API アクセスを許可する IP アドレスリスト にて行います。
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25.12.2. イベントの画面表示(スクリーンセーバ)
最新のイベントを文字でスクロールして表示します。このオプションにより、最新のイベントを画面
に視覚的に表示することができます。 operation/events/events_marquee.php を編集することによ
り、表示するイベントの数、大きさ、色、メッセージフィルタを設定することができます。

• 注意: イベントの画面表示へアクセスするには、アクセスを許可する IP アドレスを設定する
必要があります。設定は、設定 メニューの API アクセスを許可する IP アドレスリスト にて行

います。

25.12.3. サウンドアラート
バージョン 3.2 より、Pandora にイベント通知の新しい機能が加わります。それは、コンソールでの
サウンド再生です。これにより、常に Pandora のコンソールをチェックすることなく簡単にシステム
管理を行うことができます。コンピュータから離れた場所にいたとしても、イベントが発生したときに、
(大きなスピーカーと十分なボリュームで ) 異なる音を聞くことができます。音は、サウンドイベントを
一時停止するか、OK ボタンをクリックするまで鳴ります。
音を発生させるサウンドイベント一覧は次の通りです。
• アラート発生
• モジュールが 警告 状態になった場合
• モジュールが 障害 状態になった場合

グループごとにイベントをフィルタリングすることも可能です。
25.12.3.1. 設定
前述の通り、3 種類のイベントがあり、Pandora コンソールから確認や設定ができます。必要であれ
ば、それぞれのイベントの音を設定することができます。

設定画面でも、イベントの右側にある再生ボタンをクリックすることにより音を聞くことができます。
(ブラウザがマルチメディアコンテンツに対応しているかの確認にもなります。)

547

イベントを参照するその他の方法
25.12.3.2. 拡張設定
サウンドイベントの音は任意のものを入れることができます。そのためには、 Pandora コンソール
サーバの Pandora コンソールディレクトリ ( 通常は、 /var/www/pandora_console/ です ) 内の
include/sounds/ ディレクトリに、新たな音ファイルを置きます。ただし、パフォーマンス面で、いく
つかの条件を守る必要があります。
• ファイルは、WAV フォーマットです。
• ファイルは可能な限り小さくしてください。なぜなら、音はブラウザで再生されるので、ブラウ

ザにファイルが送られるためです。小さくするには以下のようなテクニックがあります。
• 音の長さは数秒にします。すでに説明している通り、音は繰り返し再生されます。
• 音は、モノラルにします。
• 16 ビット以下のエンコーディングにします。音質は落ちますが、容量は小さくなりま
す。
• 音を編集したり作成したりするには、オープンソースの Audacity のようなツールの利用をお
勧めします。マルチプラットフォームで簡単に利用できます。
25.12.3.3. 利用
サウンドイベントは、非同期に 10 秒間隔でイベントをスキャンします。イベントが発生すると、その
イベントに合った設定された音 (前述の設定もしくはデフォルトの音) が再生されます。ウインドウが
赤で点滅しはじめ、ブラウザや OS の設定により、他のウインドウよりも前面に表示されます。
サウンドイベントウインドウにアクセスするには、 Pandora コンソールの左側のメニューで、操作メ
ニューから イベント参照(View Events) を選択するだけです。イベント画面のヘッダにある、音符
マークのアイコンをクリックすると、小さい新たなウインドウが開きます。

この小さいウインドウでは、全てのサウンドイベントを操作でき、イベントが発生したときに音を鳴ら
すためには、常に開いておく必要があります。このウインドウには、異なる 3 つの操作があります。
• グループ(Group): チェックしたいアラートのグループです。そのグループに対して、アクセ

ス権がある必要があることに注意してください。
• 種類 (Type): 参照するイベントの種類です。 " 発生中アラート (fired alert)" 、 " 障害状態
(Monitor critical)"、"警告状態(Monitor warning)" をチェックすることができます。チェック
ボックスのチェックによって、一つもしくは複数の種類を選択することができます。
• 再生ボタン : このボタンが緑の矢印で表示されている場合は、イベントをスキャンしません
(停止状態です)。これをクリックするとイベントのスキャンが有効になり、ボタンがオレンジの
一時停止アイコンになります。たとえば、これの使い方として は、外出する場合にはサウン
ドイベントを切るなどです。
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• OK ボタン: OK と書かれている赤いボタンは、イベントが発生して音が鳴っている場合にそ

れを停止するのに利用します。ただし、これはアラートやイベントを承諾するわけで は無い
点に注意してください。承諾は Pandora コンソールから行います。サウンドイベントは、イベ
ントを監視して音を鳴らすだけです。

25.12.4. イベントの CSV へのエクスポート
他のアプリケーションで利用するために、イベントリストを CSV ファイルにエクスポートすることがで
きます。
イベントを CSV へエクスポートするためには、操作メニューの イベント参照 (View events) -> CSV
ファイル(CSV File) をクリックします。

25.12.5. イベント統計
操作メニューの イベント参照(View events) -> 統計(statistics) で、イベントの統計を参照できます。
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25.13. イベントアラート、イベント相関
Pandora FMS バージョン 4.0 から、イベントにアラートを定義できるようになりました。より柔軟な完

全に新たなアプローチです。これはエンタープライズ版の機能です。
新たなイベントアラートを作成するには、システム管理メニューのイベントアラートメニューで作成ボ
タンをクリックします。

イベントアラートは、論理式(and、or、xor、nand、nor、nxor)で結合されたルールで組み立てられ
ます。
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簡単にいうと、イベントアラートのパラメータ設定はモジュールアラートと同様です。
[1]に詳細があります。

イベントアラート特有のパラメータとしては、以下の 2 つがあります。
• ルール評価モード : drop モードでは、一つのルールが満たされなければ、残りのアラート
ルールは評価されません。pass モードでは、残りのルールも評価されます。
• グループごと : エージェント、モジュール、アラート、またはグループによって、ルールをグ
ループ化します。例えば、2 つの障害イベントを受け取ったときに、通知するよう なルール
が設定されていてエージェントでグループ化されていた場合は、同じエージェントから 2 つ
の障害イベントが届きます。これは off にすることができます。

それぞれのルールは、特定の種類のイベントで通知されるように設定されます。アラートは、ルー
ルで定義された論理式および条件を満たした場合に通知されます。

一つのルールの設定パラメータは次の通りです。
•
•
•
•

名前(Name): ルール名。
ユーザコメント(User comment): 任意のコメント。
イベント(Event): イベントテキストにマッチする正規表現。
ウインドウ(Window): イベントの生成時間範囲。この時間範囲外のイベントは拒否されます。
*

•
•
•
•
•

回数(Count): ルールにマッチし通知されるイベントの数。
エージェント(Agent): イベントを生成したエージェント名にマッチする正規表現。
モジュール(Module): イベントを生成したモジュール名にマッチする正規表現。
モジュールアラート(Module alerts): イベントを生成したアラート名にマッチする正規表現。
グループ(Group): エージェントが属するグループ。
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•
•
•
•

重要度(Criticity): イベントの重要度。
タグ(Tag): イベントに関連づけられたタグ。
ユーザ(User): イベントに関連づけられたユーザ。
イベントタイプ(Event type): イベントの種類。

例えば、 System タグに関連づけられたサーバグループの任意のエージェントの cpu_load という
名前の任意のモジュールが障害状態になったときに、生成されたイベントにマッチするルールを
設定できます。

Pandora FMS データベースに保存できるイベント数に関しては、 pandora_server.conf
ファイルの event_window パラメータにて定義します。この時間範囲を越えるイベント
が発生した場合は、サーバは処理を行いません。そのため、サーバの設定よりも大き
な時間間隔を設 定しても意味がありません。

25.14. pandora_revent を使ったコマンドラインからのイベント生成
(Pandora FMS 5.0 から)
WEB API を利用することにより、データベースへの接続が出来ない場合や Pandora FMS やエー
ジェントをインストールしていなくても、リモートのサイトから Pandora FMS を操作することができま

す。次の特別なツールだけが必要です。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_revent.pl

こ の ツ ー ル は 、 Pandora FMS の イ ベ ン ト を 作 成 し た り 承 諾 す る た め に 、 リ モ ー ト か ら の
HTTP/HTTPS 接続を利用します。使い方を確認するには、引数を与えずに実行します。
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Pandora FMS Remote Event Tool Copyright (c) 2013 Artica ST
This program is Free Software, licensed under the terms of GPL License v2
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
Options to create event:
./pandora_revent.pl -p <path_to_consoleAPI> -create event <options>
Where options:
-u <credentials>
-create_event
-name <event_name>
-group <id_group>
-type <event_type>
alert_ceased

: Free text
: Group ID (use 0 for 'all')
: unknown, alert_fired, alert_recovered,
alert_manual_validation, system, error,

new_agent
configuration_change, going_unknown,
going_down_critical,
going_down_warning, going_up_normal
Optional parameters:
[-agent <id_agent>]
[-agent_name <agent>]
[-user <id_user>]

: Set agent by ID
: Set agent by name (Exact match!)
: User comment (use in combination with -comment

[-status <status>]
[-am <id_agent_module>]
[-module_name <module>]
[-alert <id_alert_am>]
[-criticity <criticity>]

: 0 New, 1 Validated, 2 In process
: ID Agent Module linked to event
: Name of the module linked to the event
: ID Alert Module linked to event
: 0 Maintance, 1 Informative, 2 Normal,
3 Warning, 4 Crit, 5 Minor, 6 Major

option)

[-comment <user_comment>] : Free text for comment
[-tag <tags>]
: Tag (must exist in the system to be imported)
[-source <source>]
: (By default 'Pandora')
[-extra <id_extra>]
[-c_instructions <critical_instructions>]
[-w_instructions <warning_instructions>]
[-u_instructions <unknown_instructions>]
[-owner <owner_user>]
: Use the login name, not the descriptive
Credential/API syntax:
<credentials>: API credentials separated by comma: <api_pass>,<user>,<pass>
Example of event generation:
./pandora_revent.pl -p
http://192.168.70.160/pandora_console/include/api.php -u pot12,admin,pandora
-create_event -name "Sample event executed from commandline" -group 2 -type
"system" -agent 2
-user "admin" -status 0 -am 0 -alert 9 -criticity 3 -comment "User
comments" -tag "tags"
-source "Commandline" -extra 3 -c_instructions "Critical instructions"
-w_instructions "Warning instructions" -u_instructions "Unknown
instructions" -owner "other"
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Options to validate event:
./pandora_revent.pl -p <path_to_consoleAPI> -u <credentials>
-validate_event <options> -id <id_event>
Sample of event validation:
./pandora_revent.pl -p http://localhost/pandora/include/api.php -u
pot12,admin,pandora -validate_event -id 234

最初に、 API アクセスを有効にする設定を行う必要があります。それには、次の 3 つのステップを
行います。
1. . API アクセスを許可する IP を設定します (* を指定すると全 IP アドレスになります)
2. . API パスワードを設定します
3. . 通常のユーザ/パスワードまたは、API 用に定義したユーザを利用します

イベント詳細の不明、障害、警告の手順フィールドを設定するには、イベントタイプが 、
going_unknown, going_down_critical または going_down_warning のいずれかでなければいけ
ません。
例:
/pandora_revent.pl -p http://192.168.50.12/pandora_console/include/api.php -u
pandora12,admin,pandora
-create_event -name "Another nice event" -group 0 -type "system" -status 0
-criticity 4
-user "davidv" -owner "admin" -source "Commandline" -comment "Prueba de comentario"

25.15. コマンドライン (pandora_revent_create) からのイベントの

みの生成
(Pandora FMS 5.0 から)

イベントの承諾を除き、pandora_revent スクリプトど同じ機能です。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_revent_create.pl

このツールは、 Pandora FMS いイベントを作成するために、リモート HTTP/HTTPS 接続を利用し
ます。引数無しで実行すると、書式を参照できます。
Pandora FMS Remote Event Tool Copyright (c) 2013 Artica ST
This program is Free Software, licensed under the terms of GPL License v2
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
Options to create event:
./pandora_revent_create.pl -p <path_to_consoleAPI> -create event <options>
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Where options:
-u <credentials>
-create_event
-name <event_name>
-group <id_group>
-type <event_type>
alert_ceased

: Free text
: Group ID (use 0 for 'all')
: unknown, alert_fired, alert_recovered,
alert_manual_validation, system, error,

new_agent
configuration_change, going_unknown,
going_down_critical,
going_down_warning, going_up_normal
Optional parameters:
[-agent <id_agent>]
[-agent_name <agent>]
[-user <id_user>]

: Set agent by ID
: Set agent by name (Exact match!)
: User comment (use in combination with -comment

[-status <status>]
[-am <id_agent_module>]
[-module_name <module>]
[-alert <id_alert_am>]
[-criticity <criticity>]

: 0 New, 1 Validated, 2 In process
: ID Agent Module linked to event
: Name of the module linked to the event
: ID Alert Module linked to event
: 0 Maintance, 1 Informative, 2 Normal,
3 Warning, 4 Crit, 5 Minor, 6 Major

option)

[-comment <user_comment>] : Free text for comment
[-tag <tags>]
: Tag (must exist in the system to be imported)
[-source <source>]
: (By default 'Pandora')
[-extra <id_extra>]
[-c_instructions <critical_instructions>]
[-w_instructions <warning_instructions>]
[-u_instructions <unknown_instructions>]
[-owner <owner_user>]
: Use the login name, not the descriptive
Credential/API syntax:
<credentials>: API credentials separated by comma: <api_pass>,<user>,<pass>
Example of event generation:
./pandora_revent_create.pl -p
http://192.168.70.160/pandora_console/include/api.php -u pot12,admin,pandora
-create_event -name "Sample event executed from commandline" -group 2 -type
"system" -agent 2
-user "admin" -status 0 -am 0 -alert 9 -criticity 3 -comment "User
comments" -tag "tags"
-source "Commandline" -extra 3 -c_instructions "Critical instructions"
-w_instructions "Warning instructions" -u_instructions "Unknown
instructions" -owner "other"

最初に、 API アクセスを有効にする設定を行う必要があります。それには、次の 3 つのステップを
行います。
1. . API アクセスを許可する IP を設定します (* を指定すると全 IP アドレスになります)
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2. . API パスワードを設定します
3. . 通常のユーザ/パスワードまたは、API 用に定義したユーザを利用します

イベント詳細の不明、障害、警告の手順フィールドを設定するには、イベントタイプが 、
going_unknown, going_down_critical または going_down_warning のいずれかでなければいけ
ません。
例:
/pandora_revent_create.pl -p http://192.168.50.12/pandora_console/include/api.php -u
pandora12,admin,pandora
-create_event -name "Another nice event" -group 0 -type "system" -status 0
-criticity 4
-user "davidv" -owner "admin" -source "Commandline" -comment "Prueba de comentario"

25.16. イベントのカスタムフィールド
カスタムフィールドのあるイベントは、 Pandora FMS の CLI から生成できます。例えば、イベントは
次のコマンドで生成されます。
perl pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --create_event 'Custom
event' system Firewalls 'localhost' 'module' 0 4 'admin'
'{"Location":
"Office", "Priority": 42}'

これは、次のようになります。
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26 テンプレートとコンポーネント
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26.1. 概要
Pandora FMS は全てのチェックをモジュールを通して行います。これらは、 Pandora FMS が処理で
きる異なるデータタイプごとに異なります。 Pandora FMS のデフォルトのモジュールリストは、システ
ム管理メニューの モジュール管理(Manage modules) から参照できます。

このメニューをクリックすると、 Pandora FMS ウェブコンソールの右側に存在するモジュールが表示
されます。

見ての通り、さまざまなモジュールのタイプとグループがあります。
• async: 非同期データ
• generic: 一般的なデータ
• keep_alive: エージェントへの最終接続状態を制御するのに便利な特別な keepalive モ

ジュール
• icmp: ICMP チェック (ping)
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• snmp: SNMP チェック
• tcp: TCP チェック
• web: ウェブチェック

これらのほとんどには、いくつかのチェックタイプがあります。
•
•
•
•

data: 数値データ
proc: ブーリアン値。1 か 0 を返します。
string: テキスト文字列
inc: インクリメンタルデータ (例えば、ネットワークインタフェースから送信されたパケットの
総量などの増加するデータ)

26.1.1. コンポーネントとは
コンポーネントは、エージェントに繰り返し適用することができる "一般的なモジュール" です。エー
ジェントに関連付けるモジュールの "コピー元" になります。最も良く利用するコンポーネントを構
成するデータベースと考えることができます。普段利用するコンポーネントを定義することにより、
モニタリ ングの設定が簡単になります。新たなエージェントには、これらのコンポーネントを適用す
れば良いのです。
コンポーネントには 2 つのタイプがあります。一つは全てのリモートモジュール
(wmi、tcp、snmp、icmp、プラグイン、 Web、その他) のネットワークコンポーネントで、もう一つはソ
フトウエアエージェントの設定で、カット & ペーストできるテキストで用意される、モジュールを定義
するローカルコンポーネントです。

26.1.2. テンプレートコンポーネントとは
テンプレートは、エージェントに直接適用できるネットワークコンポーネントのセットです。モニタリン
グタスクを簡単に設定できるように、さまざまな モジュールをコンポーネントとしてまとめたものとし
て、ネットワークテンプレートを用意しています。自動検出 (Recon) サーバは、検出したホストのモ
ジュールを自動的に定義するためにネットワークテンプレートを利用します。これにより、短時間で
自動的にモニタリング設定が可能です。

26.2. ネットワークコンポーネント
前述の通り、ネットワークコンポーネントはリモートネットワークチェックを行うためのエレメントです 。
Pandora FMS では、約 40 の定義済みのネットワークチェックがあります。エンタープライズ版では、
400 以上あります。
Pandora FMS のネットワークコンポーネントの確認および作成は、システム管理メニューの モ
ジュール管理(Manage modules) -> コンポーネント管理(Network components) から行えます。
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ここでは、定義済のコンポーネントの検索 (グループや任意の文字での検索によるフィルタが可能
です)、設定詳細の確認、修正、新規コンポーネントの作成ができます。
モジュールのプロパティを参照するには名前をクリックしてください。詳細ページへのリンクになっ
ています。

図に示しているのは、ネットワークコンポーネント Host Alive の詳細です。モジュールに適用すると、
IP アドレスフィールドを除き、ネットワークコンポーネントの詳細が反映されます。 IP アドレスについ
ては、エージェントのメインのアドレスが自動的に設定されます。全てのパラメータは (例: WMI モ
ジュールのユーザ名、パスワードなど) あとから編集可能です。
テンプレートを編集すると、その時以降に行うモジュールへの適用に反映されます。すでにモ
ジュールに適用されているものは変更されません。
実行間隔など、コンポーネントの値は、その名前をクリックし変更したい値を編集することにより可
能です。変更したら、画面下の 更新(Update) ボタンをクリックします。変更が反映され、以降はそ
の内容でエージェントに適用できるようになります。
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26.2.1. 新たなネットワークコンポーネントの作成
3 つのタイプのネットワークコンポーネントを作成することができます。
• ネットワーク
• プラグイン (サーバアドオン)
• WMI

このバージョンでは、ウェブコンポーネントは作成できません。
新たなネットワークコンポーネントを作成するには、ネットワークコンポーネント管理のページ シス
テム管理(Administration) -> モジュール管理 (Manage modules) -> コンポーネント管理 (Network
components) へ行きます。ページの下の方へ行き、プルダウンメニューにて 3 つのタイプ (WMI、
ネットワーク、プラグイン ) のネットワークコンポーネントの中から一つを選択します。そして、作成
(Create) ボタンをクリックします。

その後、コンポーネントを設定するためのフィールドが表示されます。必要な設定を行った後、 作
成(Create) ボタンをクリックします。以下に WMI コンポーネント作成画面を示します。

フィールドを設定するとき、モジュールの説明については、それぞれエージェントに適用する時に
設定するように考えても良いでしょう。 SNMP のコミュニティ、ユーザ名、パスワードのようないくつ
かのパラメータは、適用するエージェントのモジュールごとに異なります。正しく動作させるために
は、 個別に設定する必要があります。しかし対象のシステムに共通のポリシーがある場合は、ユー
ザ名、パスワードやその他設定を共通にすることができます。もち ろん、定義せずに空白にするこ
とも可能です。

同様に、プラグインコンポーネントの場合は次のようになります。
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26.3. ローカルコンポーネント
ローカルコンポーネントは、ソフトウエアエージェントに適用できます。エンタープライズ版の場合
は、コンポーネントは自動的にそしてリモートから適 用することができます。ポリリーに従って適用
したり、エージェントリモート設定エディタにて手動にて行うことができます。 Pandora FMS エンター
プライズ版でリモートのソフトウエアエージェントにローカルコンポーネントを実装する方法につい
ては、ポリシーを参照してください。
ローカルコンポーネントは、 Pandora FMS のオープンソース版でも利用可能です。エンタープライ
ズ版との違いは、自動適用ができず手動で必要な設定を書く必要がある点のみです。エンタープ
ライズ版 の Pandora FMS には、カテゴリごとに分類された操作やポリシーを実装した多くのローカ
ルモジュールがあります。
ローカルコンポーネントは、ネットワークコンポーネントととても似た動作をします。設定画面を見て
みましょう。 システム管理(Administration) -> モジュール管理(Manage Modules) -> ローカルコン
ポーネント(Local components) から行くことができます。

この画面では、すでに定義済のローカルモジュールを表示しています。異なるパラメータ (グルー
プ、OS、任意のテキスト文字列) でフィルタリングして表示したり、編集や新たなコンポーネントの作
成ができます。
モジュールのプロパティを見るには、名前をクリックします。詳細のページへのリンクになっていま
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す。
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見ての通り、ローカルコンポーネントの設定はとてもシンプルです。設定項目は次の通りです。
名前(Name): コンポーネントの名前です。この名前は、エージェントにモジュールを作成した
ときに、コンポーネントの選択で表示されます。
• OS: コンポーネントのオペレーティングシステムです。
• グループ(Group): モジュールが所属するグループです。フィルタしたりソートするのに便

利です。
• 説明(Description): モジュールの説明です。デフォルトの説明は変更が可能です。
• 設定(Configuration): コンポーネントの設定です。ソフトウエアエージェントのモジュール
設定と同様です。設定例やより詳細の情報は、 設定の章のモジュール定義 を参照してく
ださい。

26.3.1. 新たなローカルコンポーネントの作成
新たなローカルコンポーネントを作成するには、システム管理メニューから モジュール管理
(Manage modules) -> ローカルコンポーネント (Local components) を選択し、ローカルコンポーネ
ント管理ページへ行き、ページの右下にある作成(Create)ボタンをクリックします。
新たにローカルコンポーネントを作成するフォームが表示されます。

564

ローカルコンポーネント

前述の情報をフォームに入力し、作成ボタンをクリックします。

26.3.2. マクロ
バージョン 5.0 からは、ローカルコンポーネントにマクロを定義することができます。マクロは
module_exec パラメータに設定し、_field1_ , _field2_ ... _fieldN_ という構造です。
マクロは、通常のフィールドとしてユーザから解りやすいようにモジュール編集フォームに表示され
ます。

それぞれのマクロには、説明 (Description) 、デフォルト値 (Default value)、ヘルプ (Help) の 3 つの
フィールドがあります。
• 説明(Description): モジュールフォームのフィールドに近いラベル。
• デフォルト値(Default value): モジュールフォームでデフォルトで設定される値。
• ヘルプ (help): フィールドの追加情報に追加される文字列。設定すると、その文字列が

フィールドの近くに表示されます。
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モジュールコンポーネントにマクロがある場合、設定データはデフォルトでは表示されませんが、
表示させたり編集したりできます。

26.4. モジュールテンプレート
モジュールテンプレートは、ネットワークチェックモジュールを含むテンプレートです。これらのテン
プレートを作成すると、一つ一つモジュールを追加することなく直接エージェントに適用することが
できます。また、自動検出処理に利用することもできます。これについては、 9 章 にて説明してい
ます。
モジュールテンプレートを管理するには、システム管理メニューから、モジュール管理 (Manage
modules) -> モジュールテンプレート(Module templates) をクリックします。
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テンプレート管理画面が表示されます。デフォルトの設定がされています。

詳細を見るには、テンプレートをクリックします。右の X アイコンをクリックすると削除できます。新し
いテンプレートを作成する場合は、作成(Create)ボタンをクリックします。
テンプレートの名前をクリックすると、その詳細が表示されます。たとえば、以下のスナップショット
では、Basic Network Monitoring モジュールのテンプレートの詳細が表示されています。
その中で、フォームの最初の 2 つのフィールドにテンプレートの名前と説明が表示されています。
その下に、このテンプレートに含まれるモジュールのリストがあります。
最後に、モジュール追加のためのフォームがあります。モジュールグループによってフィルタリング
し、モジュールを選択して追加します。
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モジュールを削除するには、右のチェックボックスで選択し (右上のチェックボックスを選択すると
すべてを削除します)、削除ボタンをクリックします。
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26.4.1. 新たなモジュールテンプレートの作成
新たなモジュールテンプレートを作成するには、システム管理メニューから、モジュール管理
(Manage modules) -> モジュールテンプレート (Module templates) をクリックし、コンポーネントテン
プレート管理ページへ行きます。そして、ページ右下の作成(Create)ボタンをクリックします。
新たなコンポーネントの作成フォームが表示されます。

新たなテンプレートの名前と説明を入力し、作成(Create)ボタンをクリックします。
次に、テンプレートにモジュールを追加できるページが表示されます。
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下の方でモジュールを選択し (必要であればグループでフィルタリングしてください )、追加(Add)
ボタンをクリックします。
不要なモジュールは、選択して削除(Delete)ボタンを押すことによって削除できます。

26.4.2. エージェントへのモジュールテンプレートの適用
既存のモニタリングモジュールテンプレートや新たに作成したテンプレートをエージェントに適用
するには、システム管理メニューから、エージェント管理 (Manage agents) をクリックしてエージェン
トの設定画面へ行きます。

エージェントのモジュール(modules)をクリックします。

この画面の先頭でテンプレートタブをクリックします。
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次の画面で、すでにエージェントに割り当てられているモジュールと、定義されているモジュール
テンプレートの選択が表示されます。

テンプレートを選択し、割当 (Assign) ボタンをクリックします。選択したテンプレートに含まれるモ
ジュールが自動的に追加されます。
注意: エージェントに適用したテンプレートは表示されません。モジュールのみが表示されます。

26.5. コンポーネントグループ
コンポーネントのソートや分類をするために、コンポーネントグループがあります。コンポーネントは 、
作成時のグループに属します。
定義済みのコンポーネントグループを見るには、システム管理メニューから、モジュール管理
(Manage modules) -> コンポーネントグループ管理(Component groups) へ行きます。
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定義済みのグループとその説明が表示されます。

グループの名前をクリックするとその詳細を見ることができます。削除するには、右側の X アイコン
をクリックします。新たに作成する場合は、下にある作成(Create)ボタンをクリックします。
新たなコンポーネントグループを作成したい場合は、作成 (Create)ボタンをクリックし、フォームに
入力します。
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グループの名前を入力し、既存のグループと親子関係があればそれの選択をするだけです。あと
は、作成(Create)ボタンをクリックします。
これにより、新たなコンポーネントを、作成したコンポーネントグループに追加することができます。
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27 インベントリ
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27.1. 概要
Pandora FMS エンタープライズ版では、 Pandora でモニタしているサーバのデバイスのインベントリ
を保持することができます。 インベントリでは、 CPU、拡張カード、メモリ、パッチ、ソフトウエアや、

サーバ一覧等の情報を保持することができます。
インベントリは、モニタリングとは独立しており、データはローカル (Pandora FMS エージェントを通
して) およびリモートから取得することができます。

27.2. インベントリデータ収集
システムインベントリのデータ収集は、インベントリモジュールを通してリモートで行う方法と、 WMI
クエリを実行したり SSH などを通してスクリプトを実行する Pandora FMS に実装されているスクリプ
トを通して行う方法の二通りがあります。
Pandora FMS エージェントでデータを収集する場合は、 Windows システムの場合、エージェントの

プラグインや特別なモジュールを通して実行されます。

27.2.1. インベントリモジュール
インベントリモジュールは、リモートのマシンにコマンドを実行するリモートモジュールです。これら
のモジュールは、プラグインと同じように動作します。エージェントを通してデータを取得するロー
カルモジュールと同じものを定義することができます。

27.2.2. リモートインベントリ
27.2.2.1. リモートモジュールの作成
管理者がリモートインベントリモジュールを作成する必要は通常はありません。 Pandora FMS エン
タープライズ版では事前に定義されています。しかしながら、 Pandora FMS では、独自のインベン
トリモジュールを作成したり、すでに定義されているものをインベントリモジュールエディタで修正
することができます。
リモートモジュールを作成するには、システム管理メニューの モジュール管理 (Manage modules)
-> インベントリモジュール (Inventory modules) へ行きます。定義済みの全インベントリモジュール
が表示されます。
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新たなモジュールを作成するには、"作成(Create)" をクリックします。
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以下に、フィールドを説明します。
名前(Name)
モジュール名を入力するフィールドです。
説明(Description)
モジュールの説明を入力するフィールドです。
OS

モジュールを作成するオペレーティングシステムを選択します。エージェントにインベントリモ
ジュールを追加することによって、エージェントのオペレーティングシステムに合ったモジュールの
みが設定されるため、オペレーティングシステムを正しく選択することが重要です。
インタープリタ(Interpreter)
モジュールで使われるコマンドインタープリタを入力するフィールドです。シェルスクリプト、 Perl、そ
の他インベントリサーバで実行できるスクリプト言語を利用できます。
フォーマット(Format)
モジュールが返す値を ";" で分割したフィールドを入力します。
コード(Code)
Perl やシェルスクリプトなどのプログラムを設定します。バイナリの実行ファイルの場合、別途それ

を呼び出すスクリプトが必要です。
モジュールの定義が完了したら、"作成(Create)" をクリックします。
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27.2.2.2. リモートモジュールの編集
リモートモジュールを編集するには、システム管理メニューの モジュール管理 (Manage modules)
-> インベントリモジュール (Inventory modules) へ行きます。作成済みの全インベントリモジュール
が表示されます。編集したいモジュール名をクリックするか、右のスパナアイコンをクリックします。

モジュール作成ページが表示されます。

変更したいフィールドを修正し、"更新(Update)" をクリックします。
27.2.2.3. リモートモジュールの削除
リモートモジュールを削除するには、システム管理メニューの モジュール管理 (Manage modules)
-> インベントリモジュール(Inventory module) へ行きます。作成済みの全インベントリモジュールが
表示されます。削除したいモジュールの右にある、赤い x 印をクリックします。
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27.2.2.4. リモートモジュールの割当
エージェントへのインベントリモジュールの割り当ては、エージェント管理タブから行います。
システム管理メニューの エージェント管理 (Manage Agent) で、インベントリモジュールを割り当て
たいエージェント名をクリックします。

インベントリタブをクリックします。

インベントリモジュールを追加する画面になります。
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インベントリモジュールを追加するのに必要なフィールド設定を以下に説明します。
• モジュール(Module): 追加したいインベントリモジュールを選択します。エージェントのオ
•
•
•
•

ペレーティングシステムに合うモジュールのみが表示されます。
対象(Target): インベントリを取得する対象の IP アドレスもしくはホスト名を設定します。
間隔(Interval): インベントリモジュールの実行間隔を設定します。
ユーザ名(Username): インベントリモジュールを実行するユーザを設定します。
パスワード(Password): インベントリモジュールを実行するユーザのパスワードを設定しま
す。

設定が完了したら、インベントリモジュールを追加するために "追加(Add)" をクリックします。

27.2.2.5. 割り当てられたインベントリモジュールの編集
インベントリモジュールを編集することもできます。作成と同じ画面で編集することができます。イン
ベントリモジュールを編集するには、モジュール名もしくはスパナアイコンをクリックします。
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27.2.2.6. 割り当てられたインベントリモジュールの削除
インベントリモジュールを削除することもできます。作成と同じ画面で削除することができます。イン
ベントリモジュールを削除するには、モジュール名の右にある赤い x 印をクリックします。
27.2.2.7. リモートインベントリモジュール例
UNIX サーバから物理アドレスの一覧を取得する必要がある場合を想定します。これは、通常
"arp -a -n" コマンドで取得でき、サーバで実行すると次のような出力を得られます。
artica@galaga:~$ arp -a -n
? (192.168.70.74) at 08:00:27:39:BF:6F [ether] on eth2
? (192.168.70.162) at B4:74:9F:94:98:84 [ether] on eth2
? (192.168.50.30) at 08:00:27:10:D1:1A [ether] on eth0
? (192.168.70.90) at 98:0C:82:54:2F:DE [ether] on eth2
? (192.168.50.2) at 08:00:27:EA:B2:FF [ether] on eth0
? (192.168.70.135) at C8:60:00:4B:96:67 [ether] on eth2
? (192.168.60.182) at FE:26:C5:91:B1:DA [ether] on tap0

やりたいことは、IP アドレス、MSC アドレス、ネットワークインタフェース名を抽出することです。
これは、フィールドを " "(スペース)で分割して、次のようなシェルスクリプトで実現できます。
arp -a -n | sort | grep -v incomplete | awk '{ print $2,$4,$7 }'

Pandora のリモートインベントリサーバへ、この情報を "インポートする " 必要があるとします。その
ためには、"CPU" のリモートインベントリモジュールを元に、それを若干修正します。このスクリプト
は、SSH を使って対象のサーバへ接続し、コマンドを実行します。コマンドは、 ";" 文字で分割して

情報を出力します。
ここで、若干スクリプトのプログラミングの知識が必要になります。リモートインベントリスクリプトには
複雑ではありませんが、多少 perl、シェルスクリプト、その他言語の知識が必要です。モジュール
から実行され、データ単位ごとに 1 行で、かつフィールドを ";" で区切った形式で値を返すのであ
れば、java や c++ で記述することもできます。
#!/usr/bin/perl
##########################################################################
# pandora_linux_arptable.pl
##########################################################################
# Copyright (c) 2012 Sancho Lerena <slerena@artica.es>
#
(c) 2012 Artica Soluciones Tecnologicas S.L
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
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# as published by the Free Software Foundation; version 2.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
##########################################################################
use strict;
use warnings;
# Check for ssh
my $ssh_client = "ssh";
if (system("$ssh_client -v > /dev/null 2>&1") >> 8 != 255) {
print "[error] $ssh_client not found.\n";
exit 1;
}
if ($#ARGV < 1) {
print "Usage: $0 <target ip> <username>\n";
exit 1;
}
my $target_ip = $ARGV[0];
my $username = $ARGV[1];
# Retrieve ARP table
my ($ip, $mac, $iface);
my $command = '/usr/sbin/arp -a -n | sort | grep -v incomplete | awk \'{ print \
$2,\$4,\$7 }\'';
my @info = `$ssh_client $username\@$target_ip "$command" 2> /dev/null`;
foreach my $line (@info) {
if ($line =~ /^(.+)\s(.+)\s(.+)/) {
$ip = $1;
$mac = $2;
$iface = $3;
print "$ip;$mac;$iface\n";
}
}
exit 0;

SSH 接続を自動実行できるようにするためには、対象のサーバに pandora サーバの root ユーザ
の公開鍵をコピーする必要があります。このコマンドを 192.168.50.10 のサーバで実行することを想

定した場合、次のようになります。
1. pandora サーバで root にて鍵を生成します。
ssh-keygen

2. ssh-copy-id コマンドを使って、公開鍵を対象のサーバ (192.168.50.10) の対象ユーザ ( 例では
artica)へコピーします。
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ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub artica@192.168.50.10

(対象のユーザに公開鍵をインストールするために、一度 "artica" ユーザのパスワードを入力する
必要があります。)
3. 接続を試します。パスワードを聞かれずに接続できる必要があります。
ssh artica@192.168.50.10

4. 処理が成功したら、インベントリモジュールが実行するのと同じ処理をコマンドラインから実行し
てみます。前述のスクリプト (temporal.pl)を IP アドレスとユーザをパラメータに指定して実行します。

perl temporal.pl 192.168.50.10 artica
(192.168.50.1);00:0f:ea:27:ba:f0;eth0
(192.168.50.3);08:00:27:98:f8:48;eth0

スクリプトは、リモートで /usr/sbin/arp を実行していることに注意してください。コマンドが指定の
パスにある必要があります。パスが違う場合はスクリプトを修正します。また、スクリプトは "perl" か
ら呼び出します。通常は、/usr/bin/perl です。モジュール定義はつぎのようになります。

これをエージェントに適用する場合は、 OS が同じであるか確認することに注意が必要です。異な
る OS の場合は、同一のコードは動かないため、それぞれに異なるモジュールを作成する必要が
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あります。

モジュールが実行されると、次のように表示されます。

27.2.3. ソフトウエアエージェントによるローカルインベントリ
ソフトウエアエージェントを通してインベントリデータを取得することができます。ソフトウエアエー
ジェントの設定に、必要なインベントリモジュール を適用すれば良いだけです。リモートモジュー
ルと同様に、これらのモジュールは、システム管理メニューの モジュール管理 (Manage modules)
-> インベントリモジュール(Inventory modules) でインベントリモジュールとして追加する必要があり
ます。
27.2.3.1. ローカルモジュールの作成
ローカルモジュールを作成するには、システム管理メニューの モジュール管理 (Manage modules)
-> インベントリモジュール (Inventory modules) へ行きます。作成済みの全インベントリモジュール
が表示されます。エージェントで定義されている全てのモジュールを作成する必要があります。
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新たなモジュールを作成するには、"作成(Create)" をクリックします。

ローカルモジュールでは、全てのフィールドに入力する必要はありません。以下に入力すべき
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フィールドの説明をします。
• 名前(Name): モジュール名を入力します。
• 説明(Description): モジュールの説明を入力します。
• OS: 作成したモジュールのオペレーティングシステムを選択します。ローカルモジュールで
は、"Agent" を選択する必要があります。
• フォーマット(Format): モジュールが返す値を ; で区切ったフィールドを設定します。

設定が完了したら、"作成(Create)" をクリックします。

27.2.3.2. ソフトウエアエージェントによる Windows のインベントリモジュール
Windows のソフトウエアエージェントのモジュールは、マシンのソフトウエアおよびハードウエア情
報を取得するためにローカルで定義された WMI を利用します。

モジュールの書式は次の通りです。
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Windows システムでインベントリモジュールを追加するために必要な全フィールドについての説明

を以下に示します。
module_begin

ソフトウエアエージェントのモジュールの開始を示します。
module name Inventory

モジュール名を設定するフィールドです。この例では、"Inventory" としています。
module_interval 3

モジュールの実行間隔 (日単位) を指定します。どの間隔 (日単位) でモジュールを実行するかを
設定します。この例では 3 日です。module_inventory_interval ではなく、 module_interval である
ことに注意してください。値が 0 の場合、エージェントの実行時に情報が送信されます。
module_type generic_data_string
Pandora FMS でのデータの種類を定義します。インベントリモジュールのデータタイプは、

“generic_data_string”です。
module_inventory CDROM Patches Software

収集したいインベントリの対象を定義するフィールドです。この例では、 CDROM とパッチ、ソフトウ
エア情報を収集します。このフィールドで、収集したいインベントリの対象をパラメータとして定義し
ます。対象を追加するには、モジュー ルにインベントリの名前を追加するだけで良いです。次の
対象を収集することができます。
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: CPU の情報を取得します。
RAM: メモリモジュールの情報を取得します。
CDROM:CDROM ドライブの情報を取得します。
Video:ビデオカードの情報を取得します。
Hds:ハードディスクドライブの情報を取得します。
Patches:インストールされているパッチ情報を取得します。
Software:インストールされているソフトウエア情報を取得します。
Services:マシンにインストールされているサービス (実行中かどうかに関わらず ) の情報を

取得します。
• NIC: ネットワークインタフェースコントローラの情報を取得します。
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module_description Inventory

モジュールの説明を定義するフィールドです。この例では Inventory です。
module_end

ソフトウエアエージェントのモジュール定義の終わりを示します。 インベントリモジュールを有効に
するには、上記の設定をソフトウエアエージェントの pandora_agent.conf に書くだけです。この設
定はローカルもしくはエージェントのリモート設定で行えます。

27.2.3.3. ソフトウエアエージェントによる UNIX のインベントリモジュール
Unix のソフトウエアエージェントのモジュールは、マシンのソフトウエアおよびハードウエア情報を

取得するためにローカルで定義されたプラグインを利用します。
モジュールの書式は次の通りです。

モジュールは、次のパラメータを一行で設定します。
• モジュールの有効化

• モジュールの実行間隔 (日単位) の設定。値が 0 の場合は、エージェントの実行時にイン

ベントリ情報が送信されます。

• 収集するインベントリの対象の設定
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Windows エージェントと同様に、次の対象を設定できます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: CPU の情報を取得します。
cdrom: CDROM ドライブの情報を取得します。
video: ビデオカードの情報を取得します。
hd: ハードディスクドライブの情報を取得します。
nic:ネットワークインタフェースカードの情報を取得します。
Patches: インストールされているパッチ情報を取得します。
software: インストールされているソフトウエア情報を取得します。
process: モジュール実行時点のサーバで動作しているプロセスを取得します。
ram: メモリモジュールの情報を取得します。
filesystem: システムパーティション情報を取得します。
users: ユーザ情報を取得します。
init_services: init サービスの情報を取得します。

インベントリ情報を収集するプラグインは、/etc/pandora/plugins にあります。

インベントリモジュールを有効化するには、上記の設定をソフトウエアエージェントの
pandora_agent.conf に記述するだけです。この設定はローカルもしくはエージェントのリモート設
定で行えます。

27.2.3.4. ローカルモジュールの割当
エージェントで定義したモジュールはコンソールで有効化する必要はありません。システム管理メ
ニューの モジュール管理 (Manage Modules) -> インベントリモジュール (Inventory modules) でモ
ジュールが作成され、ソフトウエアエージェントに設定されれば、コンソール上のエージェントに現
れます。
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27.2.3.5. ローカルインベントリモジュールの作成(エージェントでの実行)
エージェントに "デフォルトで" 備わっているインベントリシステムでは、 Unix および Windows のシ
ステムでインベントリモジュールを簡単に作成することができます (リモートモジュールよりも簡単で
す)。次の構造の XML を生成するスクリプトを作成します。
<inventory>
<inventory_module>
<name>INVENTORY_MODULE_NAME</name>
<type>generic_data_string</type>
<datalist>
<data>DATA1;DATA2;DATA3....</data>
</datalist>
</inventory_module>
</inventory>

ここで、"INVENTORY_MODULE_NAME" には、pandora で設定したモジュール名と同じものを記
載します。また、DATA1;DATA2... には、取得したいデータを記載します。
ARP テーブル、IP アドレス、ネットワークインタフェース名を取得したいと仮定します (前掲のリモー
トインベントリモジュールの例も参照ください )。これは、基本的に arp -a の出力結果で、若干修正

を加えています。
ここでは、 Windows で実現することを考えます。小さなスクリプトが必要で、次のようなものを
"C:\tmp\windows_arp_inventory.bat" として保存します。
@echo off
echo ^<inventory^>
echo ^<inventory_module^>
echo ^<name^>ARP_Table^</name^>
echo ^<type^>generic_data_string^</type^>
echo ^<datalist^>
arp -a | sort | grep "[0-9]" | grep -v ":" | gawk "{ print \"^<data^>\"
$1\";\"$2\";\"$3 \"^</data^>\" }"
echo ^</datalist^>
echo ^</inventory_module^>
echo ^</inventory^>

ここで、pandora_agent.conf を修正し、次の行を加える必要があります。
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module_plugin cmd.exe /C C:\tmp\windows_arp_inventory.bat

このスクリプトは、5 分ごとに実行されます(デフォルトのエージェント実行間隔)。任意
の X 単位時間ごとに実行したい場合は、そのロジックをスクリプト内に実装する必要が
あります。

pandora エージェントを再起動する前に、情報を取得できるように Pandora にインベントリモジュー

ルを作成しておく必要があることを忘れないようにしてください。

これは、ローカルモジュールとして動作することに注意してください。 "インタープリター
(Interpreter)"および、 "コード(Code)" フィールドには何も入力せず、 OS フィールドを指定していま
す。
結果として、Linux でのリモートモジュールと同じように、情報を取得できます。

Pandora のオンラインのモジュールライブラリ (http://pandorafms.com) には、リモートおよびローカ

ルの多くのインベントリモジュールがあります。この章で説明したように、それぞれ具体的に利用で
きるものです。
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27.3. インベントリのデータ表示
ローカルまたはリモートでシステムから収集されたインベントリデータは、エージェントもしくはコン
ソールのインベントリメニューから参照することができます。

27.3.1. エージェント内でのインベントリデータ表示
エージェントから収集したインベントリデータを参照するには、エージェント参照画面でインベントリ
タブをクリックします。

インベントリや検索を使って情報をフィルタリングすることができます。バージョン 4.0.x からは、検
索はカスタムフィールドを含みます。そのため、特定のソフトウエアのバージョンの検索などとても
便利です。
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27.3.2. インベントリメニューでのインベントリデータ表示
操作メニューの インベントリ (Inventory) で、全エージェントのインベントリデータの参照や検索 、
CSV へのエクスポートを行うことができます。

検索に使えるフィールドは次の通りです。
•
•
•
•

グループ(Group): フィルタを通したいエージェントのグループを選択します。
モジュール(Module): フィルタを通したいインベントリモジュールを選択します。
エージェント(Agent): フィルタを通したいエージェント名を入力します。
検索(Search): 全インベントリフィールドを検索する文字列を指定できます。

検索オプションで全てを選択して "検索(Search)" をクリックすると、インベントリがある全エージェン
トのモジュールを見ることができます。
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インベントリがある全エージェントの特定モジュールを見たい場合は、モジュールを選択し "検索
(Search)" をクリックします。

27.3.3. インベントリデータの CSV エクスポート
操作メニューの インベントリ (Inventory) では、フィルタリングしたあとのインベントリデータを CSV
ファイルへエクスポートすることができます。
フィルタを選択し、"CSV へのエクスポート(Export CSV)" をクリックします。
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セミコロンで分割されたインベントリデータが書かれたファイルが生成されます。
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28 データ表示: グラフ、レポート、ビジュアルマップ、モジュール一
覧

596

概要

28.1. 概要
Pandora FMS は、デバイス、アプリケーション、センサー、ネットワークなどのパラメータの状態を収
集します。Pandora FMS はこれらの状態をデータベースに長期間 (ユーザが定義する期間 ) 保存
します。Pandora FMS は、これらのデータを異なる方法でグラフィカルに表示することができます。
Pandora FMS には、モニタ対象システムがある時点においてどんな状態にあるかを見るためのい

くつかの手段があります。それは、単一グラフ、複合グラフ、カスタムレポート、ビジュアルマップ、
モジュールリストといったものです。

28.2. 活字と言語
Pandora FMS は、グラフ、マップおよび、レポートで利用できるフォントを含んでいます。デフォルト
では、(code.ttf) が使われています。これは、ラテン、アラビア、ひらがな、カタカナなどを含んでい

ます。
フォントは /include/fonts にあり、必要であれば新たなフォントを追加できます。

28.3. グラフ
グラフは Pandora が収集したデータをユーザが指定したスケールで表示します。 Pandora FMS グ
ラフは、リアルタイムで表示します。つまり、表示操作をしたタイミングで生成され、最新の情報が
表示されます。 グラフには、エージェントで自動的に生成されるものと、一つ以上のモジュールを
元にしてユーザがカスタマイズできるものの 2 種類があります。

28.3.1. エージェントグラフ
エージェントグラフは、エージェントの操作メニューから見ることができるモジュールごとのグラフで
す。 これらのグラフを見るには、操作メニューから、エージェント参照 (view agents) -> エージェント
詳細(Agents Details) で、エージェントを選択します。

エージェントの操作画面へいくために、エージェントを選択してクリックします。以下の例では
Farscape を選択しています。そして、右上の「データ」アイコンをクリックします。
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エージェントの全モジュールのデータタブが表示されます。これらのリストのカラムの一つに "グラ
フ(Graph)" というのがあり、月次(M)、週次(W)、日次(D)、時間(H) のグラフへのリンクとなっていま
す。

M,W,D,H のいずれかのアイコンをクリックすると、モジュールグラフの新たなウインドウが開きます。

グラフは、クリックしたアイコンに応じた内容を表示します。
メイン画面のモジュールの右にあるグラフアイコンから、データおよび、 24 時間 (最新の 24 時間、
約 1 日) のグラフを表示するクイックビューもできます。
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グラフはフラッシュもしくは PNG 画像 (フラッシュが無効の場合) で表示されます。フラッシュのグラ
フの場合、インタラクティブな操作が可能で、グラフ上の任意の場所にマウスポインタを持っていく
と、その時点の値が表示 されます。グラフには設定メニューもあり (マウスポインタをウインドウの左
のタブへもっていきます )、そこで表示条件を変更することもできます。それぞれの静的データ(最
新の値、平均、最大・最 小値)は、履歴内に表示されます。

グラフ設定メニューは次の通りです。
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フィールドの詳細を以下に示します。
• 更新時間(Refresh time):グラフを再描画する時間を指定します。
• 平均のみ(Avg. Only):これを選択すると、最小および最大値を外し平均値のみ描画しま
す。 (この機能は、boolean モジュールには存在しません。)
• 開始日時(Begin Date): グラフ描画を開始する日付を設定します。
• ズーム倍率(Zoom Factor): グラフの拡大・縮小設定をします。
• 時間範囲(Time range): 描画するグラフの時間範囲を指定します。
• イベント表示(Show Events): これを選択すると、モジュールのイベントを表示します。
• アラート表示(Show Alerts): これを選択すると、モジュールのアラームを表示します。
• ベースライン描画(Draw baseline) ( バージョン 5.0 から): これを選択すると、モジュー

ルの予測グラフを表示します。このオプションは、エンタープライズ版の数値モジュールに
のみ存在します。バージョン 5.0 からは、この機能はグラフ比較を行う新たな強力なものに
置き換えられます。
ベースライングラフは、選択した時点から一か月前のデータを使います。そのため、
データがない場合は、グラフは 0 で表示されます。

• イベントグラフ表示(Show event graph) (バージョン 5.0 から): これを選択すると、グラフ

の表示範囲内において発生したイベントと棒グラフをグラフの下に表示します。
• 時間比較(重ね合わせ)(Time compare (Overlapped)) (バージョン 5.0 から): これを選
択すると、以前の表示範囲のグラフの上にモジュールデータを重ねて表示します。このオ
プションは、数値および boolean モジュールにのみ存在します。
• 時間比較(分離)(Time compare (Separated)) ( バージョン 5.0 から): 重ね合わせと同
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じですが、別々に表示します。
値を変更したら、"GO" をクリックして反映します。
次の画像に示す通り、より詳細表示をするためにグラフの解像度を変更することができます。解像
度の値は、1(低)と 5(高)の間を指定できます。

グラフに関するすべての設定パラメータは、システム管理メニューの 設定 (Setup) -> 画面設定
(Visual Configuration) にて変更できます。

28.3.2. 組み合わせグラフ
組み合わせグラフは、任意のサイズでユーザが定義することができるグラフです。一つや複数の
エージェントの異なるモジュールの値を持つことができます。これにより、複数のソースのデータを
比較することができます。
28.3.2.1. 組み合わせグラフの作成
組み合わせグラフを追加するには、システム管理メニューの レポート管理 (Manage Reports) -> グ
ラフビルダー(Graph Builder) へ行きます。
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以下にフィールドの詳細を示します。
対象エージェント(Source Agent)
このフィールドでは、モジュールを選択するために利用するエージェントを選択できます。
モジュール(Modules)
エージェントを選択することにより、モジュール一覧がロードされます。グラフで利用するモジュー
ルを一覧から選択できます。
倍率(Factor)
データを標準化する倍率の値を必要に応じて設定するオプションです。標準化は、異なるスケー
ルのグラフを比較する場合に利用します。倍率に 指定した値がデータに掛け合わせられます。も
し、0 と 100 の間の CPU の使用率と、1000 と 10000 の間のコネクション数を同じグラフに表示し
たい場合は、CPU の方を 10 倍すると良いでしょう。
幅(Width)
グラフの幅を設定します。
今すぐ描画(Render Now)
すぐにグラフを表示するかどうかを選択します。
高さ(Hight)
グラフの高さを設定します。
更新間隔(Period)
グラフを作成するのに利用する間隔を指定します。
イベント参照(View Events)
モジュールにイベントを表示するかどうかを選択します。
積み上げ(Stacked)
塗り潰し、線、塗り潰しの積み上げ、線の積み上げの中から、グラフの種類を選択します。
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グラフを表示するには、"追加(Add)/再描画(Redraw)" をクリックします。

定義したグラフが表示されます。モジュールを追加したり、作成したグラフを保存するメニューがあ
ります。
表示する項目数に制限はありません。しかし、 5 つ以上の情報を表示すると、大きなサイズ
(800x600 など) のグラフでなければ見にくくなります。
組み合わせグラフ作成を簡単にするために、これらのグラフは作成段階では編集することができま
せん。また、作成中は、別の設定でモジュールを再度追加するために、追加されているモジュー
ルを削除する操作のみが可能です。
グラフが作成されたら、再度表示したりレポートで利用できるように保存することが重要です。グラ
フを保存するには、説明と名前を入力し、非公開にするかどうかを選択して、 "保存(Store)" をクリッ
クします。
以下に、User CPU 使用率、MySQL Select 数および、MySQL 接続数の 3 つのモジュールの組み
合わせグラフの例を示します。グラフは、 "Mysql Farscape vs CPU Endor" という名前で保存してい
ます。
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"保存(Store)" をクリックすると、新たなグラフを作成するためのオリジナルページに戻ります。

28.3.2.2. 設定された組み合わせグラフの表示
保存された組み合わせグラフを参照するには、操作メニューの レポート (Reporting) -> カスタムグ
ラフ(Custom Graph) へ行きます。見たいグラフの名前をクリックします。

この時点で存在する値で再描画したグラフが表示されます。
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この画面で、時間間隔やグラフの種類(線、塗り潰し、線の積み上げ、塗り潰しの積み上げ)、拡大
率 (1 倍、2 倍、3 倍) といった表示パラメータを修正することができます。
次に、違う種類のグラフを示します。(前の例は、塗り潰しです)
• 線タイプ

静的なグラフ (Png) として表示します。

• 塗り潰しの積み重ねタイプ

フラッシュのグラフ (インタラクティブ) を示します。

• 線の積み重ねタイプ

静的なグラフ (Png) として表示します。
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28.3.2.3. 設定済の組み合わせグラフの削除
作成済の組み合わせグラフを削除するには、操作メニューの レポート (Reporting) -> カスタムグラ
フ(Custom Graph) へ行きます。保存されたグラフ一覧が表示されるので、削除したいグラフの右に
ある赤い×アイコンをクリックします。

28.4. エンタープライズ版のネットワークマップコンソール
Pandora FMS Enterprise では、編集可能なネットワークマップを作成することができます。オープ

ンソース版のエージェント参照メニューにあるものと比べると、より細かい設定が可能です。
オープンソース版と比較して、エンタープライズ版のネットワークマップは、以下のような機能があり
ます。
• ネットワークマップは大きく、1000 以上のエージェントをモニターできます。
• システムの全てのネットワークトポロジをリアルタイムでモニタリングします。
• 手動設定や、エージェントグループで自動生成する方法で、ネットワークトポロジの違った

表示の仕方ができます。
• 仮想ポイント通して、他のトポロジにリンクすることができます。
• 表示されているトポロジを操作できます。
• まとめて新たなノードを追加できます。
• ノードの機能を編集できます。
• 表示の構成ができます。
• ノードの位置
• ノード間の関係
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エンタープライズのネットワークマップには、左側のメニューからアクセスできます。操作メニューの
"ネットワークコンソール(Network Console)" という名前です。

ネットワークマップには、以下を含んでいます。
• 実ノードは、マップ内に追加されたエージェントを表現します。これらのノードに、エージェ
ントの OS と、エージェントの状態を表す円(丸い形がデフォルトですが、他の形を選ぶこと
もできます)で表現されたアイコンがあります。
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緑は、正常状態です。
赤は、いくつかのモジュールが障害状態です。
黄色は、いくつかのモジュールが警告状態です。
オレンジは、エージェントでいくつかのアラートが発生しています。
グレーは、エージェントが不明状態です。
• 仮想ノードは、他のネットワークマップへのリンクやマップ内で個人的に利用するものを表
現します。これらには、任意の形状(円、菱形、四角)、大きさ、も ちろんテキストも設定でき
ます。たのマップへのリンクの場合は、色は次のルールに従いカスタマイズすることはでき
ません。
•
•
•
•
•

• 緑は、リンクしているマップの全ノードが正常状態を意味します。
• 赤は、リンクしているマップ内のいずれかのノードが障害状態を意味します。
• 黄色は、リンクしているマップ内のいずれかのノードが警告状態で、一つが障害状

態を意味します。
• オレンジとグレーは、他の場面と同じルールです。
• 関係があるノード間は線が引かれます。
28.4.1.1. ミニマップ
ミニマップは、小さくマップ全体を表示します。通常のマップの表示と比べると、全ノードが表示さ
れますが、状態や関係は表示されません。 Pandora の仮想ポイントを除いて、すべて緑で表示さ
れます。また、表示するマップの部分に赤い四角が表示されます。
左上に表示されている矢印アイコンをクリックすることにより隠すことができます。

28.4.1.2. コントロールパネル
コントロールパネルからは、ネットワークマップ上でより複雑な処理ができます。
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これは、右上に隠れています。ミニマップと同様に、矢印をクリックすると表示されます。 オプション
は以下の通りです。
• ノードのステータスを更新する間隔の変更。
• 強制更新。
• 簡単なエージェント検索および追加ができるインテリジェント制御を使ったエージェント追
加。新たなノードは、マップの左上の (0,0) の位置に表示されます。
• グループフィルタリングによる複数エージェントの追加。複数選択の中でマップ上にまだな
•
•
•
•

いグループのエージェントが表示されます。
マップ上の見えている部分のスクリーンショット取得。
仮想ポイントの追加。そこでは、ポイントの名前としてテキストの選択、範囲で定義した大き
さ、ポイントの形状、デフォルトの色、そして、必要であれば、マップへのリンクができます。
インテリジェント制御を使ってのエージェントの検索。選択すると、エージェントノードがいる
マップへ自動的に行きます。
ネットワークマップの拡大レベル。
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28.4.1.3. 詳細ウインドウ表示
詳細ウインドウ表示は、一つのエージェントのビジュアル表示です。マップを開くのと同じ早さで更
新されます。ウインドウは完全に独立しており、複数のウインドウを開くことができます。

• エージェントの状態と同じ色の四角を表示します。
• エージェント名は、Pandora エージェントページへリンクしています。
• 四角の中には、不明状態以外の全モジュールがあります。モジュールの状態は緑か赤で

す。
• モジュールはクリックでき、モジュールのデータを表示できます。
• ボックス内は、ネットワークシステムと関連して、エージェントが監視されているネットワークイ
ンタフェースのために使用する SNMP Proc モジュールです。
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仮想ポイント画面

仮想ポイントの詳細参照を選択すると、仮想ポイントを編集するためのオプションウインドウがポッ
プアップします。

フォームには次のオプションがあります。
•
•
•
•
•

仮想ポイントの名前
仮想ポイントの半径
仮想ポイントの形
仮想ポイントの色
仮想ポイントにリンクするマップ

28.4.2. ネットワークマップの作成
ネットワークマップを作成したい場合は、次のようにします。
• 一つのグループに含まれる全てのエージェントを表示します。
• 空のネットワークマップを作成します。

作成フォームのフィールドを説明します。
• 名前(Name): ネットワークマップ名。
• グループ(Group): ACL のグループ。また、マップに登録したいエージェントのグループ。
• ネットワークマップの作成元 (Creating the network map from): 作成の時にのみ存在するオ

プションです。選択したグループのエージェントからマップを作成するか、空のネットワーク
マップを作成するかを選択します。
• ネットワークマップのサイズ (Size of the network map): ネットワークマップのサイズの設定で
す。デフォルトでは、幅 3000、高さ 3000 です。
• ネットワークマップ作成方法(Method for creating of the network map): ネットワークマップを
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作成する時のノードの配置方法です。デフォルトは放射状ですが、次のいずれかを選択で
きます。
• 放射状(Radial): Pandora を表現する仮想ノードの周りに、すべてのノードが配置さ

れます。
• 円(Circular): 円形にノードが配置されます。
• フラット(Flat): ツリー状にノードが配置されます。
• スプリング 1(spring1)、スプリング 2(spring2): これらは、フラットの別バージョンです。
• ネットワークマップ更新 (Networkmap Refresh): ネットワークマップに含まれるノードの状態
の更新間隔です。デフォルトは 5 分です。
残りのフィールド (例えば "resizing map") は無効になっています。これらは、作成済のマップを編
集する時に有効です。

28.4.3. ネットワークマップの編集

マップを編集できるようにするには、"IW" の ACL パーミッションが必要です。画像に示すように、 "
スパナ" アイコンを通して編集します。

ネットワークマップの編集フォームは、以下の 2 点以外は作成時のフォームと同じです。
• ネットワークマップの作成元(Generating the network map from): マップはすでに作成済み

です。
• 生成手法(Generation method): 上記と同じ理由です。
逆に、他のフィールドが有効になっています。
• ネットワークマップのサイズ変更 (Resize of the network map): これを実行すると、すでに生
成済みのネットワークマップを分析し、 (ノード以外で)空のパーツがあるかどうかを確認し、

マップの大きさを縮小する処理をす るように、サーバへリクエストを送信します。
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28.4.4. ネットワークマップの複製
"IW" の ACL パーミッションがあれば、ネットワークマップのリストから、ネットワークマップをすべて
のコンテンツおよび設定を含めて複製することができます。ただし、 名前は "Copy of..." となります。
また、1 つ以上ある場合は、"Copy of...N" となります。

28.4.5. ネットワークマップの操作
ネットワークマップでは、次の操作が使えます。
• マウスによるドラッグ&ドロップ、ダブルクリック、2 ボタン、ホイールが利用できます。
• キーボードでは、コントロールキーで複数選択操作が可能です。
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28.4.5.1. マップ上のアクション
マップの移動

• マップの何も無い部分クリックすれば、ドラッグしてネットワークマップを動かすことができま

す。
• ミニマップでは、マウスのボタンを押したままドラッグするか、表示したい領域をクリックでき

ます。
• ダッシュボードでは、エージェントを入力する検索ボックスがあり、そのエージェントのある

場所に自動的にマップを移動させることができます。
マップの強制更新

マウスの 2 つ目のボタンを何も無い場所でクリックすると、メニューが表示されます。そこで、 "更新
(Refresh)" を選択すると、強制的にノードの状態が更新されます。

マップの中心へ行く

空のリンク上でマウスの 2 つ目のボタンをクリックすると、メニューが表示されます。そこで "ここを
中心にする(Center here)" を選択すると、ネットワークマップの中心がクリックした場所になります。
次に開いたときはそこが表示されます。中心を選択しないと、デフォルトでは、 Pandora の仮想
ノードになります。
ノードの編集

28.4.5.1.1.1.

位置の変更

マップ上のノードをクリックすることによって、その位置を変更することができます。
28.4.5.1.1.2.

ノードの別のノードとのリンク

ノード上でマウスの 2 番目のボタンをクリックすると、メニューが表示されます。その後、 "子を選択
(Select as child)" を選択します。
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一つのノードを他にリンクする操作を開始します。これを行うには、他のノード (仮想または実際の
ノード ) の上で 2 番目のボタンをクリックし、表示されたメニューから " 親として選択 (select as
parent)" もしくは、"操作キャンセル(Cancel the operation)" を選択します。

最後に、ノード間にリンクが表示され、ノード上のマークが消えます。
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28.4.5.1.1.3.

ノードを前面に持っていく

ノード上でマウスの 2 番目のボタンをクリックするとメニューが表示されます。 " 前面に持っていく
(Sent to the front" を選択すると、ノードは他のノードよりも前面に表示されます。

マップが表示されるたびに、前面に表示されます。
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28.4.5.1.1.4.

ノードの削除

ノード上でマウスの 2 つ目のボタンをクリックするとメニューが表示されるので、 "削除(Delete)"を選
択します。

28.4.5.1.1.5.

ステータス表示の形状変更

ノード上でマウスの 2 番目のボタンをクリックするとメニューが表示されます。そこには、形状を選
択するポップアップリストがあります。それにより形状を選択できます。
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28.4.5.1.1.6.

ノード間の関係の削除

ノード上でマウスの 2 番目のボタンをクリックするとメニューが表示されます。最後にそのノードが
持っている関係リストが表示されます。X をクリックすることにより、それを削除することができます。

ノードの一括操作

コントロールキを押すと半透明の四角が表示され、同時に複数ノードを選択できます。選択したあ
とは、次の操作が可能です。
• メインボタンで、すべてを同時にドラッグできます。
• 2 番目のボタンをクリックするとメニューが表示されます。他のノードとのリンク、前面への移
動、削除、詳細表示および、ステータス表示の変更 (仮想ノードであれば、その形状 ) がで

きます。
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ノードの状態表示

• マウスのメインボタンをノード上でダブルクリックします。
• マウスの 2 番目のボタンをノード上でクリックするとメニューが表示されます。そして、 "詳細
表示(Show details" を選択すると、ポップアップウインドウにエージェントの詳細が表示され

ます。仮想ノードの場合は、仮想ノードを編集するためのオプションパレットがポップ アップ
ウインドウで表示されます。
エージェントノードの作成

マップ作成でグループを選択した場合、初期に新たなエージェントノードを作成できます。これは
コントロールパネルから実行でき、2 種類の方法があります。
28.4.5.1.1.7.

単一のノード作成

コントロールパネルのエージェント追加領域で、追加可能なエージェント一覧が表示されます。
選択して、パネル内で "エージェントの追加(add the agent)" ボタンをクリックします。すると、マップ
の中央に新たなエージェントのノードが表示されます。
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28.4.5.1.1.8.

複数ノード作成

コントロールパネルの " フィルタグループ (Filter group)" というポップアップリストで、追加したい
エージェントが含まれるグループを選択できます。選択したグループに所属し、まだマップに追加
されていないエージェントのリストが表示されます。

選択後、"追加(add)" ボタンをクリックすると、マップの (0,0) の位置に表示されます。左上です。
仮想ノードの作成

さらに、コントロールパネルでは、仮想ノードを作成することができます。フォームでは、その形状
(円、四角、ひし形)、色、名前、大きさ、そして、リンクするネットワークマップを選択することができ
ます。
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拡大レベルの変更

マップは、レベル 0 で表示されます。これは、最も拡大したレベルです。
• マップ上でマウスのホイールを動かすと拡大レベルを変更できます。デフォルトでは、最大

に拡大された状態で表示されます。高いレベルのアイコンではテキストは表示されません。
拡大レベルは 5 段階あります。
• コントロールパネルの下にあるメニューからも拡大レベルを選択できます。

28.5. ネットワークマップ (オープンソース版)
ネットワークマップにはオープンソース版があります。この機能では、ノードとその関係、エージェン
ト、モジュール、グループをグラフィカルに表示できます。ネットワークマップには次の 3 種類があり
ます。
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• トポロジーマップ
• グループマップ
• ポリシーマップ

ネットワークマップは、エージェント参照 (View agents) > ネットワークマップ (Network map) から参
照できます。

新たなネットワークマップの作成は簡単で、例えばトポロジマップを作成するには、以下のステップ
を実行します。
マップの追加をクリックします。

以下のような画面が表示されます。
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緑色の矢印をクリックすると、名前、グループによるフィルタ、インタフェースの表示・非表示、ネット
ワークマップの形状、名前を重ね合わせ るかどうか、シンプル表示するかどうか (画像や名前なし)、
ページが再読み込みされた時にマップを再生成するかどうか、およびフォントサイズを編集できま
す。次に、更新(update) をクリックします。
最後に、マップの保存ボタンをクリックします。

他のマップも同様に作成できます。

28.5.1. トポロジーマップ
ノードの親子関係を表示しながら、ネットワークトポロジに関連付けてエージェントを表示します。
自動検出スクリプトと連携して利用できます。この連携で、ネットワークトポロジをグラフィカルに表
示できます。各エージェントの関連は、エージェントの状態で色分けされます。

28.5.2. グループマップ
エージェントとモジュールを ( エージェントとモジュールの )グループで分類して表示します。エー
ジェントグループおよびモジュールグループでフィル タリングできます。ネットワークマップの形状
(放射状、フラット、円など )、深さ(エージェントまたはモジュール )、名前の重ね合わせをするかどう
か、モ ジュールのアラートを表示するかどうか、ポリシーモジュールを隠すかどうか、ノードをシン
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プル表示するかどうか、ページが再読み込みされたらネットワーク マップを再生成するかどうか、
また、フォントサイズを設定できます。

28.5.3. ポリシーマップ
ポリシーのエージェントおよびモジュールを表示します。エージェントグループ、モジュールグルー
プでフィルタリングできます。ネットワークマップの 形状 (放射状、フラット、円など)、深さ(エージェ
ントまたはモジュール )、名前の重ね合わせをするかどうか、モジュールのアラートを表示するかど
うか、 モジュールをシンプル表示するかどうか、ページが再読み込みされた場合にネットワーク
マップを再生するかどうか、および、フォントサイズを設定できます。

28.5.4. 全画面モード
最後に、ネットワークマップは以下のボタンをクリックすることにより全画面モードで表示することが
できます。

28.6. レポート
Pandora FMS では、エージェントの情報を使ってカスタムレポートを作成することができます。
(ユーザグラフと同様に ) 異なるエージェントから異なるモジュールを選択することも可能です。追

加したいレポート項目の種類に応じた方法でデータが表示されます。

28.6.1. レポートの作成
レポートを追加するには、システム管理メニューの レポート管理 (Manage Reports) -> レポートビル
ダ(Report Builder) へ行きます。作成済みのレポート一覧が表示されます。レポートを作成するに
は、"レポートの作成(Create Report)" をクリックします。
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レポート名、所属するグループ、公開するかどうか、および、説明を入力する画面が表示されます 。
入力したら、"保存(Create)" をクリックします。

28.6.2. レポートの編集
レポートを編集するには、システム管理メニューの レポート管理 (Manage Reports) -> レポートビル
ダ(Report Builder) へ行きます。作成済みのレポート一覧が表示されます。編集するにはレポート
名をクリックします。
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28.6.3. レポートの削除
レポートを削除するには、システム管理メニューの レポート管理 (Manage Reports) -> レポートビル
ダ(Report Builder) へ行きます。作成済みのレポート一覧が表示されます。削除するにはレポート
名の右側の赤い×アイコンをクリックします。

28.6.4. タブ
28.6.4.1. メインタブ
新規のレポートには、メインタブのみがあります。ここでは、レポートの基本データ (名前、アクセス
グループ、説明) を定義します。それを設定したあとに、他のタブへアクセスすることができます。
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このフォームには次のフィールドがあります。
• 名前(Name): フォームの名称を定義します。
• グループ(Group): レポートを表示する時のアクセスグループを定義します。
• 説明(Description): ユーザにより詳細情報を示すための説明を設定します。レポート一覧
に表示されます。レポートを XML および PDF で出力する場合にも表示されます。

28.6.4.2. アイテム一覧タブ
このタブでは、レポートを構成する全アイテムの全体の表示を確認することができます。一覧に表
示されるアイテムは、レポートに表示されます。このタブでは次の操作ができます。
• アイテムの編集 (スパナアイコンをクリックします)
• 白い矢印アイコンをクリックすることによる、エージェント名などアルファベット順でのアイテ

ムの並び替え。
• 左側の緑の矢印アイコンをクリックすることによる手動での並び替え。
• 赤い×アイコンをクリックすることによるアイテム削除
複数のアイテムでレポートが大きくなった場合は、フォームの上の方にあるアイテムフィルタにて参
照したいもののみを表示するようにフィルタすることができます。
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このタブで表示されるカラムは次の通りです。
• 重要度(S.): 順番を変更するための緑の矢印が表示されます。
• タイプ(Type): アイテムのタイプが表示されます。
• エージェント (Agent): エージェント名が表示されます。 SLA、カスタムグラフ、 URL からのテ
キストのインポート、SQL クエリ、単一グラフ、およびテキストでは、ブランクになります。
• モジュール(Module): レポートを生成するためのデータを取得するモジュールが表示され
ます。SLA、カスタムグラフ、 URL からのテキストのインポート、 SQL クエリ、単一グラフ、およ

びテキストでは、ブランクになります。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを示し
ます。
• 説明(Description): わかりやすいようにアイテムに設定した説明が表示されます。
• オプション(Options): アイテムを編集したり削除したりするアイコンが表示されます。
28.6.4.3. アイテム編集タブ
アイテム編集タブは、他のものより複雑です。なぜなら、そこからアイテムフォームを作成したり編
集したりすることができるためです。つまり、フォー ムは、作成するアイテムの種類に動的に依存し
ています。編集では、全てのフィールドを編集することができます。種類を変更する場合は、現在
のを削除し、再 び同じ設定で作成する必要があります。
全ての種類で共通のフィールドは次の通りです。
• タイプ (type): レポートするアイテムの種類を選択します。アイテムを選択すると、それを設

定するためのフィールドが現れます。選択できるアイテムは、エージェント詳細表 示、エー
ジェントアラートレポート、モジュールアラートレポート、平均値、カスタムグラフ、エージェン
ト イ ベ ン ト レ ポ ー ト 、 モ ジ ュ ー ル イ ベ ン ト レ ポ ー ト 、 URL か ら の テ キ ス ト イ ン ポ ー ト 、
MTBF、MTTR、最大値、最小値、モニタレポート、 SLA、SQL クエリ、連続データ、単一グラ
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フ、合計、TTO、 TTRT、およびテキストです。
• 説明(Description): レポートアイテムの説明を書くボックスです。
アイテムの種類

28.6.4.3.1.1.

エージェント/モジュール

モジュールグループにおけるエージェントとモジュールの表を表示します。また、モジュールの状
態を表示します。

28.6.4.3.1.2.

エージェントのアラートレポート

指定した期間のレポートグループにおけるエージェントで発生したアラートの一覧を表示します。
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フォームのフィールドは以下の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.3.

モジュールのアラートレポート

定義された間隔での、モジュールで発生したアラートの一覧をレポートに表示します。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定
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します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
28.6.4.3.1.4.

平均値

定義した間隔でのモジュールの平均値を表示します。レポートを表示する時点で計算されます。
設定画面で選択したエージェントのモジュールの平均値が表示されます。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.5.

カスタムグラフ

ユーザ定義の組み合わせグラフを表示します。追加したいグラフを選択するためのフィールドがあ
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ります。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• カスタムグラフ (Custom graph): ユーザ定義のグラフ一覧から選択します。グラフは、システ
ム管理メニューの レポート管理 (Manage reports) -> グラフビルダ (Graph builder) にて作成
します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。
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28.6.4.3.1.6.

エージェントのイベントレポート

定義した間隔でのレポートグループのエージェントで発生したイベントの一覧を表示します。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.7.

グループのイベントレポート

指定した期間でのエージェントグループで発生したイベントを一覧表示します。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• グループ(Group): グループを選択します。

すると、HTML 版のレポートでは、次のように生成されます。

28.6.4.3.1.8.

モジュールのイベントレポート

定義した間隔での、エージェントのモジュールで発生したイベント一覧を表示します。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
28.6.4.3.1.9.

例外

これは、指定した期間で論理式にマッチする値 ( 大きい、小さい、正常、異常 ) となっているモ
ジュールを、昇順、降順またはエージェント名順に表示します。

28.6.4.3.1.10.

一般

複数モジュールの値を順番(昇順、降順、エージェント名順)に、またはグループごとに表示します
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モジュールが存在した期間より大きな範囲を指定すると、正しい合計が表示されませ
ん。

28.6.4.3.1.11.

グループレポート

指定したグループの次の情報を表で表示します。
• エージェント
• 合計数
• 不明状態のエージェント数
• モジュール
• 合計数
• 正常状態のモジュール数
• 障害状態のモジュール数
• 警告状態のモジュール数
• 不明状態のモジュール数
• 未初期化状態のモジュール数
• アラート
• 定義済アラート数
• 発生中アラート数
• イベント
• 直近 8 時間の指定グループのイベント数

このフォームのフィールドは次の通りです。
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• グループ(Group): グループを選択します。
HTML 版のレポートでは、次のように表示されます。

28.6.4.3.1.12.

URL からのテキストの入力

Pandora コンソールからアクセス可能な外部サーバから取得したテキストを表示します。 HTML の
レポートでは、 HTML 形式で表示しますが、 PDF のレポートではプレーンテキストでのみ表示しま

す。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• URL: テキストを取得する外部サーバのアドレスを設定します。
28.6.4.3.1.13.

インベントリ

このアイテムは、一つまたは複数のホストの指定した日付または最新の選択したインベントリを表
示します。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 説明(Description): 説明を入力するテキストフィールドです。
• グループ(Group): 次のフィールドに出てくるエージェントをフィルタするためのものです。こ

れはレポートには表示されません。このツールのためのものです。
• エージェント(Agents): インベントリを収集したホストのエージェントです。このフィールドには 、
インベントリモジュールのあるエージェントのみ表示されます。
• モジュール(Modules): 選択したエージェントの共通のインベントリモジュールです。
• 日付(Date): 表示するデータの日付です。最新を選択した場合は、選択したモジュールの
最新のインベントリデータのみが集められます。
28.6.4.3.1.14.

インベントリの変化

このアイテムは、指定した期間におけるあるホストのインベントリの変化を表示します。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 説明(Description): 説明を入力するテキストフィールドです。
• 間隔(Period): 変化を見る期間です。
• グループ(Group): 次のフィールドに出てくるエージェントをフィルタリングするものです。レ

ポートには表示されません。このツールのためだけのものです。
• エージェント(Agents): インベントリを収集したホストのエージェントです。このフィールドには 、
インベントリモジュールのあるエージェントのみが表示されます。
• モジュール(Modules): 選択したエージェントの共通のインベントリモジュールです。
このアイテムのデータはインベントリの変更イベントにより生成されます。大きなアイテ
ムの場合は、イベントのいくつかを削除することができ、量を減らすことができます。

28.6.4.3.1.15.

MTBF

障害の平均時間を表示します。
• MTBF = TTO / #F という式で計算されます。

• ここで、
TTO=指定間隔でのトータル稼働時間
#F= トータルの障害回数
• 異常状態であった平均時間が求められます。
• 信頼性の指標です。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
28.6.4.3.1.16.

MTTR

異常状態後に、システム、マシン、プロセス等が復旧している平均時間です。
• 計算には、異常状態としてメンテナンス等の計画停止時間も含みます。
• システムパフォーマンスの指標です。
• システムにおける正常状態の時間を異常状態数で割ることによって、時間間隔を計算しま

す。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定
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します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
28.6.4.3.1.17.

最大値

定義した時間間隔における、モジュールの最大値です。レポートを作成するタイミングで範囲が計
算されます。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.18.

最小値

定義した時間間隔における、モジュールの最小値です。レポートを作成するタイミングで範囲が計
算されます。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.19.

モニタレポート

定義した時間間隔における、モジュールの異常/正常をパーセントで表示します。

643

レポート

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.20.

S.L.A.

Pandora FMS によるモニタ項目のサービスレベルを計測します。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
このフォームは複雑で、他のアイテムより共通フィールドが少なくなっています。モジュールの SLA
を計算するための以下のサブアイテムがあります。
• エージェント(Agent): SLA で利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): SLA で利用するモジュールを選択します。
• SLA 最小値(値) (SLA min (value)): SLA の最小値を設定します。モジュールの値がこれよ
り小さくなると SLA で異常判断されます。
• SLA 最大値(値) (SLA max (value)): SLA の最大値を設定します。モジュールの値がこれよ
り大きくなると SLA で異常判断されます。
• SLA 制限(%) (SLA Limit(%)): SLA で異常判断するパーセントを設定します。最大値と最小

値の範囲あてはまらない割合が、ここで指定した割合未満となった場合は異状表示され、
ここで指定した割合以上の場合は正常表示されます。
同じもしくは異なるシステムから、複数のモジュールを SLA に追加することができます。
複数の SLA を組み合わせた場合、SLA 表示は設定された全ての SLA に依存します。
28.6.4.3.1.21.

SQL クエリ

このアイテムは、 Pandora データベースの値を表示します。データベースのデータを直接カスタマ
イズ表示します。
SQL クエリを設定するには 2 つの方法があります。
• 一つめは、テキストボックスに書く方法です。
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• もう一つは、カスタム SQL テンプレートを選択する方法です。これは、エンタープライズ版

でのみ可能です。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• SQL クエリ(Query SQL): Pandora データベースのデータを参照するための SQL クエリを書

きます。
• ヘッダの並び(Serialized header): テキストフィールドで、レポートに表示されるヘッダを | 区
切りで設定します。それぞれのカラムは SQL クエリの結果が表示されます。
• カスタム SQL テンプレート (Custom SQL template): あらかじめ設定されている SQL テンプ
レートのドロップダウンリストです。これらは、レポート管理のカスタム SQL で設定できます。
セ キ ュ リ テ ィ 上 の 制 約 に よ り 、 *, DELETE, DROP, ALTER, MODIFY, UNION, password, pass,
INSERT, UPDATE といった、いくつかのコマンドは利用できません。
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28.6.4.3.1.22.

SQL グラフ

このレポートタイプでは、レポートで利用する独自グラフを定義することができます。独自の SQL を
使ってグラフを作成することができます。これでは、常に "label"' という値と "value" という値を返
す必要があります。以下にグラフを作成する SQL の例を示します。
SELECT tagente.nombre AS label, datos AS value FROM tagente, tagente_estado,
tagente_modulo
WHERE tagente_estado.id_agente_modulo = tagente_modulo.id_agente_modulo AND
tagente_modulo.nombre = "module_1" AND
tagente_modulo.id_agente = tagente.id_agente

これは簡単なグラフの定義方法です。 SQL クエリレポートに似ていますが、ヘッダが無く、 SQL の
みが必要です。

以下に Pandora FMS で描画できる異なる 3 種類のグラフ (円グラフ、縦の棒グラフ、横の棒グラ
フ) の例を示します。説明には、異なる UTF エンコーディング (ヨーロッパ言語、日本語、アラビア
語) を使っており、Pandora FMS の多言語 UTF 対応 (PDF レポートも) を見ることができます。
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セ キ ュ リ テ ィ 上 の 制 約 に よ り 、 *, DELETE, DROP, ALTER, MODIFY, UNION, password, pass,
INSERT, UPDATE といった、いくつかのコマンドは利用できません。
28.6.4.3.1.23.

シンプルベースライングラフ

このグラフでは、選択したモジュールの将来の予測値を表示することができます。例えば、一週間
の期間を選択し今日が火曜であれば、月曜から火曜までの実際のデータと、その他の日は予測
値が表示されます。
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このフォームの値は次の通りです。
• 更新間隔(Period): グラフを生成する時点からどれくらい遡るかを指定します。
• エージェント(Agent): このアイテムで使うエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 選択したエージェントのモジュールをドロップダウンリストから選択しま

す。
HTML 版のレポートでは、次のように表示されます。

注意: 予測を行うのに多くのデータを利用すると、 Pandora FMS のグラフ描画が高負荷になります。
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28.6.4.3.1.24.

連続データ

Pandora FMS データベースの tagente_datos_string テーブルに保存されているデータを表で表

示します。そのために、エージェントは、行分割文字やその他のフィールド分割を使って、分割し
たデータを並べま す。全ての行は全てのフィールドを含みます。たとえば、このアイテムは、 SAP
プラットホーム (http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG) でのデータ管理に利用します。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定
•
•
•
•
•

します。
エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
ヘッダの並び(Serialized header): テキストフィールドで、レポートに表示されるヘッダを | 区
切りで設定します。それぞれのカラムは分割されたフィールドが表示されます。
フィールドセパレータ (Field separator): 連続したテキストを異なるフィールドに分割するた
めのセパレータを指定します。
行セパレータ(Line separator): 連続したテキストを異なる行に分割するためのセパレータを
指定します。

28.6.4.3.1.25.

単一グラフ

一つのモジュールの単一グラフを表示します。
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.26.

合計

指定した期間での一つのモジュールの値の合計を表示します。
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• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
HTML のレポートでは、次のようにこのアイテムが表示されます。

28.6.4.3.1.27.

TTO

トータルの稼働時間を表示します。(モニタ状態が正常の合計時間)
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このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
28.6.4.3.1.28.

TTRT

モニタ状態が正常ではない時間の合計を表示します。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• 更新間隔(Period): レポート生成時に、どの時点までさかのぼったデータを用いるかを設定

します。
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• エージェント(Agent): このアイテムを利用するエージェントを選択します。
• モジュール(Module): 上記で選択したエージェントのモジュールをリストから選択します。
28.6.4.3.1.29.

テキスト

レポートにテキストを表示します。例えば、会社の情報など。

このフォームのフィールドは次の通りです。
• テキスト(Text): 表示する文字を入力します。他のサーバへのリンクや画像を追加することも

できます。
リンクを追加する画面のスクリーンショット例:

画像を追加する画面のスクリーンショット例:
654

レポート

28.6.4.3.1.30.

トップ n

選択したモジュール全体で最大値、最小値、もしくは平均値に達している N 個の値を、昇順、降
順またはエージェント名順に表示します。

28.6.4.3.1.31.

予想グラフ

このアイテムは、モジュールデータの将来を予想します。予想は線形回帰 [1] および、最小二乗
法 [2] を用いています。
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これの設定を行うには、次の情報を入力します。

• 間隔(Period): 予想に使うデータの時間間隔
• 予想間隔(Projection period): モジュールデータを予想する将来の時間間隔
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28.6.4.3.1.32.

予測日時

このアイテムは、将来モジュールデータが指定した範囲になる日時を予測します。予想グラフのよ
うに最小二乗法 [3] を利用しています。

この設定を行うには、以下の情報を入力します。
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• 間隔(Period): 予測に使うデータの時間間隔
• データ範囲(Data Range): 予測日時を返すモジュールデータの範囲

以下の例では、disk_temp_free というモジュールで、二か月間を選択しデータ範囲を [5-0] として、
04 Dec 2011 18:36:23 が出力されています。これはグラフ表示バージョンです。

28.6.4.4. ウィザードタブ
このタブは、 Pandora FMS エンタープライズ版にのみあります。このタブでは、少ない操作で自動
的に複数のエージェントやモジュールに適用された共通設定の複数アイテムをレポートに追加す
ることができます。
必要なタイプ、更新間隔、エージェント、モジュールを選択し、追加ボタンをクリックすると、選択し
た多くのエージェントやモジュールのアイテムがレポートに追加されます。

このタブで表示されるフィールドは次の通りです。
• タイプ(type): まとめて生成された、選択したアイテムを一覧から選択します。アイテムに対
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して適した設定が必要なため、全てを選択できるわけではありません。選択可能な アイテ
ムは、エージェントアラートレポート、モジュールアラートレポート、 AVG モジュール、エー
ジェントイベントレポート、モジュールイベントレポート、モニターレポート、単一グラフです。
• 更新間隔(Period): レポートを生成する時に、どの範囲のデータを用いるかを設定します。 1
ヶ月に設定し、今すぐレポートを生成するとしたら、今から 1 ヶ月前のデータの範囲となりま
す。
• エージェント(Agents): ログインユーザが参照可能なグループに属するエージェントの一覧
です。この一覧から、1 つもしくはそれ以上のエージェントを選択できます。また、選択した
エージェントのモジュールが表示されます。
• モジュール(Modules): 選択したエージェントのモジュール一覧から、 1 つもしくはそれ以上
を選択します。
28.6.4.5. ウィザード SLA タブ
このタブは、 Pandora FMS Enterprise 版にあります。ここでは、ウィザードを使って SLA レポートを
作成することができます。異なるエージェントの共通モジュールを簡単に追加することができます。

28.6.4.6. 全体タブ
このタブは、 Pandora FMS Enterprise 版にあります。ウィザードを使って、例外、一般または、トップ
n レポートを簡単に作成することができます。ここでは、異なるエージェントから異なるモジュールを
追加することができます。
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28.6.4.7. 拡張オプションタブ
このタブは Pandora FMS エンタープライズ版にのみあります。ここではレポートを細かくカスタマイ
ズすることができます。生成される PDF レポートのフォントの選択、ヘッダに表示するロゴの選択、
ヘッダの編集、フッタの設定、表紙の編集ができます。
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• フ ォ ン ト の 種 類 (Font family): Pandora
コ ン ソ ー ル の
<pandoraconsole>/enterprise/include/mpdf50b/ttfonts/ ディレクトリにインストー
ルされている適用可能なフォントの一覧です。デフォルトのフォントは、 Times Roman です。
より多くのフォントを利用したい場合は、 apache のグループ権限で読める状態で TTF
フォーマットで置いてください。 重要な注意事項 : アラビア語、中国語、日本語ほかの
UTF8 テキストを PDF 内で利用したい場合は、それらの文字をサポートしている TTF フォ

ントが必要です。全ての言語の文字をサポートするようにできています。
• カスタムロゴ(Custom logo): 各 PDF のページのヘッダーに表示可能なロゴの一覧です。ロ
ゴの画像ファイルは、 <pandora_console>/images/custom_logo/ にあります。デフォ
ルトは、pandora_logo.jpg です。この上でクリックすることにより、プレビューができます。
• ヘッダー(Header): テキストをコピー & ペーストしたり、入力できるエディタです。このテキス

トはヘッダに表示されます。
• 表紙(First page): PDF の表示を作成したり編集したりするテキストエディタです。
• フッタ(Footer): 各ページのフッタを作成したり編集したりするエディタです。
マクロ

現在、以下のマクロが実装されています。
• (_DATETIME_): Pandora コンソールのオプションで設定したフォーマットにて、レポート

を生成した時間に置き換えられます。
• (_REPORT_NAME_): レポート名で置き換えられます。
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28.6.4.8. プレビュータブ
このタブでは、HTML フォーマットでレポートを表示します。簡単に結果を見ることができます。 指
定したオプションで実際にレポートを表示するような形式で表示します。

28.6.5. レポートの表示
作成済みのレポートを表示するには、操作メニューの レポート (Reporting) -> カスタムレポート
(Custom Reporting) へ行きます。

レポートは、HTML, XML または、PDF で参照できます。
レポートを HTML で見るには、
アイコンをクリックします。 HTML でレポートを表示すると、生
成元となる日付を選択することができます。
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XML でレポートを見るには、

PDF でレポートを見るには、

アイコンをクリックします。

アイコンをクリックします。
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28.6.6. メールでのレポート自動送信
Pandora FMS エンタープライズ版では、指定した時間にレポートを生成してメールで送る拡張があ
ります。レポートは PDF フォーマットで送られます。

拡張にアクセスするには、操作メニューの 拡張(Extensions) -> cron ジョブ(Cron Jobs) へ行きます。
レポートをメール送信するタスクを追加するには、次のフィールドに入力します。
• タスク(Task): カスタムレポートのメールでの送信 (send custom report by email) オプション
•
•
•
•

を選択します。
スケジュール済み(Scheduled): レポートを送信する間隔を指定します。
最初の実行(First Execution): 初回実行時の日付と時間を選択します。
生成するレポート(Report to build): 送信したいレポートを選択します。
メールの送信(Send to mail): レポートを送信するメールアドレスを入力します。
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入力したら、作成(Create) をクリックします。すると、スケジューリングされたタスクが表示されます。

スケジューリングされたタスクを作成したあと、タスクの左側の緑の丸いアイコンをクリックすると強
制実行することができます。また、タスクの右側の赤い ×アイコンをクリックすると削除することができ
ます。
28.6.6.1. 設定
こ の 機 能 は 設 定 が 必 要 で す 。 設 定 は 、 Pandora コ ン ソ ー ル の ホ ス ト の
/enterprise/extensions/cron/email_config.php ファイルにあります。デフォルトでは空のファイルに
なっています。
<?php
//Please setup your config to send emails in cron job
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$cron_email_from = array('pandora@pandorafms.org' => 'Pandora FMS');
$cron_email_smtpServer = 'mail.artica.es';
$cron_email_smtpPort = 25;
$cron_email_username = 'info@artica.es';
$cron_email_password = ;
?>

設定パラメータは次の通りです。
• From: 発信元のメールアドレスを設定します。 ' でくくって、 '名前 メールアドレス ' という書き

方も可能です。
• SMTP Server: SMTP サーバを設定します。
• username: SMTP 接続時のユーザ名を設定します。
• password: SMTP 接続時のパスワードを設定します。

以下に実際の例を示します。
<?php
//Please setup your config to send emails in cron job
$cron_email_from = array('bot_report@company.cat' => 'Bot report');
$cron_email_smtpServer = 'mail.company.cat';
$cron_email_smtpPort = 25;
$cron_email_username = 'bot_report@company.cat';
$cron_email_password = 'opensesamo';
?>

Pandora コンソールのホストにログインできる人は誰でもファイルを見ることができることに注意して

ください。個人のメールアドレスは設定せずに、たとえばこれ専用のメールアドレスを作成すること
をお勧めします。

28.7. レポートテンプレート
(Pandora 5.0 Enterprise から実装されています)

レポートテンプレートは、レポート作成を定形化できるコンポーネントです。あとからエージェントの
セットに適用でき、多くのレポートを簡単に作成することができます。

28.7.1. 概要
レポートテンプレートは、レポート作成を、エージェントのグループに適用できるようにパラメータ化
でき、また、すばやく簡単に多くのレポートを作成 するためのコンポーネントです。テンプレートの
それぞれの要素は、正規表現や文字列マッチングでエージェントやモジュールとマッチし、とても
柔軟なシステ ムとなっています。
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上の画像を見ての通り、レポートテンプレートには要素やアイテムがあります。適用すると、それぞ
れのエージェントやモジュールにあったレポートアイテムを生成します。
テンプレートアイテムの種類は、平均、 SLA、エージェントのイベントなど、レポートに存在するそれ
とほぼ同等です。
次に、3 つのテンプレートアイテムの例を説明します。

28.7.2. 例
テンプレート管理メニューへ行くには、操作 (Operation) > カスタムレポート(Custom reporting) をク
リックし、テンプレート一覧のボタンをクリックします。

このテンプレートの例では、3 つのテンプレートアイテムがあります。
• 指標が同一のモジュールの自動重ね合わせグラフ作成
• トップ N レポート
• エージェントイベントレポート
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28.7.3. 例 1: 自動重ね合わせグラフ
この要素は、選択したエージェントの入力トラフィックを表示するグラフを生成します。 それには、
それぞれのエージェントで "Network Traffic (Incoming)" と "Network Traffic (Outgoing)" という同
じモジュール名の重ね合わせグラフを作成します。重ね合わせグラフを作成し、生成したレポート
に追加します。

この例では、対象モジュールを 選択していますが、 マッチするモジュール ( 任意の文字列 )
(Modules to match (Free text)) フィールドに正規表現を入力してモジュールを選択することも
できます。例えば、 .*cpu.* という正規表現であれば、 cpu_user, total_cpu_usage, cpu などのモ
ジュールにマッチします。
このテンプレートで、他に重要な設定としては、 それぞれのエージェントのグラフを生成する
(Create a graph for each agent)があります。これを選択すると、それぞれのエージェントで重ね
合わせグラフを生成します。選択しないと、全てのエージェントの同一モジュールの重ね合わせグ
ラフを生成します。
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28.7.4. 例 2 トップ N
このアイテムは、直近 1 日で負荷の高い 5 CPU のロードを表示する トップ N のレポートを生成しま
す。そのために、このアイテムは、全エージェントの "CPU Usage" というモジュールに適用します。

ご覧の通り、モジュールは文字列マッチではなく正規表現で検索されています。これは、エージェ
ント名のとなりの、 ( 完全一致 (exact match)) チェックボックスのチェックをはずして行います。
エージェント名に何も入力しないと、全エージェントが選択されます。

28.7.5. 例 3 エージェントイベント
この要素は、選択したエージェントの最新の 1 日に生成されたイベントのレポートを生成します。
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"エージェント (Agent)" フィールドを見ての通り、正規表現 .* を利用しています。これは任意の英

数字にマッチし、任意のエージェントが選択されます。

28.7.6. アプリケーション
テンプレートの異なる要素を作成したら、レポートの生成に適用します。

エージェントごとにレポートを生成する (Create report per agent) を選択すると、選択したエー
ジェントごとに一つのレポートを作成します。この場合、レポートの全出力結果が選択されます。
• エージェントレポートが生成されると、レポートのタイトルは、 [template title] - [agent name]
([agent name]) のようになります。
• エージェントレポートが生成されると、タイトルは、 [report title] - agents ([number of agents])
- [date] のようになります。

このテンプレートをエージェントに適用すると、生成されるレポートのタイトルは、次のように
"Sample template report - agents (8) - January 8, 2013, 11:35 am" となります。
670

レポートテンプレート

"custom_graph" という 7 つのアイテムの自動重ね合わせグラフが生成されます (エージェントの一
つは選択したモジュールがありません ) 。これらのグラフ は、 "Network Traffic (Incoming)" と
"Network Traffic (Outgoing)" という 2 つの要素があります。

カスタムグラフの編集で、2 つのモジュールがあることを見ることができます。
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トップ N のレポートでは、7 つのサブアイテムがあります(エージェントの一つは選択したモジュール
がありません)。

レポート表示で、大きなロードがかかっている 5 つの CPU を見ることができます。

8 つの要素があるエージェントイベントレポートが生成されます (全要素が .* にて選択されているこ
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とを思い出してください)。

28.7.7. テンプレートの編集
テンプレート内では、テンプレートの一般的なパラメータを変更できます。
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28.7.8. テンプレート一覧
システム管理メニューの、レポート管理 (Manage reports) > レポートビルダ (Report builder) で、テ
ンプレート一覧(list templates)ボタンをクリックします。

ここでは、新たなテンプレートの作成、すでにあるものの編集、コピー、削除ができます。

28.7.9. テンプレート編集
テンプレート内で、テンプレート全般のパラメータを編集できます。

28.7.10. アイテム一覧
ここでは、レポートテンプレート内のアイテムの参照、編集、ソート、削除ができます。

28.7.11. アイテム編集
ここでは、新たなアイテムを作成できます。アイテムのタイプはレポートと同じです。ただし、エー
ジ ェ ン ト 名 に 正 規 表 現 を 利 用 で き 、 た と え ば oracle_agent[.]* で あ れ ば 、 エ ー ジ ェ ン ト 名
oracle_agent_1, oracle_agent_2, などにマッチする点が異なります。 何も入力しない場合は、そ
のアイテムはテンプレートウィザードで選択したすべてのエージェントに適用されます。
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モジュール名は、モジュール完全一致(Module exact match) をチェックした場合はその文字通
りで、そうでなければ正規表現でマッチします。

28.7.12. 拡張オプション
ここでは、フォント、ロゴ、ヘッダー、表紙、フッターといった、レポートの出力を調整することができ
ます。

28.7.13. ウィザード
最後に、テンプレートを適用するには、テンプレート、対象エージェントを選択 (チェックアイコンを
クリック すると全てを 選択 できます ) し、 矢印ボ タン をク リック し、 テンプレートの 適用 (Apply
template) ボタンをクリックします。デフォルト動作では、全テンプレートアイテムで一つのレポート
を作成します。 エージェントごとにレポートを作成 (Create report per agent) チェックボックスをクリッ
クすると、選択したエージェントごとに一つのレポートを作成します。
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前にも述べたように、アイテムにエージェント名 (正規表現)が入力されている場合は、正規表現に
マッチする名前のエージェントにもにテンプレートが適用されます。例えば、エージェント名に
192.168.50.1[.]* を入力したアイテムの場合は、テンプレートは、 192.168.50.1 および 192.168.50.10
のエージェントに適用され、192.168.50.2 には適用されません。

結果は、レポート一覧で見ることができます。

テンプレートアプリケーションによって作成した全レポートを削除するには、テンプレートを選択し
て削除ボタン(ほうきボタン)をクリックします。
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28.8. ビジュアルマップ
Pandora FMS では、ユーザごとに設定可能なビジュアルマップを作成することができます。

古いビジュアルコンソールエディタでも多くの良い点がありますが、新しいビジュアルコンソールエ
ディタは、より実用的になっています。新しいビジュアルコンソールでは、直感的に操作ができるア
プリケーション (例えば GIMP のように) のようになっています。また、エディタを、 "データ(Data)"、"
プレビュー (Preview)"、"ウィザード (Wizzard)" 、"エレメント一覧 (List of elements)" の単純なタブに
分割しました。
マップが持つことができるエレメントは、静的画像、パーセントバー、モジュールグラフ、および単
純な値です。

28.8.1. ビジュアルマップの作成
ビジュアルマップを作成するには、レポート (Reporting) -> ビジュアルコンソール (Visual console)
へ行きます。すでに作成されているマップの一覧が表示されます。新たなマップを作成するには、
"作成(Create)" をクリックします。

マップの名前を入力するウインドウがあります。グループを選択し、利用するマップの背景を選択
します。すべてのフィールドを入力したら、作成(create) をクリックします。
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28.8.2. ビジュアルマップの参照
作成したビジュアルマップを参照するには、レポート (Reporting) -> ビジュアルコンソール (Visual
Console) へ行きます。作成済のマップ一覧が表示されます。
ビジュアルコンソールアイテムは、最初の文字が "_", "," , "[" , "(" になっています。 これは、 "ビ
ジュアルコンソール"サブメニューの中の左側のメニューに表示されます。

マップを見るには、見たいマップの名前をクリックします。

マップの下で、マップの更新時間の選択ができます。このアイコン
マップを全画面表示することができます。このアイコン

をクリックすることにより、

をクリックすると、マップの編集ページ

へ行けます。 また、ここでは
をクリックすると、コンソールにログインせずにアクセス可能な現在
のビジュアルマップへのリンクを表示することができます。

28.8.3. ビジュアルマップの削除
ビジュアルマップを削除するには、レポート (Reporting) -> ビジュアルコンソール (Visual console)
へ行きます。作成済みのマップ一覧が表示されます。削除するには、対象のビジュアルマップの
行の赤い×アイコンをクリックします。
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28.8.4. ビジュアルマップエディターのタブ
28.8.4.1. データ
ここでは、ビジュアルコンソールの基本データを編集したり作成したりできます。新規マップを保存
する前にのみ表示されます。基本的な値は、ビジュアルコンソール名、 ACL 管理のためのグルー
プ、背景画像です。
これを作成することにより、背景画像を元にビジュアルコンソールの大きさが定義されます。しかし
背景を変更したとしても、編集を行った場合は、最後に定義した大きさが保存されます。
背 景 画 像 は 、 Pandora コ ン ソ ー ル の デ ィ レ ク ト リ ( 通 常 は 、 /var/www/pandora_console/) の
/images/backgrounds/ に保存されます。

データ設定タブの画面キャプチャ

28.8.4.2. プレビュー
ビジュアルコンソール表示は静的な表示です。そのため、ビジュアルコンソールメニューでできるよ
うな、エレメントの状態更新はされません。
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アフリカの画像上に 4 種類のエレメントを表示した、プレビューの画面ショットサンプル

28.8.4.3. ウィザード
これは、静的画像のビジュアルコンソールの代わり、 2 クリックだけで複数のエレメントを設定できる
ウィザードタブです。
画面ショットでわかる通り、次のフォームがあります。
• 画像は、バッチで作成されたすべてのエレメント同じです。
• エレメント間の距離は、(0,0)の位置からどれだけ離れているかです。
• エージェント選択ボックスは、一つもしくは複数のエージェントを選択するためのものです。
(一つもしくは複数のエージェントを選択するには、ビジュアルコンソール用にバッチエレメ
ントが作成されている必要があります。)
• モジュール選択ボックスは、エージェント選択ボックスで選択したエージェントのモジュール

を選択するためのものです。作成するビジュアルコンソールに静的画像を配置したいモ
ジュールを選択することができます。
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ウィザードタブの画面ショット

28.8.4.4. エレメント一覧
このタブでは、ビジュアルコンソールにおけるエレメントファイルをまとめて編集できます。異なるエ
レメントを簡単に編集することができます。エレメントのいくつかの値を調整する必要がある場合に
便利なツールです。
ここで出来る操作は、エレメントの編集 (ただしエレメントの種類は変更できません ) および削除で、
作成はできません。作成は編集タブで行ってください。
最初の行は、背景画像の設定です。
残りの行は、マップエレメントです。画面ショットでは複数のエレメントが表示され、黒い線で区切ら
れていることがわかります。

エレメントタブの一覧表示画面ショット
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28.8.4.5. 編集
このタブは、ビジュアルコンソールエディタの機能の多くを持っています。なぜなら、ここでエレメン
トの作成、編集、配置ができるからです。これは動 的なページのため、ブラウザが javascript に対
応している必要があります。画面ショットで分かる通り、画面はボタンがある部分と (ビジュアルコン
ソールで "描画" することができる ) ワークエリアの 2 つの領域に分かれています。また、オプション
パレットがあります。(画面ショットでは表示されていません。)

編集タブの画面ショット

ボタン

ツールを構成するボタンは次の通りです。
• 異なる種類のエレメントを作成するためのボタンは左側にあります。それらは、静的グラフ、
パーセント表示(円とパーセンテージ)、モジュールグラフ、数 値、アイコン、およびサービス

です。ボタンをクリックすると、該当のエレメントを作成するためのフィールドがあるパレット
が現れます。エレメントを作成し たり編集したりしている時、アクティブになっているパレット
のクローズをクリックすることにより、それの表示を消すことができます。
• アイテムの削除は、エレメントを選択いないと表示されません (背景を除く)。クリックすること

によりビジュアルコンソールからエレメントを削除します。この操作は 取り消しができない点
に注意してください。
• アイテムの編集も、ビジュアルコンソールのエレメントを選択しないと表示されません。クリッ

クすることにより、値を編集するためのエレメントのオプションパレットが表示されます。
作業領域

作業領域は、 Pandora コンソールの幅 100% および 500 ピクセルの高さとなっています。見ての
通り、大きなサイズのビジュアルコンソールで作業しやすいように、スクロールバーがあります。ビ
ジュアルコンソール のサイズは、背景画像と同じであるということを理解しておいてください。作業
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領域に表示されるエレメントは、デフォルトで左上の (0,0) の位置に作成されます。
拡張オプション

位置
デフォルトでは、位置は 0x0 で、最初の値が X 軸、2 つ目の値が Y 軸です。これらの値はピクセ
ル数で表し、Y 軸については一番上が 0 で、下に行くほど大きくなります。 X 軸は一般的な考えか
たで左から右に向かって大きくなります。
正確な位置を指定したいのでなければ、位置は必ずしも指定する必要はありません。なぜならエ
レメントを作成したあとに、描画ツールの用にビジュアルコンソール上で位置決めを行うことができ
ます。
親
ビジュアルコンソールでエレメント間のリンクを表現するために、それらの間に線を引いています。
視覚的に大変わかりやすいです。 線は、親のエレメントの状態に依存して特定の色になります。こ
こでは、ビジュアルコンソールでエレメントの親になりうるエレメント一覧が表示されます。
リンクされたマップ
エレメントはまた、より使いやすくするために他のビジュアルコンソールへの入り口にもなります。例
えば、2 つのビジュアルコンソールがあっ たとします。一つは管理しているビルの中のマシンを表
示します。もう一つは、世界地図を表示します。後者には、管理しているビルを表す状態が変化す
るエレ メント (静的画像) があり、さらにその中にアクセスしていくことが出来ます。
ここでは、リンクするために作成済のビジュアルコンソール一覧がドロップダウンリストで表示されま
す。
ラベルカラー
好みに応じて (マップの背景が暗い場合にラベルを見やすくするために) 、テキストの色を変更す
ることができます。デフォルトでは黒です。これもまたインテリジェント制御になっています。また、 16
進フォーマットで色を指定す ることができます。カラーパレットをポップアップ表示することもできま
す。
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ラベルカラーのカラーパレット画面ショット

背景

これは、特別な種類のエレメントで、作成したり削除したりできません。以下に示す値の編集のみ
ができます。
• 選択したパレットでの背景画像。
• 背景として選択された画像のサイズ。 0x0 は特別な値で、これを指定した場合は元の画像

ファイルと同じサイズが利用されます。
• オリジナルサイズ ボタンをクリックすることにより、背景のサイズをオリジナルサイズにするこ
とができます。
• また、背景の高さと幅の比率を編集することができます。 2 つの値の関係を維持することが
できます。これらは、 独自の幅(Propotional width) および 独自の高さ(Propotional height)
ボタンをクリックすることにより実行できます。
バージョン 5.0 から
• グリッド(Grid): グリッドを表示することができ、中の要素をそのグリッドに合わせて移動させ

ることができます。このオプションを無効にすると、要素は再び自由に移動できるようになり
ます。
• 自動保存ボタン(Auto-save button): 無効の場合、作成ボタンが無効なためアイテムの移動

のみが可能です。

パレット内のグリッドオプション
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グリッドを有効にした背景画像
バージョン 5.0 から
• 現在の版を保存できます。また、ビジュアルコンソールととものデフォルトで動作している自

動保存機能を無効化することもできます。ディスクボタンをクリッ クすることによって強制的
に保存を実行します。これは、自動保存が正しくできないようなセキュリティ設定の場合に
便利です。

オプションパレットで、現在のビジュアルマップを自動保存するオプション

背景を編集するときのパレット選択の画面ショット例

28.8.5. パレットの選択
編集するアイテムの ダブルクリック または、編集ボタンをクリックすると表示されます。オプションパ
レットのフォームでは、すべての要素に対して次の設定ができます。いくつかの要素では追加の操
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作ができ、それぞれの項で説明しています。
28.8.5.1. ラベル
ビジュアルコンソール内のエレメントで表示されるテキストです。
Since 5.0.1 version..
It has a rich editor with this you can set label with style.

28.8.5.2. エージェント
IP アドレスまたはエージェント名で、エージェントを検索できる操作です。

エージェント検索のスクリーンショット

28.8.5.3. モジュール
この操作は、エージェントが持っている全てのモジュールを返します。

エージェントの全モジュールを自動的に表示する操作のスクリーンショット
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28.8.6. ビジュアルマップで利用可能なエレメント
28.8.6.1. 静的画像
このエレメントは、静的画像を表示します。モジュール、エージェント、マップの状態に依存して、
画 像 そ の 他 を 表 示 し ま す 。 デ フ ォ ル ト の 設 定 で は 画 像 フ ァ イ ル は 、
/var/www/pandora_console/images/console/icons にあります。ファイルを upload することもできま
す。画像ファイルのファイル名 は、<image_name>_<state>.png で、次のようになります。

画像ファイルの名前と状態の例
• "" エージェントやモジュール、ビジュアルコンソールの状態が不明の場合
• "bad" エージェントの一つ以上のモジュールが障害状態もしくは、ビジュアルコンソールが

リンクしているエレメントが障害状態の場合
• "ok" エージェント、モジュール、もしくはビジュアルコンソールのリンクが正常の場合
• "warning" エージェントの一つ以上のモジュールが警告状態もしくは、ビジュアルコンソー
ルがリンクしているエレメントが警告状態の場合
静的画像の作成
静的画像を作成するには、左下にある静的画像ボタンをクリックします。すると、新規画像のオプ
ションパレットが表示されます。共通のオプションは、Paleta de opciones にあります。静的画像特有
のオプションについては以下に示します。
静的画像オプション
• 画像(Image): 表示された画像を選択できるドロップダウンリストになっています。画像のプ

レビューもできます。
• 拡張オプション(Advanced options):

• サイズ(Size): ここでは、画像のサイズを指定することができます。デフォルトでは 0x0
で、画像のオリジナルサイズを利用することを意味します。
画面ショット
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ビジュアルコンソールへ追加しようとしている画像プレビューのパレット
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静的画像選択画面パレット
テクニック
• テキスト文字列を設定するには、

• 画像無しで、静的画像を作成する操作をすれば良いです。
28.8.6.2. アイコン
このエレメントは、モジュールに関連づけられていない静的画像を表示します。

ビジュアルマップエディタでのアイコン
通常の Pandora のインストールでは、画像ファイルは (<pandora_home>/images/console/icons)
ディレクトリにあります。新たな画像ファイルはファイルマネージャを使ってアップロードすることが
できます。ビジュアルコンソールの他のエレメントのよう に、ラベル、初期位置、大きさ、親エレメン
ト、他のビジュアルマップへのリンクに関連付けることができます。
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ビジュアルマップエディタでの表示:

アイコン作成の例
他のページにリンクされたアイコン
バージョン 5.0 から、ラベルフィールドで他の web ページへリンクするための URL に関連付ける
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例: ビジュアルコンソールでアイコンを SNMP コンソールへリンクするには、アイコンを作成する必
要があります。このアイコンには、 SNMP コンソールの URL (http://<pandora_home>/index.php?
sec=snmpconsole&sec2=operation/snmpconsole/snmp_view) のラベルがついています。 ビジュ
アルコンソールのプレビューモードでは、アイコンをクリックすることにより、 SNMP コンソールへ行く
ことができます。
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28.8.6.3. パーセント表示オプション
パーセント表示では、細かくモジュールの状態を表示することができます。円グラフまたはパーセ
ントバーのタイプがあります。
パーセント表示は、他のエレメントより設定項目が少ないです。次に示す 4 つの項目があります。
• 幅(Width): パーセントバーの幅をピクセル数で指定します。
• 最大値(Max value): モジュールがとりうる値の最大値です。これにより、最大値内に制限
してモジュールを表示することができます。例えば、画面ショット例では、 CPU モジュールで
0 から 100 までの範囲の値を表示します。
• タイプ(type): 要素のタイプが円グラフか某グラフかを設定できます。表示の仕方の選択で

す。
• 表示する値(Value to show): モジュールのパーセンテージまたは最新の値かを選択でき
ます。
• 拡張オプション(Advanced Options): このエレメントは、特殊な設定はありません。基
本設定と同じです。
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パーセントバーを選択している画面ショット

28.8.6.4. モジュールグラフ
名前を表示するように、ビジュアルコンソールではエージェントのモジュールの状態がグラフ表示
されます。
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1 時間前の CPU モジュールのデータをグラフ表示している、モジュールグラフエレメントの画面

ショット
モジュールグラフオプション
グラフでは、幅と高さを定義する必要があります。隠れている拡張オプションで行います。
• 間隔(Period): どれくらい前の時間からのグラフを表示するか指定します。グラフは時間で

変更可能です。
• サイズ(Size): グラフ画像の幅と高さを指定します。グラフ本体だけでなく、縦横の軸と数値

表示部分も含みます。
• 拡張オプション(Advanced options): 基本的な拡張オプションと同じです。
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モジュールのグラフ設定画面ショット
注意
• グラフ画像は計算して作成されます。軽い処理ではありません。そのため、 Pandora をイン

ストールしたシステムのアーキテクチャに依存して、処理が早く終わることもあれば数分か
かることもあります。また、グラフ画像無しでエレメントのラ ベルのみを参照できるような場合
もあります。
28.8.6.5. 値
このエレメントは、ビジュアルコンソール上に <ラベル> <モジュールの値> のテキストのみ表示しま
す。ラベル (必要な場合 )のみを設定し、ビジュアルコンソールに値を表示させるエージェントとモ
ジュールを選択します。
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CPU モジュールの値を表示している画面ショット

値のオプション
このエレメントには、独自のオプションはありません。

値エレメントの設定画面ショット

Since 5.0.1 version.. You can set the style to the value, using the rich editor into the macro
(_VALUE_).

28.8.6.6. ラベル
関連するコンテンツ無しでラベルを作成するにはこのアイテムを利用します。ラベルフィールドに
入力するだけです。
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ラベルの編集

28.9. エージェント/モジュールビュー
モニタリング(Monitoring) -> エージェント/モジュールビュー(Agent/Module view) メニューへ行くと、
モジュールとエージェントの状態を表す表が表示されます。
操作(Operation) > 拡張(Extensions) > エージェント /モジュールビュー (Agents/Modules view) で
も見れます。
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28.10. モジュールグループ
ここでは、モジュールグループごとに、モジュールの状態を表で表示します。 表示するには、モニ
タリング(Monitoring) -> モジュールグループ(Module group) を選択します。
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ご覧の通り、エージェントグループごとのモジュール数と、モジュールの障害、警告、正常の状態
に応じて異なる色で表を表示します。

28.11. ツリー表示
Pandora FMS エンタープライズ版では、エージェントのモニタ状態をツリー表示することができます。
表示は、状態および、グループ、ポリシー、 OS、モジュールグループ、モジュールによって、フィル

タリングすることができます。

28.12. モバイルコンソール
Pandora FMS には、新たなモバイルコンソールがあります。これは通常のコンソールの簡易版で、
600x280 以上の画面解像度があるモバイル端末で利用できます。エージェント、モニタ状態、ア
ラート、エージェント詳細 (グラフも含む )、グループ参照、最新のイベントなど、 Pandora FMS が提

供する全ての情報を参照できます。
モ バ イ ル イ ン タ フ ェ ー ス の

は 、 /mobile で す 。 コ ン ソ ー ル が 、
http://firefly.artica.es/pandora_demo/
で あ れ ば 、 モ バ イ ル コ ン ソ ー ル は 、
http://firefly.artica.es/pandora_demo/mobile になります。
URL

この URL は、ネイティブのウェブサイトを参照できる任意のデバイスに対して互換性があります 。
iPhone と Android デバイスでテストしており、タブレット (ipad および android)も含みます。デバイス
の画面サイズに自動的に合います。
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モバイル web インタフェースのログイン画面
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モバイル web インタフェースの監視概要
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イベント参照
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モジュールグラフ
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オプションメニュー
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エージェント表示
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モジュール表示
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29 ダッシュボード
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概要

29.1. 概要
ダッシュボードは、Pandora FMS エンタープライズ版の機能で、ユーザごとのモニタリングページを
作成することができます。モニタリングマップ、グラフ、その他の複数のページを追加できます。
ダッシュボードの設定は、 Pandora FMS ウェブコンソール左側の 操作 -> ダッシュボード メニュー
から行えます。

ダッシュボードをクリックすると、設定された画面が表示されます。

29.2. ダッシュボードの作成
ダッシュボードはカスタマイズ可能です。各ユーザはそれぞれのダッシュボードを設定でき、自分
で設定したダッシュボードのみを参照できます。
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ダッシュボードを作成するには、操作メニューの ダッシュボード (Dashboards) をクリックします。全
てのユーザには、 "デフォルト (default)" というダッシュボードがあります。 "追加タブ " をクリックしま
す。

表示されるウインドウでダッシュボードタブに付けたい名前を入力し、"追加(Add)" をクリックします。

新たなタブが作成され、デフォルトと新しいタブがある状態になります。オブジェクトを追加するに
は、次のステップを行います。"ウィジェットの追加(Add Widget)" をクリックします。

追加できる全オブジェクトを示すウインドウが表示されます。
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29.2.1. ダッシュボードへのオブジェクトの追加
それぞれの機能のオブジェクトを追加することができます。
29.2.1.1. グループ状態レポート
Pandora FMS のグループの状態レポートを追加するには、このアイコンをクリックします。
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アイコンをクリックすることによって、オブジェクトの設定ウインドウが現れます。

タイトルを入力し、レポートに含めるグループを選択します。そして "更新(update)" をクリックします。
すると、つぎのようなウインドウが表示されます。

グループ名をクリックすると、操作メニューのグループと同様のものにアクセスすることができます。
29.2.1.2. ユーザ定義グラフ
ユーザ定義グラフを追加するには、このアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすることにより、設定画面が表示されます。
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設定画面では、次のパラメータを設定します。
• タイトル(Title): グラフの先頭に表示されるタイトルを設定します。
• グラフ(Graph): 表示するグラフを選択します。 Pandora FMS で作成されたグラフを選択で

きます。
• 更新間隔(Period): グラフの表示範囲を選択します。
• 積み上げ(Stacked): 組み合わせグラフの値で、ある値の上に別の値を積み上げる場合に
選択します。
"更新(update)" ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

29.2.1.3. 最新イベントリスト
Pandora FMS の最新のイベント一覧を追加するには、このアイコンをクリックします。
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アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

設定画面では、次のパラメータを設定します。
•
•
•
•
•
•

タイトル(Title): グラフに表示するタイトルを設定します。
イベントタイプ(Event Type): イベントの種類 (障害、警告、...) を選択します。
間隔(Interval): 時間間隔を設定します。
制限(Limit): 表示するイベントの最大数を設定します。
状態(Event Status): イベントの状態 (承諾済み、未承諾、すべて) を選択します。
グループ(Group): イベントを表示するグループを設定します。

"更新(update)" をクリックすると、次のような画面が表示されます。

エージェント名をクリックすると、エージェント設定画面にアクセスできます。
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29.2.1.4. システムの状態
Pandora FMS のモニタリング状態のレポートを追加するには、このアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、システムの状態を表示するオブジェクトが現れます。

29.2.1.5. Pandora FMS ウェルカムメッセージ
Pandora FMS のウェルカムメッセージを追加するには、以下のアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、ウェルカムメッセージを表示するオブジェクトが現れます。
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29.2.1.6. エージェントモジュールグラフ
Pandora FMS のエージェントモジュールの一つのグラフを追加するには、このアイコンをクリックし

ます。

アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

設定画面で、次のパラメータを設定します。
•
•
•
•

タイトル(Title): グラフに表示するタイトルを設定します。
グループ(Group): エージェントが所属するグループを選択します。
エージェント(Agent): エージェントを選択します。
モジュール(Module): モジュールを選択します。
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• 更新間隔(Period): グラフの表示範囲を選択します。
"更新(update)" をクリックすると、次のような画面が表示されます。

29.2.1.7. ビジュアルマップレポート
Pandora FMS のビジュアルマップのレポートを追加するには、次のアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

タイトルを入力し、レポートに表示するビジュアルコンソールのマップを選択し、 "更新(update)" を
クリックします。次のような画面が表示されます。
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マップ名をクリックすると、ビジュアルコンソールのマップにアクセスできます。
29.2.1.8. ネットワークマップ
Pandora FMS のネットワークマップを追加するには、このアイコンをクリックします。

このアイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

設定画面では、次のパラメータを設定します。
• タイトル(Title): マップに表示するタイトルを設定します。
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• グループ(Group): マップに表示するエージェントグループを選択します。
• レイアウト(Layout): マップの種類に応じた、エージェントの位置を選択します。
• 重ね合わせ無し(No overlap): これを選択すると、エージェントは重ね合わせされなくなり

ます。
• シンプル(Simple): これを選択すると、エージェントがアイコン無しで表示されます。
• フォントサイズ(Font size): エージェント名を表示するフォントの選択します。
"更新(update)" ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

29.2.1.9. ビジュアルコンソールマップ
Pandora FMS のビジュアルコンソールのマップを追加するには、このアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

タイトルを入力し、表示するマップを選択します。
"更新(update)" ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。
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注意 : マップは、システム管理 (Administration) -> ビジュアルコンソールビルダ (Visual console
builder) にて事前に作成しておく必要があります。

29.2.1.10. URL の内容表示
Pandora FMS に URL の内容を表示するには、このアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、オブジェクトの設定ウインドウが開きます。

設定ウインドウでは、次のパラメータを設定します。
• Title: ウィジェットに表示するタイトル
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• URL: 表示する URL
• Height in px (zero for auto): ウィジェットの高さ

更新(update)ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

29.2.1.11. 概要表示
Pandora FMS に概要表示を追加するには、このアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、設定ウィンドウが開きます。
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設定ウィンドウでは、次のパラメータを設定します。
•
•
•
•

Title: ウィジェットに表示するタイトル
Status and Monitor checks: モジュールに関する情報を表示するかどうか
Server performance: サーバの状態を表示するかどうか
Summary: エージェントとモジュールに関する情報を表示するかどうか

更新(update)ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。
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29.2.1.12. メッセージ付きパネル
Pandora FMS にメッセージ付きパネルを追加するには、このアイコンをクリックします。
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アイコンをクリックすると、オブジェクトの設定ウィンドウが開きます。

設定ウィンドウでは、次のパラメータを設定します。
• Title: ウィジェットに表示するタイトル
• Text: 表示するメッセージテキスト

更新(update)ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

29.2.1.13. ユーザ定義レポート
Pandora FMS にユーザ定義レポートを追加するには、このアイコンをクリックします。

アイコンをクリックすると、オブジェクトの設定ウィンドウが表示されます。
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設定ウィンドウでは、次のパラメータを設定します。
• Title: レポートに表示するタイトル
• Report: ウィジェットに表示するレポート名

更新(update)ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

29.2.2. ダッシュボードへのオブジェクトの追加
ダッシュボードのオブジェクトの上でマウスクリックすると、それを好みの場所へ移動させることがで
きます。

29.2.3. ダッシュボードのオブジェクトの編集
ダッシュボードのオブジェクトの設定パラメータを編集するには、編集したいオブジェクトの右上に
あるノートと鉛筆のアイコンをクリックします。
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アイコンをクリックすると、オブジェクトの設定メニューが表示されます。修正し、 "更新(update)" をク
リックすると変更が保存されます。

29.2.4. ダッシュボードのオブジェクトの削除
ダッシュボードに設定されたオブジェクトを削除するには、削除したいオブジェクトの右上にある赤
い x アイコンをクリックします。

29.3. ダッシュボードの編集
ダッシュボード自体で編集可能なのは、その名前のみです。すでに作成済みのダッシュボードの
名前を変更するには、編集したいダッシュボードタブの三角形のアイコンをクリックします。名前変
更および削除オプションが表示されます。
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"ダッシュボードの名称変更(Rename Dashboard)" オプションをクリックします。

新しい名前を入力し、"更新(Update)" をクリックします。

29.4. ダッシュボードの削除
作成済みのダッシュボードを削除するには、削除したいダッシュボードタブの三角形のアイコンを
クリックします。ダッシュボードの名前変更と削除のオプションが表示されます。

"ダッシュボードの削除(Delete Dashboard)" オプションをクリックします。
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30 PANDORA GIS
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Pandora GIS

Pandora FMS 3.1 から、エージェントの位置を表示するための、位置情報およびインタラクティブ
マップをサポートしています。この機能はすべてオープンソースです。 UNIX エージェントのみの

機能です。

30.1. 設定
30.1.1. エージェント設定
エージェントは、新たに位置データを送信することができます。 agent.conf 内に、経度、緯度、高度
および、位置の説明を設定できます。また、 gis_exec で別途パラメータを設定するスクリプトを指定
することもできます。これには、 "緯度,経度,高度" というフォーマットの文字列を返すスクリプトのパ
スを指定します。
以下に設定例を示します。
# Agent position parameters
# Those parameters define the geographical position of the agent
# gis_exec: Call a script that returns a string with "latitude,longitude,altitude"
# i.e.: 41.377,-5.105,2.365
#gis_exec /tmp/gis.sh
# latitude
latitude 42.70456
# longitude
longitude -3.897187
# altitude
altitude 600
# Position description
position_description Madrid, centro

30.1.2. サーバ設定
GIS 機能は、サーバで有効にする必要があります。 activate_gis フラグを 1 に設定することにより、
サーバが、エージェントから受け取った GIS 情報を処理するようになります。

位置情報により、Pandora FMS にエージェントの位置を保存することができます。しかし、このデー
タには高い正確性はありません。重要な違いを考慮することなく、近い位置の多くの異なるデータ
が保存されます。これを避けるために、 location_error パラメータに 同じ 位置であると認識する
距離を設定します。これは位置が変わったと認識する閾値です。エージェントから新たに受け取っ
た位置データが、この距離 (メートル単位) 内であれば同じ位置であると認識し、指定した距離より
も離れていれば、位置が変わったと認識します。
自動検出サーバと位置情報
IP アドレスの位置情報データベースとその検索アルゴリズムを利用することにより、自動検出サー
バは、検出したエージェントの位置を推測することができます。このために、 MaxMind GeoIP
GeoLiteCity フォーマットや、データベースのテーブルの組み合わせを利用します。
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自動検出サーバの動作を定義する、3 つの新たなパラメータがあります。
recon_reverse_geolocation_mode [disabled, file または sql] および、位置情報を定義した
MaxMind GPL GeoLiteCity.dat
フ ォ ー マ ッ ト フ ァ イ ル の 場 所 を 示 す
recon_reverse_geolocation_file 、また、位置情報特定アルゴリズムで定義された場所の周辺
をランダムに探索し、エージェントの位置決めに使う recon_location_scatter_radius です。探
索する範囲を recon_location_scatter_radius に指定します。(メートル単位)
また、 Google API および Openstreet マップにより提供される位置情報変換 (リバースジオロケー
シ ョ ン ) を 利 用 す る こ と も で き ま す 。 Google の ジ オ ロ ケ ー シ ョ ン を 有 効 に す る に は 、
google_maps_description を 1 に設定します。 Openstreet マップのリバースジオロケーションを
有効にするには、openstreetmaps_description を 1 に設定します。
この機能を利用する場合は、十分注意してください。なぜなら、 Pandora FMS サーバのパフォー
マンスを低下させるためです。また、Google API および Openstreet マップを利用するためには、イ
ンターネットへ直接接続している必要があることに注意してください。もちろん、それらのサービス
が動作している必要もあります。
設定例:
# Flag to activate GIS (positional infomration for agents and maps) by default it is
desactivated
activate_gis 1
# Radius of the Error in meters to consider two gis locations as the same location.
location_error 10
# Recon reverse geolocation mode [disabled, sql, file]
#
* disabled: The recon task doesn't try to geolocate the ip discovered.
#
* sql: The recon task trys to query the SQL database to geolocate the ip
discovered
#
* file: The recon task trys to find the geolocation information of the ip
discovered in
#
the file indicated in the recon_reverse_geolocation_file
parameter
recon_reverse_geolocation_mode file
# Recon reverse geolocation file (databases with the reverse geolocation information
using
# MaxMind GPL GeoLiteCity.dat format).
recon_reverse_geolocation_file /usr/local/share/GeoIP/GeoLiteCity.dat
# Radius (in meters) of the circle in where the agents will be place randomly when
finded by a recon task
# The center of the cicle is guessed by geolocating the IP.
recon_location_scatter_radius 1000
# This enable realtime reverse geocoding using Google Maps public api.
# This requires internet access, and could have performance penalties processing GIS
# information due the connetion needed to resolve all GIS input.
google_maps_description 1
#
#
#
#

This enable realtime reverse geocoding using Openstreet Maps public api.
This requires internet access, and could have performance penalties processing GIS
information due the connetion needed to resolve all GIS input.
You can alter the code to use a local (your own) openstreet maps server.

openstreetmaps_description 1
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30.1.3. コンソール設定
コンソールで GIS 機能を利用するには、最初にメインの設定で有効にする必要があります。

これにより、ユーザインタフェースに新たなメニューが追加されます。
30.1.3.1. GIS 利用マップ
設定で最初に行うことは、GIS 機能のマップを提供するマップサーバに、どれを使うかです。
利用マップにはいくつかの基本パラメータがあります。

• 利用マップ名 (Connection name) は、マップ設定画面で利用マップを選択する時の名

前です。
• グループ(group) は、ACL に依存してマップビルダーに出てくる利用マップのフィルタに
使います。
• 選択可能な拡大率の数(number of zoom levels) はマップ上で定義します。
• デフォルト拡大レベル(default zoom level) は、必須パラメータで、マップを開いたときの
拡大レベルを指定します。(マップ上で再定義できます)
基本パラメータを設定したら、利用マップのタイプを選択する必要があります。タイプによりオプショ
ンが異なります。以下に、それぞれのタイプとオプションを示します。
Open Street マップ

Pandora FMS のデフォルトインストール状態では、 Open Street マップ を利用するようになっていま
す。これを使って直接 GIS 機能を確認することができます。ただし、 Pandora FMS サーバが直接イ

ンターネットにアクセス出来なかったり、柔軟性や速度を求めてユーザ独自のマップサーバを利用
し た い 場 合 も あ る か も し れ ま せ ん 。 ( 出 き る こ
と の 詳 細 は
Pandora:Current_development:Pandora_GIS_Backend を確認してください)
マップに、Open Street マップを利用するには、以下に示すように、画像サーバの URL のみをパラ
メータとして設定する必要があります。
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例えば、次のように指定します。
http://tiles.example.com/${z}/${x}/${y}.png

Google マップ

Pandora FMS はまた、 Google マップもサポートしています。これを利用するには、 Pandora コン
ソールで利用する正しい key を Google から取得し、入力フィールドに設定する必要があります。
(詳細は、Google Maps API ポリシー を参照)

このキーで、ベースのマップの種類 (航空写真、地形、地図) を設定することができます。
静的画像

ほかには、マップとして静的画像の利用をサポートしています。この種類のマップを利用するには 、
画像ファイルは、EPSG:4326 である必要があります。
マップの定義に必要なパラメータは、画像の URL、高さ、幅 および、マップ画像の位置情報 (経
度、緯度) と座標 (右、左、上、下) です。
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マップの中心とデフォルトの位置
マップの最後の設定は、マップの 中心 と、位置情報が無いエージェントを配置する デフォルトの
位置 です。これらの設定は、マップのプレビューでクリックすることにより行えます。どちらのパラ
メータを設定するかは、マップ内での変更(Change in the Map) で選択します。
マップのプレビューでは、左上の緑の矢印を使ってマップを移動させることができます。拡大率を
変更するには、 + および - アイコンを使います。最大の拡大率にするには、虫めがねアイコンを使
います。
もちろん、入力フィールドに位置情報を直接入力することもできます。

利用マップの全ての設定を行ったら、マップビルダーで利用できるように、保存ボタンをクリックし
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て 保存 することができます。
30.1.3.2. GIS マップビルダー
利用マップの設定を行うと、 GIS マップビルダー (GIS Map Builder) で利用することができるよう
になります。

メニューにて、 (名前をクリックすることにより ) マップを 編集 したり、(参照アイコンをクリックすること
により)マップを 参照 することができます。また、ラジオボタンで デフォルト マップを設定したり、削
除アイコンでマップを 削除 することができます。
また、新たなマップを作成するボタンもあります。
管理者は、エージェントの位置を表示するデフォルトマップを一つ設定する必要があります。
GIS マップの作成

マップ作成ページで最初に行うことは、 マップ名 の設定と、定義されている 利用マップの指定
(後述するベースのレイヤとして、一つ以上を設定することができますが、同時には一つのみが有
効です ) です。利用マップを選択すると ( デフォルトのマップを変更すると ) 、 Pandora FMS コン
ソールが、利用マップのデフォルトデータを利用したいかどうかを尋ねてきます。それを受け入れ
ると、コンソールは全ての位置データ (中心の経度、中心の緯度、中心の高度、デフォルトの経度、
デフォルトの緯度、デフォルトの高度 ) を利用マップに設定されている値に設定 ( 更新) します。
ユーザは デフォルトの拡大率 のみ設定する必要があります。キャンセルすると、これらのフィール
ドの変更は行われず、利用マップの設定のみが追加されます。
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レイヤ定義

基本的なマップのパラメータを設定したら、どのエレメントをマップに表示するかを選択するための
マップのレイヤを定義します。 (ただし、デフォルト マップではレイヤを定義する必要がありません。
なぜならエージェントビューにおいて、エージェントの位置を表示するのに利用されるためです。)
それぞれのマップは、エージェントを表示するための 一つ以上のレイヤ を持っています。それぞ
れのレイヤは、グループに属するエージェント や、エージェント一覧 を表示することができます。
これにより、それぞれのレイヤに表示するエージェントの設定は簡単です。
レイヤは、表示'、非表示 を設定できます。また、グループを選択し、一覧からエージェントを追加
出来ます。レイヤを定義したら (マップ全体を保存するまで保存されません )、定義した例やの左
側のカラムで、順番 (上もしくは下へ ) を変更することができます。また、削除や、再度編集すること
もできます。
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マップのレイヤ定義が完了したら、保存(save) ボタンにて全てを保存することができます。 (マップ
を編集する場合は、更新(update) ボタンをクリックします)

30.2. 操作
少なくとも一つのマップを定義すると、GIS 機能を使い始めることができます。

30.2.1. GIS マップ
GIS マップメニューは、すべての定義済マップを表示します。それぞれのリンクは、 GIS マップビル

ダー で定義されたパラメータを使ってマップを開きます。
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30.2.1.1. マップの移動
左上にマップ操作のための、４つの緑の矢印があります。それぞれの方向の矢印をクリックするこ
とにより、マップを動かすことができます。 + と - は、拡大率を増減させるアイコンです。また、ズー
ムバー で直接設定したい拡大率を選択することができます。
マップをドラッグすることによっても、動かすことができます。
マップに表示されているエージェントは、クリックすることができ、ポップアップでエージェントの詳
細情報が表示されます。追加情報も表示され、エージェントの名前はエージェントビューへのリン
クになっています。ポップアップは赤い×印をクリックすると閉じます。
また、エージェントの階層構造 と呼ばれるシステムに定義された特別のレイヤがあります。このレイ
ヤが表示状態になっている場合、エージェントとその親 (両方が表示状態の場合 ) の間を赤い線
でつなぎます。
30.2.1.2. 隠す / 表示する / レイヤの選択
右側の緑の背景に白の + をクリックすると、レイヤの操作パネルが開きます。緑色のボックス が表
示され、ベースのレイヤ (利用マップが一つ以上定義されている場合 ) および、表示するレイヤを
選択することができます。
30.2.1.3. フィルタ
マップの上にはまた、エージェントの状態表示をフィルタするための 5 つのボタンがあります。
•
•
•
•
•

緑 ボタンは、正常 状態のエージェントを表示します。
グレー ボタンは、不明 状態のエージェントを表示します。
黄色 ボタンは、警告 状態のエージェントを表示します。
赤 ボタンは、障害 状態のエージェントを表示します。
全て(All) ボタンは、状態に関わらずレイヤに定義されているエージェント全てを表示しま
す。

30.2.1.4. マップの更新
フィルタボタンの隣に、マップの更新間隔を設定する 更新(Refresh) というコンボボックスがありま
す。マップは、指定した間隔でエージェントを更新するために、[AJAX] を呼び出します。
30.2.1.5. マップ編集と全画面
マップの上にある最後の 2 つのボタンは、マップを編集するための、 GIS マップビルダー (GIS
Map Builder) へのリンクと、マップを全画面表示させるためのボタンです。
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30.2.2. エージェントビュー
Pandora FMS コンソールのエージェントビューにもまた、新たな GIS 機能があります。

まず最初に、メイン画面でエージェントの 経度、緯度、高度 を表示します。
30.2.2.1. GIS 履歴表示
トップバーに、エージェントの GIS ビュー を表示するためのボタンがあります。 (GIS が有効な場
合)
ここで、デフォルトマップでのエージェントの現在の位置が表示されます。また、エージェントの過
去の位置の履歴およびマップ上に位置のパスが表示されます。
マップにおけるそれぞれの位置は、ドット で表現されます (現在の位置は、エージェントアイコンも
しくは、エージェントのアイコンが定義されていない場合はグループアイコンで表されます )。ドット
をクリックすることによって、その位置にあった時の情報を表示することができます。また、エージェ
ントアイコンをクリックすると、エージェントの現在の情 報が表示されます。以下の画像では 、
Android デバイス向け Pandora FMS エージェントによって通知されたパスを表示しています。
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また、エージェントから通知された全ての情報を表形式で表示することができます。位置情報変換
(reverse geolocation) システムにより、 Pandora FMS エージェントがいる場所が、国、都市、通りの
名前と共に表示されます。
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30.2.3. エージェントの GIS 設定
エージェント管理メニューの中に、新たにエージェントの位置を手動で設定する項目があります。
また、GIS 機能に関連するいくつかのパラメータがあります。
30.2.3.1. GIS データの無視
エージェント管理 メニューに、新たに GIS データを無視する (Ignore GIS data) という選択があ
ります。これを有効にすると、エージェントから受け取る位置情報をサーバが無視し、最後に設定
された位置を維持するようになります。エージェントが間違った位置情報を送信してくる場合や、位
置が固定されている場合に便利です。
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30.2.3.2. エージェントの手動での位置決め
デフォルトのマップで、クリックすることによりエージェントの新たな位置を設定することができます。
また、位置情報を入力ボックスから入力することもできます。
注意: エージェントの位置を設定すると、エージェントから送られてくる位置情報データにより位置
が m リセットされることを防ぐために、 GIS データを無視するオプションが有効になります。そうした
くない場合は、更新ボタンをクリックする前に、 GIS データを無視する(Ignora GIS data) オプショ
ンを無効にしてください。

30.3. リンク
以下に、独自のマップサーバの設定および、現在のコードの機能をより理解するために参考にな
るリンクを示します。

30.3.1. OpenLayers
•
•
•
•
•

ウィキページ OpenLayers
Openlayer ドキュメント Natural Docs Openlayers doc
Openlayer に関する追加情報 Official documentation about Styles
OpenLayer styles ヘルプ: OpenLayers Styles
Firebug を使ったデバッグ Openlayers Debug

30.3.2. Mapnik
• OpenStreetMap を使った Mapnik の設定
• Mapnik でのレンダリング
• Ubuntu へのインストール

30.3.3. OpenStreetMap
•
•
•
•
•

OpenLayers のサンプル
最初のマップ作成 OpenStreetMap + osm2pgsql + PostGIS + Mapnik
OpenStreetMap の利用
マップデータダウンロード OSM
Osm2qgsql

30.3.4. OS Geo
• OSGeo 財団(The Open Source Geospatial Foundation)

30.3.5. Geo Server
• メインウェブサイト geoserver.org
• 安定版
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30.3.6. PostgreSQL
• PostgreSQL 8.1 の GIS 拡張ドキュメント

30.3.7. Blogs (スペイン語のみ)
• GIS & Chips
• Weait
• Portal de GIS y Cartografía de la UPV CartoSIG
• Recursos sobre Cartografía y SIG
• Imagen Virtual: OpenSUSE + Software de GIS
• Cálculo de distancias teniendo en cuenta la curvatura terresre en Franchu's lair
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31 PANDORA FMS の管理
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31.1. 概要
この章では、グループ管理、ユーザ作成など、 Pandora FMS の日々の管理に必要なさまざまな内
容について説明します。

31.2. プロファイル、ユーザ、グループおよび ACL
Pandora FMS は、ウェブで管理できるツールで、複数のエージェントグループ定義、異なる権限で 、

複数ユーザ で操作することができます。ユーザを追加する前に、それぞれのユーザに何を見せる
かというのと同様に、グループおよびプロファイルも良く検討する必要があります。

31.2.1. Pandora FMS でのプロファイル
ユーザの権限は、プロファイルで定義することができます。プロファイルは、システム管理メニュー
の プロファイル管理 から操作します。

以下のリストは、コンソールでのそれぞれの機能の ACL 定義です。
Feature

ACL Control

エージェントデータの参照 (全てのタブ)

AR

モニタリング概要

AR

ネットワークマップ参照

AR

グループ参照

AR

ビジュアルコンソールの編集

RW

レポート作成

RW

カスタムグラフ作成

RW
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レポート、ビジュアルマップ、カスタムグラフの参照

RR

レポートテンプレートの適用

RW

レポートテンプレートの作成

RM

インシデント作成

IW

インシデント参照

IR

インシデント削除

IW

インシデントのオーナになる

IM

他のユーザのインシデント削除

IM

イベント参照

ER

イベントの承諾/コメント

EW

イベント削除 t

EW

イベントからのインシデント作成

IW

レスポンスの実行

EW

イベントからのインシデント作成(レスポンス)

IW

イベントのオーナー変更/リオープン

EM

ユーザ参照

AR

SNMP コンソール参照

AR

トラップの承諾

IW

メッセージ

IW

Cron ジョブ

PM

ツリー表示

AR

アップデートマネージャ (操作 & 管理)

PM

拡張モジュールグループ

AR

エージェント管理

AW

リモートエージェント設定管理

AW

エージェントへのアラート割り当て

LW

ACL

アラートテンプレート、アクション、コマンドの定義、削除 LM
グループ管理

PM

インベントリモジュール作成

PM

モジュール管理 (全てのサブオプションを含む)

PM

一括操作

AW

エージェント作成

AW
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リモート設定の複製

AW

計画停止管理

AW

アラート管理

AW

ユーザ管理

UM

ACL

SNMP コンソール管理 (アラートおよび MIB のロード) PM
プロファイル管理

PM

サーバ管理

PM

システム監査

PM

設定

PM

データベースメンテナンス

DM

管理者拡張メニュー

PM

検索バー

AR

ポリシー管理

AW

エージェント/モジュール/アラートの無効化

AD

31.2.1.1. プロファイルの追加
プロファイルを追加するには、システム管理メニューの プロファイル管理 (Manage Profiles) へ行き、
"作成(Create)" をクリックします。次のようなフォームが表示されます。
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プロファイルを作成するには、名前を設定し権限を選択して "作成(Create)" をクリックします。
31.2.1.2. プロファイルの編集
プロファイルを編集するには、システム管理メニューの プロファイル管理 (Manage Profiles) へ行き、
編集したいプロファイルの名前をクリックします。

31.2.1.3. プロファイルの削除
プロファイルを削除するには、システム管理メニューの プロファイル管理 (Manage Profiles) へ行き、
削除したいプロファイルの右側にある、ごみ箱アイコンをクリックします。

31.2.2. Pandora FMS のグループ
アクセス権限は、エージェントのグループに関連付けられています。それぞれのグループごとに異
なるユーザのアクセス権を設定することができます。エージェントは、一つのグループのみに属す
ることができます。
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すべて (All) グループは、削除できない特別なグループです。すべてのグループは、
すべて(All)グループのサブグループです。 すべて(All)グループに関連付けられたす
べての要素(レポート、グラフ、イベントなど)は、どんなグループへのアクセス権を持っ
たユーザからも参照や管理をすることができます。

グループは、システム管理メニューの エージェント管理 (Manage Agents) -> グル ープ管理
(Manage Groups) にて定義します。

31.2.2.1. グループの追加
グループを追加するには、システム管理メニューから エージェント管理 (Manage Agents) -> グ
ループ管理(Manage Groups) へ行き、"グループの作成(Create Group)" をクリックします。
次のフォームが表示されます。
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各フィールドは次の通りです。
名前(Name): グループの名前です。
アイコン(Icon): グループのアイコンを選択します。
親(Parent): 作成したグループの親として他のグループを設定する場合に選択します。
アラート(Alerts): 有効になっていると、グループに所属するエージェントがアラートを送信
することができます。無効の場合は送信できません。
• ACL の伝播(Propagate ACL): 有効になっていると、このグループに属する子グループ
対して、このグループと同じアクセス権が設定されます。
• カスタム ID(Custom ID): グループは、データベース上に ID を持っています。このフィー
ルドには、外部プログラムで利用できる、そのほかのカスタム ID を設定します。
•
•
•
•

フィールドの入力が完了したら、"作成(Create)" ボタンをクリックします。
31.2.2.2. グループの編集
グループを編集するには、システム管理メニューの エージェント管理 (Manage Agents) -> グルー
プ管理 (Manage Groups) へ行き、編集したいグループの名前またはスパナアイコンをクリックしま
す。
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31.2.2.3. グループの削除
グループを削除するには、システム管理メニューの エージェント管理 (Manage Agents) -> グルー
プ管理 (Manage Groups) へ行き、削除したいグループ名の右にあるごみ箱アイコンをクリックしま
す。

31.2.3. Pandora FMS におけるタグ (>=5.0)
モジュールへのアクセスは、タグシステムで設定することができます。システムで設定されたタグは 、
選択したモジュールに割り当てられます。これにより、ユーザアクセスを特定のタグを持ったモ
ジュールに限定できます。
タグによるアクセス制御はグループのそれを置き換えるものではありません。補完する
ものです。

タグは、システム管理 > モジュール管理 (Manage Modules) > タグ管理(Manage Tags) で管理でき
ます。

31.2.3.1. タグの追加
タグを追加するには、システム管理 > モジュール管理(Manage Modules) > タグ管理(Manae Tags)
へ行き、"タグの作成(Create Tags)" をクリックします。
次のフォームが表示されます。
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各フィールドは次の通りです。
•
•
•
•
•

名前(Name): タグの名前
説明(Description): タグの説明
URL: タグの追加情報のための外部リンク
Email: タグに関連付けられたアラートで使われるメールアドレス
電話(Phone): タグに関連付けられたアラートで使われる電話番号

フォームを入力したら、"作成(Create)" をクリックします。
31.2.3.2. タグの編集
タグを編集するには、システム管理 > モジュール管理 (Manage Modules) > タグ管理 (Manage
Tags) へ行き、編集したいタグの名前をクリックするか、アクションカラムの編集アイコンをクリックし
ます。

31.2.3.3. タグの削除
タグを削除するには、システム管理 > モジュール管理 (Manage Modules) > タグ管理 (Manage
Tags) へ行き、アクションカラムの赤い×印をクリックします。

749

プロファイル、ユーザ、グループおよび

ACL

31.2.4. Pandora FMS のユーザ
Pandora FMS で利用するプロファイルとグループを定義したら、次はユーザの定義です。

ユーザは、システム管理メニューの ユーザ管理 (Manage users) で管理します。ここでは、定義済
ユーザの一覧および作成したプロファイルが表示されます。

31.2.4.1. ユーザの追加
ユーザを追加するには、システム管理メニューの ユーザ管理 (Manage users) へ行き、"ユーザの
作成(Create User)" をクリックします。
次のようなフォームが表示されます。

それぞれのフィールドは次の通りです。
• ユーザ ID(User ID): アプリケーションにログインするユーザの ID です。
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•
•
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表示名(Full Display Name): フルネームの入力フィールドです。
名(First Name): 名前を入力するフィールドです。
性(Last Name): 名字を入力するフィールドです。
パスワード(Password): パスワードを入力するフィールドです。
パスワード確認(Password confirmation): 確認のためにもう一度パスワードを入力する
ためのフィールドです。
全体プロファイル(Global Profile): 管理者か通常のユーザかを選択します。管理者には、
割り当てたグループに対するすべての権限が与えられます。通常のユーザには、割り当て
られたプロファイルで定義された権限が与えられます。
メールアドレス(E-mail): ユーザのメールアドレスを入力するフィールドです。
電話番号(Phone Number): ユーザの電話番号を入力するフィールドです。
コメント(Comments): ユーザのコメントを入力するフィールドです。

フォームを入力したら、 "作成(Create)" をクリックします。作成したユーザが有効になり、ユーザが
アクセスできるグループおよび、プロファイルを設定する画面が表示されます。

ユーザが必要なグループにアクセスできるようにします。プロファイルとグループを選択し、青い +
記号をクリックします。
バージョン 5.0 からは、ユーザのプロファイル、グループに加え、タグがついたモジュールのみに
アクセスを限定するためのタグを設定することができます。タグが割り当てられてない場合は、対象
のグループのエージェントの全モジュールにアクセスできます。
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グループへのアクセス権を削除したい場合は、右側のごみ箱アイコンをクリックすると削除されま
す。

31.2.4.2. 自分自身のユーザ編集
管理者権限のユーザの場合、操作メニューの ユーザ参照 (View Users) -> ユーザ情報編集(Edit
my User) でいくつかの設定パラメータを編集することができます。
いくつかのフォームが表示されます。ここでは、グループのアクセス権以外のすべてを編集可能で
す。

管理者権限が無い場合は、次のようなページが表示されます。
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31.2.4.3. 管理者によるユーザ編集
権限およびグループを含んだユーザの編集をしたい場合は、システム管理メニューの ユーザ管
理(Manage users) へ行き、ユーザ名をクリックするか鍵アイコンをクリックします。

31.2.4.4. ユーザの削除
ユーザを完全に削除するには、システム管理メニューの ユーザ管理 (Manage users) へ行き、ユー
ザ名の右にあるごみ箱アイコンをクリックします。

31.3. "すべて" グループ
Pandora FMS には、エージェントを分類し権限を分けるするためのグループの仕組みがあります。

これにより、ユーザに対して、一つまたはいくつかのグループの権限を与えることができます。その
範囲において、エージェントを参照したり操作したりできます。
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グループの割り当ておよびフィルタリングを簡単にするために、 "全て(All)" というグループがありま
す。"全て(All)" グループは、すべてのグループを意味しています。バージョン 3.1 でこの実装が変
更されました。
バージョン 3.0 では、 "全て(All)" グループは、データベース内に定義された特別なグループ で
ID 1 が割り当てられています。これはこのグループの予約番号です。そのため、グループ一覧を
表示する時に、コンソールでは ID 1 のグループは例外として扱われ、このグループは時々省略さ
れます。
バージョン 3.1 では、"全て(All)" グループは、データベースから無くなり、ID 1 は通常のグループ
で使えるようになりました。現在、 "全て(All)" グループに割り当てられている ID は 0 です。そして、
完全にプログラムで制御されていおり、以前のように通常のグループとしては存在しないという点
で異なります。単純に、 0 グループの対象は、あるグループがデータベースから削除されるかどう
かには影響されず、存在する全てのグループが関連づけられます。
あるグループからエージェントを外しても、問題はありません。エージェントは一つのみのグループ
に属します。例えば、ユーザに関連付けられ ている一つもしくは複数のグループを展開したとき、
グループに所属するユーザを一覧すると、すべてのグループ (グループ 0) に所属しているユー
ザも一覧に表示されます。また、ある一ユーザのグループを表示した場合、ユーザが "全て(All)"
グループ (グループ 0) に所属していれば、全てのグループが表示されます。

31.4. エンタープライズ ACL システム
オープンソースの ACL モデルは、ロール /アクション /グループ/ユーザ (4 要素) の "UNIX スタイ
ル" を元にしています。
バージョン 3.1 で実装された新たなシステムでは、ユーザが (一つ一つもしくはグループごとに ) ど
のページにアクセスできるかプロファイルごとに定義することができます。例えば、ユーザに " グ
ループ" 表示および "エージェント詳細 " のみを見せて、"アラート参照 " や "モニタリング概要 " は
見せないといったことができます。 Pandora FMS のこれまでの ACL システムでは、これらはすべて
"AR" (エージェント参照権限) に設定されていました。
これは、ページごとに管理権限を制限することもできます。特定の低レベル操作を許可するのにた
いへん便利です。
両方のモデルは、 " 独立 " しており互換性があります。これはエンタープライズ版のみの機能で
す。;-) これまでの ACL システムも無くなるわけではなく、現在も提供されており、 Pandora FMS の
とても簡単な ACL システムです。
新たな ACL システムを利用するためには、最初に設定で有効にする必要があります。このオプ
ションは、エンタープライズ版でのみ表示されます。
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エンタープライズ ACL ルールの有効化
エンタープライズ版の ACL システムを利用するには、システム管理メニューの 設定(Setup) にて、
エンタープライズ版の ACL オプションへ行きます。その画面で、新たな ACL システムに新たなア
イテムを追加することができ、プロファイルにより定義されたアイテムを参照することができます。ま
た、エンタープライズ版 ACL システムからアイテムを削除することもできます。

いくつかのエンタープライズ ACL ルール一覧
エンタープライズ版 ACL システムを有効にすると、エンタープライズ版 ACL システムで定義された
全てのページ、全てのグループのアクセスが (管理者でさえも !) 制限されます。管理者ユーザの
場合は、エンタープライズ版 ACL システムにページを含めないでください。そうでないと何も参照
できなくなってしまいます。
実行ユーザで間違ったエンタープライズ版 ACL 設定をしてしまい、コンソールへのア
クセスが出来なくなってしまわないよう、十分注意してください。

エンタープライズ版 ACL システムを無効にするには、コマンドラインから次のコマンドを実行します。

/usr/share/pandora_server/util/pandora_manage.pl /etc/pandora_server.conf
--disable_eacl

"ページごと "、"全セクション"、また任意のルールを設定したり、メニューからアクセスできない "カ
スタムページ" を追加できます。

プロファイルにページを追加するには、 ウィザード ( デフォルト ) または、カスタム設定 の 2 つの
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モードがあります。ルールを追加するボタンの上に、このモードを変更するボタンがあります。

31.4.1. ウィザード
ウィザードでは、メニューからセクションとページを選択します。
選択ページは、メニューからアクセス可能です。ページにアクセスを許可すると、他の
方法でもアクセス可能です(たとえば、エージェントのメインビュー)。カスタムエディタを
使用する必要があります。

Pandora FMS ページを "許可ページ" に含めるためには、acl を適用するプロファイルを選択する
必要があります。そして、 "セクション" の制御からセクションを選択します。このとき、どのようなセク
ションページも、"ページ" 制御から選択できます。

他にはセクションの選択と、"ページ" の "すべて" を設定するオプションがあります。これは、選択
したプロファイルで、 "すべて " を見られるようにします。ちょうどエンタープライズ ACL システムを
使っていないような状態になるプロファイルです。同様に、 "すべて(All)" を両方の制御で選択する
と、"すべて(all)" の "すべて(all)" ということになり、エンタープライズ ACL システムが無いのと同じ
ような状態になります。
{{warning|メニューにセクションを表示するには、少なくともユーザがそのセクションの最初のペー
ジにアクセスできる必要がありま す。たとえば、 "モニタリング(Monitoring)" を表示するには、"モニ
タリング概要(Tactical View)" ページにアクセスできる必要があります。

31.4.2. カスタム設定
メニューからアクセスできない単一のページを設定するには、 sec2 を手動で定義します。そのため
には、sec2 パラメータをコピーするために該当ページにアクセスします。
たとえば、エージェントのメインビューを追加したい場合、エージェントの表示画面に行きます 。
URL は次のようになっています。
http://localhost/pandora/index.php?
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sec=estado&sec2=operation/agentes/ver_agente&id_agente=7702

ここで、sec2 パラメータ (operation/agentes/ver_agente) をテキストボックスに入力します。

31.4.3. セキュリティ
メニューに表示されないページは、ユーザが URL を手動で入力したとしても利用することができま
せん。従来の Pandora FMS ACL システムでアクセス許可されていないページも、エンタープライ
ズ ACL システムでもアクセスできません (従来の ACL システム上で動いているためです )。以下に
いくつかのフィルタの例を示します。

また、URL を手動で編集された場合を考慮して、ページがセクションに属しているかどうかをチェッ
クする制御があります。このチェックは、パフォーマンスを確保するた めに、カスタムエディタで追
加されたページへアクセスする場合と、ユーザが全ページにアクセスできる場合は実施されませ
ん。

31.5. ワークスペース
31.5.1. チャット
このツールで、コンソールに接続している他の pandora ユーザとリアルタイムでチャットができます。
オペレータや管理者間でサービスについて情報を共有するのに便利です。

31.5.2. 接続ユーザ
この拡張は Pandora FMS コンソールに接続している自分自身以外の他のユーザを表示します。
異なるユーザが接続できる Pandora FMS コンソールでは重要な機能です。

757

ワークスペース
参照するには、操作(Operation) > 拡張(Extensions) > 接続ユーザ(Users connected) へ行きます。

31.5.3. メッセージ
Pandora FMS には、各ユーザ間でメッセージを送ることができるツールがあります。

31.5.3.1. メッセージの参照
メッセージが届いている場合、コンソールの上の部分にアイコン (封筒) が表示されます。

メッセージは、操作メニューの メッセージ(Messages) で参照することができます。

メッセージ一覧の封筒アイコンをクリックすることにより、メッセージを読むことができます。
"返信(Reply)" をクリックすると、返事を送れます。
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返事を作成したら、"メッセージを送信する(Send Message)" をクリックすると送信されます。
メッセージの送信

メッセージを 送信 するには、操作メニューの メッセージ (Messages) -> 新規メッセージ (New
Message) へ行きます。

メッセージを書いたら、"メッセージを送信する(Send Message)" をクリックして送信します。
メッセージの削除

メッセージを削除するには、操作メニューの ワークスペース (Workspace) > メッセージ (Messages)
へ行き、メッセージの右にあるごみ箱アイコンをクリックします。

31.6. インシデント
システム監視では、 システムやアプリケーションを監視するためにデータを受信したり処理したり
するだけでなく、 システムで発生し得るインシデントを監視する必要があります。
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そのために、 Pandora FMS にはインシデント管理機能があり、誰もが、何が起きたのかを説明する
ためにインシデントを 起票でき、また、何かあればコメントやファイルを添付してインシデントを更
新できます。
また、インシデントをあるグループから別のグループに移動させたり、別のグループのメンバーや
(同じグループの ?)別の人々が同じインシデントで情報やファイルを共有しながら作業ができるの
で、 異なるロールやワークフローシステムを持つチームの間で、連携することができます。

31.6.1. 全てのインシデントを見る
全てのインシデントを見るには、操作メニューの インシデント管理 (Manage Incidensts) にアクセス
します。

ここでは、全てのインシデントが更新日順に表示されます。
ID

インシデントの識別子です。
状態(State)
インシデントの状態が以下のアイコンで表示されます:

インシデント名(Incident name)
インシデントの名前です。
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優先度(Priority)
インシデントに割り当てられた優先度が以下のアイコンで表示されます:

グループ(Group)
インシデントを割り当てられたグループを定義します。ひとつのインシデントはひとつのグループに
しか割り当てられません。
更新(Updated)
インシデントの最終更新時刻です。
発生元(Origin)
インシデントの発生元。データベースに登録されているリストから選択されます。リストは固定で定
義済ですが、データベースの管理者により変更することができます。
所有者(Owner)
現在インシデントが割り当てられているユーザー。インシデントの所有者は変更できるので、インシ
デントの作成者と混同しないよう注意して下 さい。所有者はいつでも別のユーザーにインシデント
を割り当てることができます。所有者以外のユーザーも、インシデントが関連づけられているグ
ループに所 属している場合は、同様にインシデントの割り当てを変更することができます。

31.6.2. インシデントの追跡
個々のインシデントを見るには、インシデントの ID か名前をクリックします。

インシデントは 3 つのセクションからなる画面に表示されます:
• インシデントデータ
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ここにはインシデントの基本データが表示されます。
次の各フィールドは更新できます: インシデント、所有者、状態、発生元、グループ、優先度、説明
変更を行ったら、"更新(Update incident)" をクリックします。
• ユーザーのコメント

ここにはインシデントに関わったユーザーからのコメントが表示されます。
コメントを追加するには、 Insert Note をクリックします。クリックすると追記用のテキストエリアが表示
されます。コメントを書いたら 追加(Add) をクリックして下さい。
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インシデントの閲覧権限を持ったユーザーであれば、誰でもコメントを追記することができます。削
除はインシデントかコメントの所有者のみが行えます。
• 添付されたファイル

ここにはユーザーにより添付されたファイルが表示されます。
ファイルを追加するには、" Add file". をクリックします。

2 つのフィールドが表示されます。添付するファイルを選択し、もし必要なら 説明を記載します 。
Upload をクリックするとファイルのアップロードが始まります。

ファイルを見るにはファイル名をクリックします。
インシデントの閲覧権限をもったユーザであれば、誰もがファイルを追加できます。ファイルの削除
はインシデントかファイルの所有者のみが行えます。

31.6.3. インシデントの検索
インシデントの検索のために複数のフィールドを組み合わせることが できます。
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以下のフィールドで絞り込みができます:
• インシデントの状態による絞り込み . 次のいずれかの条件で、インシデントの状態による絞り
込みができます:
• 全てのインシデント
• アクティブなインシデント
• 終了したインシデント
• 却下されたインシデント
• 期限切れのインシデント
• 優先度による絞り込み. 次のいずれかの条件で、インシデントの優先度による絞りこみがで
きます:
• 全ての優先度
• 優先度:情報
• 優先度:低
• 優先度:中
• 優先度:深刻
• 優先度: とても深刻
• メンテナンス
• ユーザーによる絞り込み: インシデントの所有者に対してユーザー名での絞り込みができま

す。
• 任意のテキスト: 任意のテキストを使った検索ができます。
• グループによる絞り込み. インシデントに関連付けられたグループによる絞り込みができま
す。

31.6.4. 新しいインシデントの作成
新しいインシデントを作成するには、操作>インシデント管理にアクセスし、「インシデントの作成」を
クリックします。

インシデント作成用のページが表示されます。
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31.6.5. インシデント所有者の変更
インシデントの所有者を変更するには、操作メニューの インシデント管理 (Manage Incidents) にア
クセスし、所有者になりたいインシデントの最後のカラムのチェックボックスにチェックを入れ、「所
有者になる(Become Owner)」をクリックします。

これで、この操作をしたユーザーがインシデントの所有者になります。

31.6.6. インシデントの削除
インシデントを削除するには、操作メニューの インシデント管理 (Manage Incidents) にアクセスし、
削除したいインシデントの最後のカラムのチェックボックスにチェックを入れ、「インシデントの削除
(Delete Incident)」をクリックします。

31.6.7. インシデントの統計
操作メニューの インシデントの管理 (Manage Incident) -> 統計(Statistic) にアクセスすると、5 種類
の統計グラフを見ることができます:
• 状態別のインシデント数
• 優先度別インシデント数
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• 所有者毎のアクティブなインシデント数
• グループ別インシデント数
• ソース別インシデント数

31.6.8. 自動生成されるインシデント (自動検出サーバ)
自動検出サーバによってネットワーク上に新たなシステムを検出したときに生成されたイベントを
元に、インシデントを自動生成する実装があります。こ のインシデントは通常のインシデントと同様
に、操作メニューの インシデント管理(Managing Incidents) から参照できます。

31.7. インシデント管理 (Pandora FMS と Integria の統合)
Pandora FMS と Integria の統合により、これらのアプリケーションで情報を共有することができます。

最初に、 Pandora FMS と Integria の統合を有効にします。このパラメータ設定については、 設定
(Integria URL, API パスワードおよび、Integria インベントリ) を参照してください。
操作(Operation) > インシデント管理(Manage Incidents) へ行くと、Integria のインシデントが表示さ
れます。

インシデントは、Pandora FMS のインシデント(前に説明)と同じように表示されます。
Pandora FMS で作成されたインシデントは、Integria で見ることができます。
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(Pandora FMS と Integria の統合)

グループ、重要度、起票者、解決策、状態 (新規、未承諾、割り当て済など )、説明などの詳細を見
ることができます。

インシデントの起票者と対応者のコミュニケーションのためにワークユニットを追加することができま
す。公開されていれば、それにかかる時間を見ることもできます。
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(Pandora FMS と Integria の統合)

インシデントに関連するファイルのアップロードもできます。

最後に、ユーザのそれぞれのインシデント対応履歴を追うことができます。
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31.8. サーバ
サーバ詳細の参照は、Pandora FMS サーバの処理状況や遅延状態を知るのに利用します。以下
にサーバの状態を表示したスナップショットを示します。これは、操作メニューの Pandora サーバ
(Pandora Servers) から参照できます。

ここでは、いくつかの重要データを参照することができます。それぞれのカラムでは次の情報を参
照できます。
•
•
•
•

•
•

•

•

名前(Server name): 通常はシステムのホスト名です。
状態(State): 緑=正常、赤=停止中
種類(Kind of server): データサーバ、ネットワークサーバなど。
処理実行率(progressing bar): 該当の種類のサーバで全モジュールの何パーセントを処理
しているかを示します。この例では、自動検出 (recon)サーバ以外はすべて 100% になって
います。処理しているタスクが無ければ 0% になります。
モジュール : 該当種類の全モジュールのうち、いくつのモジュールがそのサーバによって
処理されているかを示します。
遅延 (Server Lag): 大きい方の時間は、モジュールが最後にデータを処理してから、次の
データを待っている経過時間を示します。この例では、 3000 近くのモジュールが処理を
待っており、10 分 13 秒の遅延があります。この表示は、多くのモジュールがある場合、この
例のように (10 分 13 秒の遅延) サーバの処理能力限界に達していないかを確認するのに
便利です。ネットワークサーバでは、全 1500 モジュールのうち 19 モジュールのみの遅延
(10 分) であり、こちらは大きな問題ではありません。
T/Q: サーバスレッド数および処理待ちに入っているモジュール数を示します。これらのパ
ラメータは、ロードの状態を示します。多くのモジュールが処理待ちのキューに入れられる
べきではありません。これは、データを処理するサーバのキャパシティを示します。
更新: サーバがデータを更新した時間が表示されます。それぞれのサーバには、稼働状態
を更新するキープアライブがあります。

31.9. バックアップ
この拡張では、データベースのバックアップとリストアを行えます。 システム管理(Administration)>
拡張(Extensions)> バックアップ(Backup) へ行きます。 バックアップをするには、バックアップの説
明を入力し、"作成(Create)" をクリックします。
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バックアップが実施されると、実行中アイコンと共にバックアップ一覧が表示されます。

バックアップが作成されたら、次の操作ができます。
• アイコンをクリックしてダウンロード

• アイコンをクリックしてのロールバック。

ロールバックは、以前のバックアップをリストアします。コンソール上の現在のデータをすべて破棄
し、ロールバック対象のデータを上書きします。
• アイコンをクリックして削除。

31.10. Cron ジョブ
(Enterprise 版のみ)
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この拡張は、Pandora FMS サーバから指定した時間にタスクを実行します。
操作(Operation)>拡張(Extensions)>Cron ジョブ(Cron jobs) へ行きます。

タスクを追加するには、次のフィールドに入力します。
• タスク(Task): 実行するタスクを選択します。
• カスタムレポートのメールでの送信(Send custom report by e-mail)
• カスタムスクリプトの実行(Execute custom script)
• Pandora データベースバックアップ(Backup Pandora database)
• カスタムレポートをディスクに保存(Save custom report to disk)
• スケジュール(Scheduled): タスクを実行する頻度を選択します。
• スケジュールなし(Not Scheduled): タスクは、指定した時間に一度だけ実行されます。

時間ごと(Hourly)
日次(Daily)
週次(Weekly)
月次(Monthly)
年次(Yearly)
• 最初の実行(First Execution): タスクを最初に実行する日時を選択するフィールドです。
指定した日時のあとは定期的に実行されます。
• パラメータ(Parameter): タスクのパラメータを指定するフィールドです。タスクに応じて変
更ができます。
• Pandora データベースバックアップ(Backup Pandora database): 説明です。
• カスタムレポートのメールでの送信 (Send custom report by e-mail): 送信レポートと
送信先アドレスです。
• カスタムスクリプトの実行(Execute custom script): 実行するスクリプトです。
• カスタムレポートをディスクに保存 (Save custom report to disk): 保存するレポートと
保存先です。
•
•
•
•
•
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全て入力したら作成をクリックします。タスクが予定タスク一覧に表示されます。

タスクを作成したら、タスクの左にある緑の丸いアイコンをクリックすることにより、強制実行すること
ができます。また、右側の赤い×印をクリックするとタスクを削除できます。

31.11. 計画停止時間
Pandora FMS には、計画停止を管理するシステムがあります。このシステムにより、指定した停止

時間にエージェントを無効にし、アラートを無効化することができます。 エージェントが無効になる
と、情報も収集しなくなり、停止期間中のエージェントのデータが無いため、レポート等にも反映さ
れなくなります。
計画停止を設定するには、エージェント管理 (Agent management) -> 計画停止(Downtimes) に行
き、作成(create) ボタンをクリックします。
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計画停止の作成を行うと、グループと開始時間の指定を行う必要があります。

最後に、計画停止対象としたいエージェントを指定します。
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計画停止のスケジュールが動作している時は、編集したり削除したりすることはできません。

計画停止期間が終了すると、再度修正したり削除したりできるようになります。

31.11.1. コンソール以外での停止時間管理
特定の時間にサービス停止を行う場合など、繰り返して設定したい場面もしばしばあります。例え
ば、毎週決まった時間にすべてのエージェントをすばやく正確に無効状態にしたいとします。この
ような操作を、コマンドラインから行う方法があります。
すべてのエージェントをすばやく有効にする方法は 2 つあります。
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1. Pandora 管理ツールの pandora_manage.pl をコマンドラインから次のように利用します。
./pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --enable_group 1
Pandora FMS Manage tool 3.1 PS100519 Copyright (c) 2010 Artica ST
This program is Free Software, licensed under the terms of GPL License v2
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
[*] Pandora FMS Enterprise module loaded.
[INFO] Enabling group 1

これにより、全てのエージェントが有効になります。無効にするには次のようにします。
./pandora_manage.pl /etc/pandora/pandora_server.conf --disable_group 1

2. もう一つの方法としては、MYSQL のインタフェースを通して、データを直接編集します。
echo "UPDATE tagente SET disabled = 1" | mysql -u pandora -ppassword pandora

"password" と書いている部分には、データベースのパスワードを指定してください。 SQL を使うと、

より細かな操作も可能です。例えば、エージェント名を指定するには次のようにします。
echo "UPDATE tagente SET disabled = 1 WHERE nombre LIKE '%_XXXX%'" | mysql -u
pandora -ppassword pandora

31.12. 監査ログ
Pandora FMS は、重要な全ての変更および操作をコンソールのログに記録します。このログは、管
理メニューの システム監査ログ(System Audit Log) から参照できます。
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31.12.1. システムログの参照
管理メニューの システム監査ログ(System Audit Log) からシステムのログを参照できます。

ログの一覧では、それぞれのログに次のカラムがあります。
•
•
•
•
•

ユーザ(User): ログを発生させたユーザ
アクション(Action): ログを発生させた操作
日付(Date): ログが発生した日時
ソース IP(Source IP): ログを発生させたアクセス元 IP アドレス)
コメント(Comments): ログのコメント

31.12.2. システムログのフィルタリング
システム管理メニューの システム監査ログ (System Audit Log) では、アクション(action) フィールド
でログをフィルタすることができます。
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フィルターには、それを実行した時点の全ての種類が表示されます。もし、 TESTING エージェント
を削除すると、"Agent TESTING Deleted" はフィルタされます。
以下の画像では、フィルタできるアクション例を見ることができます。

31.13. コンソールからのデータベース管理
Pandora FMS のコアはデータベースです。モニタして収集した全てのデータ、エージェントの設定、

アラート、イベント、監査データ、ユーザデータを保持しています。システムの全てのデータです。
このモジュールの効率性および信頼性は、 Pandora FMS が正しく動作するために必須のものです。
Pandora FMS データベースを正常状態に保つことは、 Pandora FMS が正常に動作するためには
重要なことです。
通常のデータベースのメンテナンスをするために、管理者は MySQL のコマンドをコマンドラインか
ら使える必要があり、MySQL の専門家無しにコンソールからデータベースを操作できるスキルが
必要です。
データベース管理は、システム管理メニューの DB メンテナンス(DB Maintenance) から行います。
ここには、次に示すオプションがあります。
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31.13.1. データベースからの情報取得
データベースを正しく管理するには、データベースにいつどんなデータが入るのかを良く理解す
ることはとても重要です。 Pandora FMS データベースからは、さまざまな種類のデータを取得する
ことができます。
31.13.1.1. 一版情報を取得
システム管理メニューの DB メンテナンス(DB Maintenance) をクリックすると、データベースの概要
が表示されます。このページでは、データを圧縮するタイミングと、システム内にデータが保持され
る期間が示されています。
圧縮は、重要な情報を失うことなく、保持するデータの量を減らします。その時間が来ると、全ての
データを保持するのではなく、グラフを描画するために処理したデータが保持されます。
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グラフの上にマウスカーソルを持っていくと、それぞれの部分の割合が表示されます。
31.13.1.2. エージェントおよびモジュールに関する情報の取得
モジュール数および Pandora FMS のそれぞれのエージェントからのデータの情報を見るには、シ
ステム管理メニューの DB メンテナンス (DB Maintenance) -> DB ステータス (DB Information) をク
リックします。
2 つの棒グラフが表示されます。一つは、エージェントのモジュール数で、もう一方はエージェント

からの情報パケット数です。
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グラフには、概要が表示されています。テキストでより詳細の情報を知りたい場合は、 "DB ステータ
スのテキストでの表示(Press here to get database information as text)" をクリックします。
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エージェント名、モジュール数、そのエージェントのデータ量をテキストで情報参照することができ
ます。一覧は、エージェントごとに分類されています。 Pandora FMS に設定されている全エージェ
ントが含まれます。
31.13.1.3. 日付ごとのデータに関する情報の取得
システム管理メニューの DB メンテナンス (DB Maintenance) -> 収集データ (Database Purge) で、
3 ヶ月間、1 ヶ月間、2 週間、1 週間、3 日間、1 日のパケット数を確認することができます。
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全てのエージェントもしくは、特定の一つのエージェントのデータを確認できます。
特定のエージェントのデータを確認するには、エージェントを選択します。すると、自動的にその
エージェントのデータが表示されます。

31.13.1.4. 監査ログのデータ取得
システム管理メニューの DB メンテナンス(DB Maintenance) -> 監査 DB(Detabase Audit) では、全
監査ログの数を参照することができます。また、開始日時と最新の日時もわかります。
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31.13.1.5. イベントのデータ取得
システム管理メニューの DB メンテナンス(DB Maintenance) -> イベント DB(Database Event) では、
全イベント数を確認することができます。また、開始日時と最新の日時も確認できます。

31.13.2. データベースの削除
Pandora FMS には、データを削除するツールがあります。システムが遅くなったり、モジュールに

削除したい不正なデータがあった場合に、日付を指定して実行します。
31.13.2.1. 日付によるエージェントデータの削除
日付によりエージェントデータを削除するには、システム管理メニューの DB メンテナンス (DB
Maintenance) -> 収集データ (Database Purge) をクリックし、削除したい範囲を選択し、 " 削除
(delete)" ボタンをクリックします。

3 ヶ月、1 ヶ月、2 週間、1 週間、3 日、1 日より古いデータの削除ができます。削除にかかる時間は、
783

コンソールからのデータベース管理
保持されているデータ量に依存します。
31.13.2.2. モジュールの特定データの削除
不正なデータを持つモジュールを見つけた場合は、システム管理メニューの DB メンテナンス(DB
Maintenance) -> DB のデバッグ(Database Debug) にて修正することができます。
エージェントとモジュールを選択し、最大および最小値を修正し、"削除(Delete)" をクリックします。

最大と最小の範囲外の全てのデータが削除されます。
31.13.2.3. 監査データの削除
監査データを削除するには、システム管理メニューの DB メンテナンス (DB Maintenance) -> 監査
DB(Database Audit) をクリックします。削除したい範囲を選択し、"実行(Do it)" をクリックします。

90 日、30 日、14 日、7 日、3 日より古いデータもしくは、全てのデータを削除できます。削除にかか

る時間は、保持されているデータ量に依存します。
31.13.2.4. イベントデータの削除
イベントデータを削除するには、システム管理メニューの DB メンテナンス (DB Maintenance) -> イ
ベント DB(Database Event) をクリックします。
削除したい範囲を選択し、"実行(Do it)" をクリックします。
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90 日、30 日、14 日、7 日、3 日より古いデータもしくは、全てのデータを削除できます。削除にかか

る時間は、保持されているデータ量に依存します。

31.13.3. データベースメンテナンス
Pandora FMS の基盤は、外部メンテナンスを必要としません。しかし、古いデータの削除および圧

縮、エージェントに定義されていながらデータを受信していない使われてい ないモジュールの削
除はとても重要です。この処理には、 Pandora FMS の内部スクリプトを利用します。これは、データ
ベースの (日次の) 通常メンテナンスを実行します。より詳細は、サーバ管理の章を参照してくださ
い。
それ以外にも、次に示すように、上記のような処理の一部をコンソールから実行することができま
す。

これらの処理を実行するには、システム管理メニューの DB メンテナンス (DB Maintenance) ->
データベースの健全性(Database Sanity) をクリックします。
31.13.3.1. 健全性
このツールでは、モジュールの健全性を保ったり、 Pandora FMS の処理速度を低下させるような中
途半端な状態の設定を削除したりすることができます。
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31.13.3.2. 未初期化モジュールの削除
何度もモジュールが作成され、エージェントに割り当てられても、データを受信しないと未初期化
状態となります。未初期化モジュールは時々削除することをお勧めします。
コ ン ソ ー ル か ら こ の 処 理 を 実 行 す る に は 、 シ ス テ ム 管 理 メ ニ ュ ー の DB メ ン テ ナ ン ス (DB
Maintenance) -> データベースの健全性 (Database Sanity) で、 " 今すぐ未初期化モジュールを削
除(Delete non-initialized modules now)" をクリックします。

これらの 2 つの操作は、サーバ管理の章で説明しているデータベースメンテナンスツールによっ
て自動的に実行されるということも理解しておいてください。

31.13.4. DB インタフェース
ここでは、データベースのコマンド実行およびその結果を見ることができます。 SQL および、詳細
な Pandora データベースの構造を知っている方向けの拡張ツールです。
このツールの利用方法を間違えると、データの消失やアプリケーションが動作しなくな
ることがあります。

システム管理(Administration)>拡張(Extensions)>DB インタフェース(DB interface) へ行きます。

コマンドを入力して、SQL の実行(Execute SQL) をクリックします。
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31.14. プラグイン登録
拡張では、簡単にプラグインを追加することができます。 それには、システム管理メニューの 拡張
(Extensions) -> プラグインの登録(Plugin register) へ行きます。

プラグインを登録するには、ファイルを選択し、"アップロード(Upload)" をクリックします。
サーバプラグインについての詳細は、開発および拡張の章に示します。

31.15. データの挿入
この拡張では、カンマで区切ったファイル (CSV)でデータをエージェントモジュールに入れることが
できます。システム管理 (Administration) > モニタリング管理 (Manage monitoring) > データの挿
入(Insert Data) にアクセスします。

CSV ファイルは、各行が 値;日時 でなければいけません。日時は、Y/m/d H:i:s フォーマットです。

以下に例を示します。
2011/08/06 12:20:00;77.0
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2011/08/06 12:20:50;66.8

31.16. CSV のインポート
拡張では、Pandora FMS サーバに分割されたファイルのインポートをすることができます。
それには、システム管理メニューの 拡張 (Extensions) -> CSV のインポート(CSV import) へ行きま
す。

インポートするファイルを選択し、エクスポートしたサーバの選択および、区切りを選択します。
フィールドの入力が完了したら、"実行(Go)" をクリックします。
CSV ファイルは、次に示すフィールドをその順番で含んでいる必要があります : エージェント名 , IP
アドレス, OS ID, エージェントが属するグループ ID

31.17. リソース登録
この拡張により、ネットワークコンポーネント、 snmp コンポーネント、ローカルコンポーネントや
wmi コンポーネントの定義を .prt ファイルでインポートすることができます。また、これらのコンポー
ネント (ローカルコンポーネント以外) をテンプレートに追加することができます。
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31.17.1. .prt ファイル定義
<?xml version="1.0"?>
<pandora_export version="1.0" date="yyyy-mm-dd" time="hh:mm">
<component>
<name></name>
<description></description>
<module_source></module_source>
<id_os></id_os>
<os_version></os_version>
<data></data>
<type></type>
<max></max>
<min></min>
<max_cri></max_cri>
<min_cri></min_cri>
<max_war></max_war>
<min_war></min_war>
<historical_data></historical_data>
<ff_treshold></ff_treshold>
<module_interval></module_interval>
<id_module_group></id_module_group>
<group></group>
<tcp_port></tcp_port>
<tcp_send></tcp_send>
<tcp_rcv_text></tcp_rcv_text>
<snmp_community></snmp_community>
<snmp_oid></snmp_oid>
<snmp_version></snmp_version>
<auth_user></auth_user>
<auth_password></auth_password>
<privacy_method></privacy_method>
<privacy_pass></privacy_pass>
<auth_method></auth_method>
<security_level></security_level>
<plugin></plugin>
<plugin_username></plugin_username>
<plugin_password></plugin_password>
<plugin_parameters></plugin_parameters>
<wmi_query></wmi_query>
<key_string></key_string>
<field_number></field_number>
<namespace></namespace>
<wmi_user></wmi_user>
<wmi_password></wmi_password>
<max_timeout></max_timeout>
<post_process></post_process>
</component>
<component>...</component>
<component>...</component>
<template>
<name></name>
<description></description>
</template>
</pandora_export>
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31.18. 翻訳設定
システム管理メニューにあるこの拡張では、Pandora FMS インタフェースの文字列を個別に翻訳で
きます。

以下に入力フィールドを示します。
• 言語(Language): 言語によって文字列をフィルタリングします。
• 文字列検索(Free text for search (*): 個別調整する文字列。
3 つの絡むが表示されます。一つ目はオリジナルの文字列、 2 つ目は現在の翻訳文字列、そして
3 つ目はカスタマイズしたい内容です。
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32 コンソールの設定
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32.1. 概要
コンソール設定では、 Pandora FMS コンソールのパラメータの調整ができます。いくつかの共通の
パラメータは、 Pandora FMS サーバを含めたアプリケーション全体に関わるもので、パフォーマン
スにも影響します。
システム管理 (Administration) > 設定(Setup) から、Pandora FMS のいくつかのオプションを設定
することができます。以下に詳細を説明します。

32.2. 設定
コンソールのパラメータ設定ページへは、システム管理メニューの 設定 (Setup) から行くことができ
ます。
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次の画面が表示されます。
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32.2.1. 一般
Pandora の言語(Language code for Pandora)

コンソールの言語を選択できます。
リモート設定ディレクトリ(Remote config directory)
エージェントのリモート設定を保持するディレクトリを指定します。デフォルトは 、
/var/spool/pandora/data_in です。これは、 Pandora FMS エンタープライズ版でのみ利用します。
自動ログイン (hash) パスワード
ハッシュを作成し、 URL を通して自動認証を行えるようにするためのパスワードを定義します。これ
は、他の Web アプリケーションから、 Pandora へユーザ名とユーザ名を元に生成したハッシュを
使ってアクセスするために使います。このパスワードにより、パスワードを入力することなく Pandora
FMS へ の 自 動 認 証 を す る こ と が で き ま す 。 こ の 設 定 例 は 、 Pandora FMS コ ン ソ ー ル の
/extras/sample_login.php を参照してください。
タイムスタンプ表示(Timestamp or time comparison)
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どちらの日時表示を利用するかを選択します。 "経過時間表示(Comparation in rollover)" を選択
すると、データベースに記録された日時からどれだけ経過しているかを表示し、 " 日時表示
(Timestamp in rollover)" を選択すると、システムのタイムスタンプを表示します。
日時データソース(Time source)
日時データをデータベースもしくはシステムのどちらから取得するかを選択します。データベース
がコンソールと異なるマシンで動作している場合は、データベースを選択します。
自動アップデートチェック(Automatic check for updates)
オープンアップデートマネージャで、自動的にアップデートチェックを行うかどうかを設定します。こ
れを設定すると、毎時 Pandora FMS の更新サイト (Artica ST) へ接続し、Pandora FMS の利用情
報 (エージェントの数) を送信するようになります。
https の利用(Enforce https)

アクセスアドレスを強制的に https にするかどうかを設定します。これを設定した場合、 Pandora
FMS で利用する Web サーバで https を有効にする必要があります。Apache で https を有効にし
ない状態でこの設定を有効にすると、コンソールにアクセスできなくなります。その場合は、次のよ
うに MySQL のデータベースを操作してこの設定を無効にする必要があります。
update tconfig

set `value` = 0 WHERE `token` = 'https';

添付ファイルの保存場所(Attachment store)
Pandora FMS でテンポラリとして利用する添付ファイルディレクトリを指定します。このディレクトリは 、

インシデントの添付データ置き場として利用されます。デフォルト では、
/var/www/pandora_console/attachment です。ウェブサーバから 書き込みできるパーミッション
である必要があります。マップの画像ファイルやその他一時ファイルもここに生成されます。
API アクセスを許可する IP アドレスリスト (List of IP with access to the API)

これは、Pandora FMS ウェブサービス API および、RSS フィードやスクリーンセーバーなどの、その
他機能へのアクセスを許可する、 1 行に 1 つを記載する IP アドレスのリストです (FQDN ではありま
せん )。ワイルドカードとして "*" を利用できます。任意の IP アドレスを許可する場合は、 "*" を設
定します。サブネット 125.56.24 からのアクセスを許可するのであれば 125.56.24.* を設定します。
API パスワード(API password)
Pandora API アクセスのための認証方法です。詳細は、 Pandora FMS 外部 API を参照してくださ

い。
Pandora コンソールで GIS 機能を有効にする(Enable GIS features in Pandora Console)
Pandora FMS コンソールで GIS 機能を有効・無効化します。詳細は、 GIS コンソールを参照してく

ださい。
Pandora コンソールで Integria インシデントを有効にする (Enable Integria incidents in
Pandora Console)

インシデントシステムを Integria と同期します。有効にすると、 Integria 用の新たな 2 つのフィール
ドが表示されます。
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Netflow を有効にする(Enable Netflow)
Netflow を有効化/無効化します。

タイムゾーン設定(Timezone setup)
Pandora コンソールのタイムゾーンを設定します。

アラートが発生した時の音(Sound for Alert fired)
アラートが発生した時の音を選択できます。
障害時の音(Sound for Monitor critical)
モジュールが障害状態になった時の音を選択できます。
警告時の音(Sound for Monitor warning)
モジュールが警告状態になった時の音を選択できます。
ライセンス情報(Licence information)
Enterprise 版のライセンスキーまたはオープンソース。

リファラーセキュリティ(Referer security)
これを有効にすると、 Pandora FMS の url および不正なリンクで遷移したかどうかをチェックします。
デフォルトでは無効です。セキュリティで重要なのは次の項目です。
• DB 管理の拡張
• ユーザ設定
• 自動検出スクリプトの設定

イベントストーム保護(Event storm protection)
"はい"に設定するとイベントやアラートが生成されません。ただし、エージェントのデータ受信は継

続します。
コマンドスナップショット(Command Snapshot)
文字列モジュールで複数行のものが、コマンド出力として表示されます。

32.2.2. Enterprise
以下に、Enterprise 版の場合に設定可能なフィールドについて示します。
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SNMP トラップのエージェント ( 存在する場合 ) への転送 (Forward SNMP traps to agent (if
exit))

このオプションを設定すると、受け取ったトラップを、発信元の IP アドレスと同じエージェントに関
連付けされた Pandora のモジュールへ転送することができます。(エンタープライズ版のみ)
エンタープライズ ACL システムの利用(Use Enterprise ACL System)
通常の ACL システムよりも柔軟な、エンタープライズ ACL システムを有効にします。詳細は、エン
タープライズ ACL システムを参照してください。
メタコンソールの有効化(Activate Metaconsole)
Pandora コンソールでメタコンソール機能を有効・無効化します。詳細は、メタコンソールを参照し

てください。
コレクションサイズ(Size of collection)
最大コレクションサイズを設定します。詳細は、コレクション を参照してください。

32.2.3. パスワードポリシー
32.2.3.1. 概要
パスワードポリシーは、 Pandora FMS Enterprise 版 バージョン 5.0 から利用できます。これは、
Pandora ユーザパスワードを生成するときに適用されるルールのグループです。このポリシーは、
通常のユーザおよび管理者ユーザに適用することができます。
32.2.3.2. 設定
パスワードポリシーを有効にするには、管理者権限が必要です。システム管理 (Administration) >
設定(Setup) で設定します。そこに "Enterprise パスワードポリシー" のメニューがあります。
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設定パラメータは次の通りです。
• パスワードポリシーの有効化 (Enable password policy): パスワードポリシーを有効化 /
•
•
•
•
•

無効化します。デフォルトでは無効化されています。
最小パスワードサイズ(Min. size password): パスワードの最小の長さです。デフォルトで
は 4 文字です。
パスワードには数値を含む必要があります (Password must have numbers): パスワー
ドに数字を含む必要があるかです。デフォルトでは無効化されています。
パスワードには記号を含む必要があります(Password must have symbols): パスワード
に記号を含む必要があるかです。デフォルトでは無効化されています。
パスワードの期限切れ (Password expiration): パスワードが期限切れになるまでの期間
です。デフォルトでは 0 です(期限切れになりません)。
初回ログイン時にパスワードを変更する (Force change password on first login): ユー
ザ作成後、初回ログイン時にパスワードを変更します。デフォルトでは無効化されています。

• ログインに失敗するとユーザをブロックします (User blocked if login fails): 最大失敗回
数パスワードを間違えた場合に、ユーザをブロックする時間 (分)です。デフォルトは 5 分で
•
•
•
•

す。
ログイン失敗回数(Number of failed login attempts): ログイン失敗許容回数です。デ
フォルトは 5 回です。
管理者ユーザへパスワードポリシーを適用 (Apply password policy to admin users):
管理者ユーザにもパスワードポリシーを適用します。デフォルトでは無効化されています。
パスワード履歴の有効化 (Enable password history): パスワード履歴の有効化 /無効化
です。デフォルトでは無効化されています。
以前のパスワードとの比較(Compare previous password): パスワード変更時にいくつ
前のパスワードと同じものを受け入れないかの設定です。デフォルトは 3 です。
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ログ収集

パラメータは次の通りです。
ログ保存ディレクトリ(Log storage directory)
ログデータを保存するディレクトリです。
ログ保存期間(Log max lifetime)
ログファイルを保存する期間です。

32.2.4. ヒストリデータベース
ここでは、Pandora FMS のヒストリデータベース機能を有効にします。この機能では、古いデータを
補助データベースへ保存することができます。これにより、最新のデータへのアクセスを高速化で
きます。

フィールドの詳細を以下に示します。
• ヒストリデータベースの有効化(Enable history databese): ヒストリデータベースの機能を

使うようにします。
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• ホスト(Host): ヒストリデータベースのあるホスト名です。
• ポート(Port): ヒストリデータベースの接続ポート。
• データベース名(Database name): ヒストリデータベース名。
• データベースユーザ(Database user): ヒストリデータベースのユーザ。
• データベースパスワード(Database password): ヒストリデータベースのパスワード。
• 日(Days): ヒストリデータベースに転送される前に、メインのデータベースに保存される最

大日数。
• ステップ(Step): ヒストリデータベースへのデータ転送データバッファの大きさ (アイテム数 )。

数が小さいとデータ転送は遅くなりますが、メインのデータベースのパフォーマンス低下は
抑えられます。おすすめは 1000 です。
• 遅延(Delay): メインのデータベースとヒストリデータベースの間のデータブロック転送待ち
時間(秒単位)。おすすめは 2 です。

32.2.5. 認証
システム管理 (Administration) > 設定(Setup) > 認証(Authentication) から、認証の設定ページに
アクセスできます。
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認証方式を選択するページが表示されます。
次に示すオプションがあります。
•
•
•
•
•
•

アクティブディレクトリ(Active directory)
LDAP
Pandora FMS ローカル(Loca Pandora FMS)
リモート Babel Enterprise(Remote Babel Enterprise)
リモート Integria(Remote Integria)
リモート Pandora FMS(Remote Pandora FMS)

セキュリティのため、admin ユーザは、常に Pandora FMS ローカル認証を使ってく
ださい。

32.2.5.1. アクティブディレクトリ
このオプションをクリックすると次のような画面が表示されます。

設定パラメータは次の通りです。
リモートユーザの自動作成(Autocreate remote users)
リモートユーザの自動作成を有効化 /無効化します。このオプションで、アクティブディレクトリを
使ってログインしたユーザを自動的に作成できます。 有効にすると、ブロックされていなければ次
の 3 つのフィールドが現れます。
プロファイルの自動作成(Autocreate profile)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのプロファ
イルを指定できます。デフォルトのプロファイルは次の通りです。
• Chief Operator
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•
•
•
•

Group Coordinator
Operator (Read)
Operator (Write)
Pandora Administrator

全てのプロファイルは、システム管理 (Administration) > ユーザ管理(Manage Users) > プロファイ
ル管理(Manage profiles) で確認できます。
プロファイルグループの自動作成(Autocreate profile group)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのグルー
プを指定できます。デフォルトのグループは次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•
•

Servers
Firewalls
Databases
Network
Unknown
Workstations
Applications
Web

新たなグループの作成や既存のグループの確認は、システム管理 (Administration) > エージェン
ト管理(Manage Agents) > グループ管理(Manage Groups) から行えます。
ブラックリストの自動作成(Autocreate blacklist)
自動作成を許可しないユーザをカンマで区切ったリストです。
アクティブディレクトリサーバ(Active directory server)
アクティブディレクトリサーバのアドレスです。
アクティブディレクトリポート(Active directory port)
アクティブディレクトリサーバのポートです。
TLS の開始(Start TLS)

クライアントとサーバの間の通信で、 Transport Layer Security (TLS) プロトコルの利用を ON/OFF
します。
ドメイン(Domain)
利用するアクティブディレクトリドメインです。
32.2.5.2. LDAP
このオプションを選択すると、次のような画面が表示されます。
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各フィールドについて以下に説明します。
リモートユーザの自動作成(Autocreate remote users)
リモートユーザの自動作成を有効化/無効化します。このオプションで、LDAP を使ってログインし
たユーザを自動的に作成できます。 有効にすると、ブロックされていなければ次の 3 つのフィー
ルドが現れます。
プロファイルの自動作成(Autocreate profile)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのプロファ
イルを指定できます。デフォルトのプロファイルは次の通りです。
•
•
•
•
•

Chief Operator
Group Coordinator
Operator (Read)
Operator (Write)
Pandora Administrator

全てのプロファイルは、システム管理 (Administration) > ユーザ管理(Manage Users) > プロファイ
ル管理(Manage profiles) で確認できます。
プロファイルグループの自動作成(Autocreate profile group)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのグルー
プを指定できます。デフォルトのグループは次の通りです。
•
•
•
•
•
•

Servers
Firewalls
Databases
Network
Unknown
Workstations
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• Applications
• Web

新たなグループの作成や既存のグループの確認は、システム管理 (Administration) > エージェン
ト管理(Manage Agents) > グループ管理(Manage Groups) から行えます。
ブラックリストの自動作成(Autocreate blacklist)
自動作成を許可しないユーザをカンマで区切ったリストです。
LDAP サーバ(LDAP server)
LDAP サーバのアドレスです。
LDAP ポート(LDAP port)
LDAP サーバのポートです。
LDAP バージョン(LDAP version)
LDAP サーバのバージョンです。
TLS の開始(Start TLS)

クライアントとサーバの間の通信で、 Transport Layer Security (TLS) プロトコルの利用を ON/OFF
します。
ベース DN(Base DN)
LDAP サ ー バ で 利 用 す る Distinguised Name (DN) で す 。 例 え ば 次 の 通 り で す 。
ou=People,dc=edu,dc=example,dc=org

ログイン属性(Login attribute)
LDAP サーバの認証処理で利用するログイン属性です。例えば UID (User Identification Code) で

す。
32.2.5.3. Pandora FMS ローカル
このオプションを選択した場合は、追加の設定項目はありません。
Pandora FMS の内部データベースを使って認証をします。

32.2.5.4. リモート Babel Enterprise
このオプションを選択すると、次のような画面が表示されます。
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この画面のパラメータについて以下に説明します。
リモートユーザの自動作成(Autocreate remote users)
リモートユーザの自動作成を有効化 /無効化します。このオプションで、 Babel Enterprise データ
ベースを使ってログインしたユーザを自動的に作成できます。 有効にすると、ブロックされていな
ければ次の 3 つのフィールドが現れます。
プロファイルの自動作成(Autocreate profile)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのプロファ
イルを指定できます。デフォルトのプロファイルは次の通りです。
•
•
•
•
•

Chief Operator
Group Coordinator
Operator (Read)
Operator (Write)
Pandora Administrator

全てのプロファイルは、システム管理 (Administration) > ユーザ管理(Manage Users) > プロファイ
ル管理(Manage profiles) で確認できます。
プロファイルグループの自動作成(Autocreate profile group)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのグルー
プを指定できます。デフォルトのグループは次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•

Servers
Firewalls
Databases
Network
Unknown
Workstations
Applications
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• Web

新たなグループの作成や既存のグループの確認は、システム管理 (Administration) > エージェン
ト管理(Manage Agents) > グループ管理(Manage Groups) から行えます。
ブラックリストの自動作成(Autocreate blacklist)
自動作成を許可しないユーザをカンマで区切ったリストです。
Babel Enterprise ホスト(Babel Enterprise host)
Babel Enterprise サーバのアドレスです。
MySQL ポート(MySQL port)
Babel Enterprise データベースの MySQL ポートです。

データベース名(Database name)
Babel Enterprise のデータベース名です。

ユーザ(User)
Babel Enterprise のデータベースにアクセスするユーザです。

パスワード(Password)
Babel Enterprise のデータベースにアクセスするパスワードです。

32.2.5.5. リモート Integria
このオプションを選択すると、次のような画面が表示されます。

設定パラメータは次の通りです。
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リモートユーザの自動作成(Autocreate remote users)
リモートユーザの自動作成を有効化/無効化します。このオプションで、Integria IMS データベース
を使ってログインしたユーザを自動的に作成できます。 有効にすると、ブロックされていなければ
次の 3 つのフィールドが現れます。
'プロファイルの自動作成(Autocreate profile)

リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのプロファ
イルを指定できます。デフォルトのプロファイルは次の通りです。
•
•
•
•
•

Chief Operator
Group Coordinator
Operator (Read)
Operator (Write)
Pandora Administrator

全てのプロファイルは、システム管理 (Administration) > ユーザ管理(Manage Users) > プロファイ
ル管理(Manage profiles) で確認できます。
プロファイルグループの自動作成(Autocreate profile group)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのグルー
プを指定できます。デフォルトのグループは次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•
•

Servers
Firewalls
Databases
Network
Unknown
Workstations
Applications
Web

新たなグループの作成や既存のグループの確認は、システム管理 (Administration) > エージェン
ト管理(Manage Agents) > グループ管理(Manage Groups) から行えます。
ブラックリストの自動作成(Autocreate blacklist)
自動作成を許可しないユーザをカンマで区切ったリストです。
Integria ホスト(Integria host)
Integria のサーバアドレスです。
MySQL ポート(MySQL port)
Integria データベースの MySQL ポートです。

データベース名(Database name)
Integria のデータベース名です。

ユーザ(User)
Integria データベースにアクセスするユーザです。
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パスワード(Password)
Integria データベースにアクセスするパスワードです。

32.2.5.6. リモート Pandora FMS
このオプションを選択すると、次のような画面が表示されます。

設定パラメータは次の通りです。
リモートユーザの自動作成(Autocreate remote users)
リモートユーザの自動作成を有効化 /無効化します。このオプションで、リモートの Pandora FMS
データベースを使ってログインしたユーザを自動的に作成できます。 有効にすると、ブロックされ
ていなければ次の 3 つのフィールドが現れます。
プロファイルの自動作成(Autocreate profile)
リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのプロファ
イルを指定できます。デフォルトのプロファイルは次の通りです。
•
•
•
•
•

Chief Operator
Group Coordinator
Operator (Read)
Operator (Write)
Pandora Administrator

全てのプロファイルは、システム管理 (Administration) > ユーザ管理(Manage Users) > プロファイ
ル管理(Manage profiles) で確認できます。
プロファイルグループの自動作成(Autocreate profile group)
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リモートユーザの自動作成が有効な場合、このフィールドで自動的に作成されるユーザのグルー
プを指定できます。デフォルトのグループは次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•
•

Servers
Firewalls
Databases
Network
Unknown
Workstations
Applications
Web

新たなグループの作成や既存のグループの確認は、システム管理 (Administration) > エージェン
ト管理(Manage Agents) > グループ管理(Manage Groups) から行えます。
ブラックリストの自動作成(Autocreate blacklist)
自動作成を許可しないユーザをカンマで区切ったリストです。
Pandora FMS ホスト(Pandora FMS host)
Pandora FMS サーバのアドレスです。
MySQL ポート(MySQL port)
Pandora FMS データベースの MySQL ポートです。

データベース名(Database name)
Pandora FMS データベース名です。

ユーザ(User)
Pandora FMS データベースにアクセスするユーザです。

パスワード(Password)
Pandora FMS データベースにアクセスするパスワードです。

32.2.6. パフォーマンス
システム管理(Administration) > 設定(Setup) > パフォーマンス (Performance) から、パフォーマン
ス設定ページへアクセスできます。ここでは、 Pandora FMS コンソールに関する一般的なパラメー
タを設定できます。例えば、エージェントのグラフを見たいと思った場合のデータ保存期間などで
す。

809

設定

次のような画面が表示されます。
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それぞれのフィールドは次の通りです。
イベントデータ保持日数(Max. days before delete events)
イベントを保存する最大日数です。
トラップデータ保持日数(Max. days before delete traps)
トラップを保存する最大日数です。
監査イベントデータ保持日数(Max. days before delete audit events)
監査イベントを保存する最大日数です。
文字列データ保持日数(Max. days before delete string data)
文字列データを保存する最大日数です。
GIS データ保持日数(Max. days before delete GIS data)
GIS データを保存する最大日数です。

データ保持日数(Max. days before purge)
データを保存する最大日数です。このパラメータは、インベントリデータの最大保持日数としても
利用されます。
データ保持日数(丸め込みなし)(Max. days before compact data)
丸め込み無しでデータを保存する最大日数です。
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データ縮小時の丸め込み単位時間 (1 〜 20)(Compact interpolation in hours (1 Fine-20
bad))

これは、丸め込みを行う時間単位です。たとえば、 5 分間隔で実行されるモジュールは、 1 日に
288 個のデータを生成します。丸め込み間隔を 2 に設定すると、データは 2 時間ごとの平均にな
ります。結果、1 日 288 個のデータが 12 個になります。この値が大きいほど精度が低くなります。 1
に近い値をお勧めします。
SLA 計算対象期間(秒)(SLA period (seconds))

エージェントの SLA タブで SLA を計算するデフォルトの時間を秒で指定します。障害または正常
な値をもとに、エージェントに定義されたモジュールの SLA を自動的に計算します。
イベント表示期間(時間)(Default hours for event view)
イベントフィルタのデフォルトの時間です。値が 24 時間であれば、イベントビューでは最近 24 時
間以内に発生したイベントのみが表示されます。
リアルタイム更新の利用(Use realtime statistics)
リアルタイム更新を有効化/無効化します。
バッチ更新間隔(秒)(Batch statistics period (secs))
リアルタイム更新が無効の場合、ここでバッチ更新の時間を定義します。
エージェントアクセスグラフの利用(Use agent access graph)
エージェントアクセスグラフは、一時間ごとのエージェントの接続数を 1 日(24 時間)のスケールの
グラフで表示します。これは、それぞれのエージェントの接続頻度を知るのに利用します。リソース
が少ない場合は、データの処 理に時間がかかるため、無効にすることをお勧めします。
不明モジュール保持日数(Max. days before delete unknown modules)
不明モジュールを保持する最大日数を指定します。

32.2.7. 画面設定
システム管理 (Administration) > 設定(Setup) > 画面設定(Visual styles) から、Pandora コンソール
の画面設定にアクセスできます。
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次のような画面が表示されます。
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設定パラメータは次の通りです。
日時フォーマット(Date format string)
日時フォーマットです。オプションはコンソールのヘルプを確認してください。
タイムスタンプ表示(Timestamp or time comparation)
日時と経過時間のいずれを利用するかを定義します。データベースがコンソールとは別のシステ
ムで稼働している場合に便利です。
グラフの色 (最小値)(Graph color (min))
モジュールグラフの最小値の色です。
グラフの色 (平均値)(Graph color (avg))
モジュールグラフの平均値の色です。
グラフの色 (最大値)(Graph color (max))
モジュールグラフの最大値の色です。
グラフ解像度 (1-低い,5-高い)(Graphic resolution (1-low, 5-high))
グラフの解像度を定義します。
スタイルテンプレート(Style template)
Pandora FMS コンソールのウェブスタイルを定義します。 include/styles フォルダーに CSS ファイル

を置くことによって、新たなスキンやテンプレートを追加できます。
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ページ毎の表示件数(Block size for pagination)
ページごとの表示件数です。
角を丸くする(Use round corners)
進捗表示バーやその他 Pandora FMS のグラフィック表示の角を丸くするかどうかを ON/OFF しま
す。
ステータスアイコンの種類(Status icon set)
モジュールの状態を表示するアイコンの種類を選択します。デフォルトでは、赤、黄色、緑の "色"
が選択されています。色を表示できない場合は、違う表示方法を選択できます。
フォントパス(Font path)
Pandora FMS のグラフで利用する TrueType フォントを選択します。

フォントサイズ(Font size)
Pandora FMS のグラフのフォントサイズです。

フラッシュでグラフ描画(Flash charts)
グラフ描画を Flash で行うか PNG で行うかを選択します。
カスタムロゴ(Custom logo) (オープンソース版のみ)
このオプションでは、 Pandora FMS のコンソールのヘッダー部分に独自のロゴを表示できます。任
意の PNG ファイルを利用できます。画像のデフォルトサイズは、60x139 ピクセルです。
ロゴは、ファイルマネージャを使って /images/custom_logo ディレクトリにアップロードします。
システムデフォルトの再読み込み間隔(Global default interval for refresh)
このパラメータは、システム全体の再読み込み間隔を指定します。ビジュアルコンソール以外の全
てのページに有効です。
ビ ジ ュ ア ル コ ン ソ ー ル の デ フ ォ ル ト 更 新 間 隔 (Default interval for refresh on Visual
Console)

ビジュアルコンソールの更新間隔を設定します。

32.2.8. Netflow
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設定可能なフィールドは次の通りです。
データストアのパス(Data storage path)
Netflow データを保存するディレクトリです。

デーモン間隔(Daemon interval)
Netflow データをローテートする時間間隔を秒で指定します。

デーモンのバイナリパス(Daemon binary path)
nfcapd のパスです。
nfdump バイナリのパス(Nfdump binary path)
nfdump のパスです。
nfexpire バイナリのパス(Nfexpire binary path)
nfexpire のパスです。

最大グラフ解像度(Maximum chart resolution)
グラフの最大ポイント数です。
カスタムライブビューフィルタの無効化(Disable custom live view filters)
カスタムフィルタを無効化します。
Netflow 最大保持期間(Netflow max lifetime)
Netflow データを保持する最大日数です。

32.3. ファイルマネージャ
ファイルマネージャは、 Pandora FMS にコンテンツをアップロードするのにとても便利なツールで
す。システム管理メニューの 設定 (Setup) -> ファイルマネージャ(File Manager) から、このソールに
ファイルをアップロードすることができます。これにより、ビジュアルコンソールのアイコンやマップを
アップロードすることができます。
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クリックすると次のような画面が表示されます。

ここでは、Pandora FMS をインストールしたディレクトリの "images" フォルダの内容が表示されてい
ます。
フォルダの中身の参照、サブディレクトリの作成、テキストファイルの作成、また、手元のディスクか
らのアップロードやダウンロードができます。
これを実行するには、以下のボタンを利用します。
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意味は、ディレクトリの作成、テキストファイルの作成、そしてファイルのアップロードです。

32.3.1. ディレクトリの作成

ディレクトリの作成ボタンをクリックすると、上記のような画面が表示されます。
作成したいディレクトリ名を入力し、 "作成(Create)" ボタンをクリックします。 "閉じる(Close)" ボタンを
クリックすると、ダイアログが閉じます。

32.3.2. テキストファイルの作成

テキストファイルの作成ボタンをクリックすると、上記のような画面が表示されます。
作成したいテキストファイル名を入力し、 "作成(Create)" ボタンをクリックします。 "閉じる(Close)" ボ
タンをクリックすると、ダイアログが閉じます。

32.3.3. ファイルのアップロード

ファイルのアップロードボタンをクリックすると、上記のような画面が表示されます。
"ブラウズ(Browse)" ボタンをクリックし、手元のマシンのハードディスクを参照し、アップロードする

ファイルを選択します。
一度に複数のファイルをアップロードすることができます。圧縮ファイルを選択し、 "展開
(Decompress)" をクリックすると、対象のディレクトリに圧縮ファイル内のファイルを展開します。

32.4. GIS 利用マップ
Pandora FMS では、動的なマップ内にエージェントの位置を表示することが可能です。 GIS 利用
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マップでは、 GIS で利用するマップサービスを設定できます。たとえば、 OpenLayers や Google
マップです。
詳細は、Pandora GIS を参照してください。

32.5. リンク
システム管理メニューの 設定 (Setup) -> リンク(Links) から、このソールにリンクを追加することがで
きます。

次の画面が表示されます。
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作成と更新操作はとても似ています。
新たなリンクを作成するには、"追加(Add)" をクリックします。
リンクを更新するには、リンク名をクリックします。
共に同じ画面が表示されます。作成では空の画面が表示され、更新では編集するリンクのデータ
が表示されます。

リンク名(Link name): リンクの名前です。
リンク(Link): リンクのアドレスです。
すべて入力したら、リンクを保存するために "作成(Create)" または "更新(Update)" ボタンをクリッ
クします。
リンクを削除するには、削除したいリンクの行にある赤い×印をクリックします。

32.6. サイトニュース
システム管理メニューの 設定 (Setup) -> サイトニュース (Site news) から、ユーザがコンソールにロ
グインした時に表示されるニュースを追加することができます。

新たに作成するには、"追加(Add)" をクリックします。すると次のページが表示されます。
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ニュースのタイトルとテキストを入力し、 " 作成(Update)" をクリックします。 すでに作成されている
ニュースの右にある、赤い x 印をクリックすることにより、そのニュースを削除することができます。

32.7. OS の編集
ここでは、オペレーティングシステムの作成・編集が可能です。

OS を作成または編集するには、次の画面を利用します。
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以下にフィールドの説明を示します。
• 名前(Name): OS の名称です。
• 説明(Description): OS のテキストでの説明です。
• アイコン(Icon): OS を表すアイコンです。

32.8. エンタープライズ ACL 設定
この機能は、新たな ACL システムにて説明しています。

32.9. メタコンソール
この機能は、メタコンソール にて説明しています。

32.10. スキン
この機能では、Pandora FMS コンソールインタフェースをカスタマイズできます。これにより、 CSS ス
タイルファイルの変更およびインタフェースのアイコンを変更することができます。
新たなスキンを作成するためには、デフォルトの Pandora のディレクトリを複製します。
• images: スキンの画像ディレクトリ
• include/styles: スキンの CSS ファイルディレクトリ

例えば、Example というスキンは、次のようになります。
Example/
|
|_______images/
|
|_______include/
|
|_________styles/
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これは、 <pandora_root>/images/skin/ の中のサブディレクトリです。これらの全ておよび中身は、
zip ファイルとして圧縮されている必要があります。
スキンは、以下の 2 つのレベルで適用可能です。
• ユーザ: ユーザへの適用
• グループ: グループに所属するユーザに適用

スキンがユーザ単位もしくはグループに適用されたユーザでは、ユーザが優先スキンを設定でき
ます。
以下では、定義されているスキンを表示しています。

スキンを編集・作成するには、次の画面に行きます。

ここで、以下のフィールドを設定します。
• 名前(Name): スキン名。
• 相対パス(Relative Path): 作成時は、スキンを含む zip ファイルをアップロードするパスで

す。編集時は、アップロード済みのファイルの場所を示します。
• 説明(Description): スキンの説明。
• グループ(Group/s): スキンを設定するグループ。
823

スキン
• 無効(Disabled): スキンの無効化。無効化したスキンは適用できません。

32.11. アップデートマネージャ設定
この機能は、アップデートマネージャを使ったコンソールのアップデート にて説明しています。

32.12. システム情報
このツールは、Pandora FMS コンソールのログファイルを参照するための拡張です。 Pandora 診断
ツールの情報、ログ上のシステム情報を選択できます。コマンドラインから実行することも可能です
が、root 権限で実行する必要があります。例えば、次の通りです。
sudo php /var/www/pandora_console/extensions/system_info.php -d -s -c

32.13. 翻訳設定
この拡張は、翻訳設定 にて説明しています。

32.14. Pandora FMS 診断ツール
Pandora FMS のインストールプロファイルを調べるツールです。 Pandora FMS のバージョン、PHP

バージョン、システムのメインテーブルの数などを表示します。
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33 言語の更新
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Pandora FMS コンソールの各言語の翻訳を更新するには、 Rosetta [1]) から更新したい言語の
MO フォーマット のファイルをダウンロードします。ダウンロードするには、 Request download をク
リックします。しばらくするとメールでダウンロード URL が送られてきます。ファイルをダウンロードし
たら、Pandora FMS の以下のディレクトリに置きます。
/include/languages/

以上で更新完了です。
各言語の翻訳ファイルをダウンロードするには、Rosetta にアカウントが必要です。
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34 PANDORA FMS でのシステムリモート管理
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34.1. 概要
Pandora FMS は監視ツールですが、エージェントを使わずにシステムに接続することができます。

しかし、監視対象システムをリモートで操作するには便利ではありません。 ルータやスイッチのよう
ないくつかのシステムでは、 Telnet や SSH を通して管理ができ、アクセスしてコマンドを実行する
ことができます。
Pandora FMS には、"デフォルトで" ウェブコンソールから VNC を使って設定した IP のリモートの
サーバへ接続できる Java プラグインがあります。同一のローカルネットワークセグメントにあり直接

接続できる場合は簡単です。それ以外の場合は複雑になります。
複雑な環境か単純な環境かは区別できます。単純な環境は例えば次のようなものです。
• サーバの IP アドレスは変化しない。
• 管理端末 PC からサーバへのアクセス (経路やファイアーウォール) はポートが開いており、
通常の TCP/IP で通信できる状態になっている。
• サーバにリモートコントロールソフトをインストールできるか、すでに入っている。

逆に複雑な環境は例えば次のようなものです。
• サーバの IP アドレスが(動的に)変化する。
• 管理端末 PC から監視対象サーバへ直接アクセスできない。
• リモートシステムに、リモートコントロールソフトをインストールできない。

また、中間のケースもあります。例えば、マシンは固定 IP を持っているけれども、操作端末 PC か
らサーバへ TCP/IP で直接リモートアクセスできないといった場合。多くの場合、このようなシステ
ムへリモートアクセスする方法は次の 3 通りがあります。
1. 例えば、SSH サーバや、リモートデスクトップの有効化、または VNC サーバのインストール
ができる場合。リモートシステムの IP をクライアントプログラムで指定して実行し、操作端末
PC からアクセスします。これは、単純な環境でのみ実現できます。ここでは、 UltraVNC を

お勧めします。
1. 逆の(inverse)システムを利用すること。そう呼ぶには、リモートで操作するシステムが TCP

ポートを開いて接続を待ち受ける代わりに、インターネット上のサーバに接続し、操作端末
PC が同じインターネット上のサーバに接続して、お互いが直接通信 できなくても双方のコ
ンピュータが通信できるようになる仕組だからです。このシステムは、複雑な環境で便利で
すが、通信速度や操作したいサーバがインター ネットに接続できない環境だと通信できな
いといったデメリットもあります。このような場合には、TeamViewer をお勧めします。
1. UltraVNC による接続では、リモートのサーバに接続できるプロキシを設定することができま
す。中間のサーバ ( プロキシ ) に接続し、プロキシが目的のサーバに接続します。これは 、
"Ultra VNC Repeater"
と 呼 ば れ ま す 。 よ り 詳 細 の 情 報 は 、
http://www.uvnc.com/docs/uvnc-repeater.html から確認できます。以下は基本的な接続

図です。
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UltraVNC ツールは、GUI での設定が可能です。

以下の画面のように、VNC サーバへの接続にプロキシを利用します。
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34.2. Pandora FMS 内での VNC の利用
Pandora FMS "VNC" 拡張を使って、ウェブコンソールから追加ソフトウエアをインストールすること

なしにアクセスすることができます。これをするための要件は以下のみです。
• リモートから管理したいサーバに、 Java アプレットを含む VNC サーバがインストールされて
おり、5800 番ポートで接続を受け付けていること。
• ブラウザに Java プラグインがインストールされていること。
• Pandora コンソール に接 続している PC から 直接管理対象サーバへ 接続できる こと 。
5800/TCP の接続が許可されていること。

これらの要件を満たせば、エージェントの操作画面で "VNC" 拡張のアイコンをクリックするだけで
す。

VNC アイコン (一番左)

接続できると、VNC サーバをインストールしたときに設定したパスワードの入力が必要です。
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パスワードを入力すると、そこにいるかのようにサーバへアクセスできます。

大変強力で、接続エンコーディングのサポート、また、あるマシンから他のマシンへのファイル転送
ができるため、UltraVNC [1] の利用をお勧めします。オープンソースでフリーです。
このシステムにおける制限事項は主に次の通りです。
• PC とリモート監視対象のマシンの間で通信ができる必要があります。インターネット越しで

ファイアーウォールやルータ配下にあった場合などは、接続できません。
• IP アドレスを知る必要があります。 Pandora FMS では、現在の IP をエージェントで通知す
ることができます。しかし、 (複数のネットワークアダプタがあったり、通常の方法で IP 情報
を更新しないような場合には) 時たま正しく動作しません。
• UltraVNC のソフトウエアをインストールする必要があります。セキュリティポリシー上不可能
な場合もあるかもしれません。
831

Pandora FMS 内での VNC の利用

最初の問題の場合は、プロキシを通した接続手法を利用できます。しかし、示した手法では接続
できません。この場合は、クライアントプログラムをダウンロードし、それをリモートシステムへ接続で
きるように PC から手動で実行します。

34.3. Pandora FMS での TeamViewer の利用
TeamViewer は、IP アドレスが変わったりファイアーウォールがあったりその他前述の問題がある場

合でも、インターネット上の中間サーバを利用して接続できるリモート管理の強力なシステムです。
必要なのは以下の 3 点です。
• 双方のマシン (監視対象サーバと操作端末) からのインターネット接続
• マシン ID とパスワード
• リモートサーバへの TeamViewer のインストール

インストールしたら、そのマシンに ID を割り当て、恒久的ななアクセスのためのパスワードを設定
します。TeamViewer ID は、例えば UltraVNC [2] といったものです。このために、 "カスタムフィー
ルド" を利用し、全エージェントでこのフィールドを作成し、それぞれのマシンの ID を記述します。
カスタムフィールドを作成します。(システム管理メニュー -> エージェント管理 -> カスタムフィール
ド管理 -> 作成)

作成すると、このマシンの ID を設定できます。この場合、623 596 886 です。
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あとは、TeamViewer のページ https://login.teamviewer.com/ へ行き ID を渡すだけです。

34.3.1. Teamviewer の技術詳細
TeamViewer は非常に強力で、システム間のファイル転送もできます。
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リモートサーバに接続するツールは、機密情報に関するルールがある場合は、セキュリティの問題
になるかもしれません。商用版ではこれに関する優位性があります。
TeamViewer の接続で利用するリモートの管理サーバの接続一覧です。
TCP
TCP
TCP
TCP

desktop:1379
desktop:1380
desktop:1381
desktop:1382

server530.teamviewer.com:http ESTABLISHED
master4.teamviewer.com:http ESTABLISHED
server311.teamviewer.com:http ESTABLISHED
server311.teamviewer.com:http ESTABLISHED

34.4. Pandora FMS から SSH/Telnet を使ったリモートシステムへ

の接続
バージョン 4.0.2 から、Pandora FMS にはユーザがリモートデバイスに telnet や ssh 接続を行える
拡張が付属しています。これは、リモートゲートウェイ拡張で実施できます。これを利用するには特
別な設定が必要でデフォルトではインストール されていません。これは、 GPL2 で公開されている
anytermd というソフトをベースにしたオープンソースの機能です。
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Pandora FMS は、"anytermd" というソフトを、ユーザのブラウザとリモートの機器の間でプロキシを

実現するために利用しています。このツールはデーモンとして起動し、ポートで待ち受け コマンド
を実行します。そして、出力をユーザのブラウザに行います。これはつまり、すべてのリモート接続
は telnet や ssh のクライアントがインストールされている pandora サーバから実施されることを意味
します。以下に基本的なアーキテクチャを示します。
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34.4.1. インストールと設定
ソースファイルは、Pandora FMS SVN リポジトリの extras/anytermd にあります。
gnu c++ コンパイラ (gcc-c++)、make、boost-devel、zlib-devel がインストールされている必要があり

ます。
以下を実行します。
make

そして、手動でバイナリを /usr/bin にインストールします。
cp anytermd /usr/bin

サーバデーモンを実行は手動で実施する必要があります。 Pandora FMS サーバやコンソールから
は自動的に起動されません。Pandora FMS の SSH/Telnet 拡張は、anytermd がそれぞれ待ち受
けている 8023 ポートの telnet、8022 ポートの ssh を検出します。
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起動スクリプトは contrib/anytermd にあります。それを /etc/init.d/anytermd にコピーし、次のよう
に実行します。
/etc/init.d/anytermd start

デフォルトでは、実行に "pandora" ユーザを利用します。変更したい場合は、システムに存在する
httpd 関連のユーザになるようスクリプトファイルを修正してください。
これは、8023 および 8022 番ポートを利用します。ユーザのブラウザからコンソールが
動いているサーバに対してこれらのポートで接続できるようにしてください。これらを
フィルタリングしてはいけません。

以上で、リモートのサーバへ telnet や ssh 接続する拡張が利用できるようになります。
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35 一括操作
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35.1. 概要
一括操作では、エージェント・モジュール・ユーザ・アラートおよび、ポリシーに対してまとめて操作
をすることができます。一括操作は、大きなシステムで重要です。この機能は、大量のコンポーネ
ントがあるシステムを扱う管理者を手助けするために開発しました。
一括操作は、システム管理メニューの一括操作(Massive operations)からアクセスできます。

35.2. 一括操作: エージェント
一括操作で、エージェントを編集したり削除したりできます。
編集では、対象のエージェントグループでフィルタリングし、親エージェント、グループ、実行間隔
や OS など、一般的なパラメータを変更できます。
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削除では、グループでフィルタリングすることができます。

35.3. 一括操作: モジュール
モジュールの一括操作は以下の 3 種類あります。
• 削除
• あるエージェントから他のエージェントへのモジュールのコピー
• 編集

モジュール削除は、次の 2 つのモードで編集するモジュールを選択できます。
• モジュール選択: モジュールでの選択を選ぶと、モジュールのタイプでフィルタできます。ま

ずモジュールのタイプを選択し、最後にそのモジュールのあるエージェントを選択します。
• エージェント選択 : エージェントでの選択を選ぶとグループでフィルタでき、そのグループ
のエージェントを選択し、最後に選択したエージェントのモジュールを選択します。
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モジュール編集は、モジュールもしくはエージェントを選択して編集することができます。モジュー
ルで検索した場合は、モジュールタイプに よってフィルタリングし、最終的にモジュールおよび
エージェントでフィルタリングできます。このあと、警告値、実行間隔、事後処理など、一般的なモ
ジュー ルパラメータを編集可能です。
モジュールの編集では、以下の 2 つのモードで編集するモジュールを選択できます。
• エージェント選択 : エージェントでの選択を選ぶとグループでフィルタでき、そのグループ

のエージェントを選択し、最後に選択したエージェントのグループを選択します。

• モジュール選択: モジュールでの選択を選ぶと、モジュールのタイプでフィルタできます。ま

ずモジュールのタイプを選択し、最後にそのモジュールのあるエージェントを選択します。
その後、警告や障害の値、実行間隔、データ保存倍率などの一般的なパラメータを編集できます 。
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エージェントを選択した場合は、最初にエージェントグループでフィルタリングし、エージェントおよ
びモジュールでフィルタリングできます。最後に、モジュールの一般的なパラメータを編集できます。
モジュールコピーは、あるモジュールの情報を他のエージェントのモジュールにコピーできます。
これを実行するには、グループとコピー元エー ジェントを選択します。その後、モジュールを選択
します。最後に、グループでフィルタリングして、コピー先エージェントを選択できます。
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35.4. 一括操作: ユーザ
ユーザに関連付けられたプロファイルを追加したり削除したりできます。まとめて操作できるため、
これによりユーザ管理が簡単になります。
新たなプロファイルを追加するには、プロファイル、グループ、最後にユーザを選択します。
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プロファイルを削除するには、プロファイル、グループ、およびユーザ情報を入力します。

35.5. 一括操作: アラート
ここでは、追加、削除、アクションの追加、アクションの削除、アラートの有効化・無効化、アラート
のスタンバイができます。これらすべての操作は、まとめて実行できます。
新たなアラートを追加するには、グループでフィルタし、エージェント、モジュールおよび追加した
いテンプレートを選択します。

アラートを削除するには、グループでフィルタリングし、テンプレート、グループ、エージェントおよ
び最後にモジュールを選択します。
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アラートにアクションを追加するには、グループでフィルタリングし、エージェント、テンプレート、お
よび最後に追加したいアクションを選択します。

アラートのアクションを削除するには、グループでフィルタリングし、エージェント、テンプレート、お
よび最後に削除したいアクションを選択します。
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アラートを有効化・無効化するには、グループでフィルタリングし、エージェント、テンプレートおよ
び、有効化または無効化するアラートを指定する 2 つのカラムで対象を選択します。
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アラートのスタンバイ状態を変更するには、グループでフィルタリングし、エージェント、テンプレー
トおよび、スタンバイ状態を変更したいアラートを選択します。
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35.6. 一括操作: ポリシー
ここでは、ポリシー内のアラートの追加および削除ができます。
アラートを追加するには、対象のポリシー、追加するテンプレート、ポリシーエージェントにマッチ
する正規表現および、ポリシーのモジュールを入力します。
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ポリシーアラートを削除するには、対象のポリシー、削除するテンプレート、ポリシーエージェントに
マッチする正規表現および、ポリシーモジュールを入力します。
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36 ポリシー
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36.1. 概要
Pandora FMS は、数千のモジュールおよびアラートを持った、数千ものデバイスを管理することが

できます。大量の監視対象をもつ監視するシステムにおいて管理者の作業を簡単にするために、
ポリシー機能を開発しました。
ポリシーにより、リモート設定機能 エージェント設定 を使ってモジュール、アラート、外部アラー
トおよび、コレクションをまとめてエージェントに割り当てることができます。
ポリシーで可能な操作は次の通りです。
•
•
•
•
•
•
•
•

ポリシーの作成/削除/複製
エージェントの追加や削除
モジュールの作成/変更/削除
アラートの作成/変更/削除
外部アラートの作成/変更/削除
存在するコレクションの追加/削除
存在するインベントリモジュールの追加/削除
一つもしくは複数のモジュールへのポリシーのリンク

ポリシーでの操作は、ポリシーを適用するまでは有効ではありません。
複数のポリシー処理は一つのキューで管理されており、エージェントまたは全ポリシーの適用で
キューに入ります。リモート設定に影響しない場合は、データベースから一つのポリシーを適用す
ることもできます。
ポリシー管理は、 Pandora FMS ウェブコンソールの左側にあるシステム管理メニューのポリシー管
理(Manage policies) から行えます。

36.2. ポリシーの追加
システム管理メニューの ポリシー管理 (Manage policies) をクリックすると、定義されている全ポリ
シーが表示されます。
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新たにポリシーを作成するには、 "作成(Create)" ボタンをクリックします。以下に新たなポリシーの
作成画面を示します。

ポリシー作成フォームのフィールドは次の通りです。
• 名前(Name): ポリシーの名前を設定します。この名前は、ポリシーを編集するときにわかり

やすくなります。
• グループ(Group):モジュールのグループを設定します。モニタリング手法によりフィルタや
まとめるのに便利です。
• 説明(Description): ポリシーの説明を設定します。
フィールドに入力したら、"作成(Create)" をクリックします。

以上を実行したら、システム管理メニューの ポリシー管理 (Manage policies) へ戻ると、作成した新
しいポリシーが表示されます。
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36.3. ポリシーの削除
ポリシーを削除するには、関連づけられたものが無い状態である必要があります。
ポリシーにエージェントがある場合、削除ボタンは無効になり、全エージェントの削除ボタンが表示
されます。このボタンを押すとエージェントが削除され、ポリシーの削除ボタンが有効になります。

36.4. ポリシーの複製
ポリシーの操作ボタンの中には、ポリシーを複製するボタンもあります。

コピー元のポリシーの状態に関係なく、ポリシーがコピーされ表示されます。

36.5. ポリシーの設定
ポリシーを設定するには、システム管理メニューの ポリシー管理 (Manage policies) でポリシー名を
クリックするか、設定変更したいポリシーの上にマウスカーソルをもっていきリンクをクリックします。
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ポリシーの設定では、次のウインドウがあります。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

エージェント(Agents)
モジュール(Modules)
インベントリモジュール(Inventory Modules)
アラート(Alerts)
外部アラート(External alerts)
コレクション(Collections)
リンク(Linking)
キュー(Queue)
エージェントプラグイン(Agent plugins)

実行可能な異なるアクションはポリシーが適用されるまで適用されません。たとえば、エージェント
をポリシーに追加する場合は、複数のモジュールおよびアラートを作成することができますが、適
用するまでは反映されません。
同様に、一つのポリシーを適用し、かつ要素を編集や削除した場合は、次の実行まで変更は反映
されません。
すべての変更は、 "キュー(Queue)" ウインドウに表示されます。また、そこでプロセスキューにポリ
シーを投入できます。また、そこで適用されるのを待ちます。

36.5.1. ポリシーの伝播
ポリシーの伝播は、定義されたエージェントに設定したモジュール、アラート、およびコレクションの
有効化を意味します。これは、エージェントにモジュールおよびアラートが追加されることを意味し
ます。
ポリシーは、特定のエージェントまたは、全体のポリシーに伝播できます。
エージェントでそれを行うには、エージェント画面で適用したいエージェントを選択する必要があり
ます。全ポリシーを適用したい場合は、キューの画面へ行きます。

36.5.2. ポリシーキュー管理
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ポリシー操作キューには、最後に適用してから変更があった要素のまとめがあります。
この一覧には、更新する必要のある要素と、削除がペンディング状態の要素があります。
• 更新がペンディング
• エージェント
• リンクがペンディングになっているモジュール
• リンク解除がペンディングになっているモジュール
• 削除がペンディング
• エージェント
• モジュール
• インベントリモジュール
• アラート
• 外部アラート
• コレクション

このサマリは、ポリシーを適用すべきかどうかを示しています。時々、エージェントの隣のアイコン
で、適用がペンディングになっているものを適用するボタンがあります。
ペンディングとなっている変更 (例ではアラートの変更 )は、データベースにのみ記録されます。こ
のボタンはこのレベルにおいてのみの変更です。そのため適用は早いです。

しかし、設定ファイルに適用する変更を行う (例えばコレクションやローカルモジュールの編集 )と、
処理が完了します。
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サマリでは、修正がペンディング状態であるかに関わらず、すべてを適用するボタンがあります。

適用を選択した場合、処理キューにポリシーエージェントを追加します。 Pandora FMS サーバは、
キューに入っているペンディングポリシーの適用を行います。画面を再読み込みすると、処理の進
行状況を確認することができ、処理が完了したか、 いつ完了したかがわかります。

36.5.3. エージェント
この画面では、ポリシーにエージェントを追加したり、ポリシーからエージェントを削除したりできま
す。
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36.5.3.1. 一括動作
上の部分は、エージェントを一括して追加・削除するためのものです。

グループおよび文字列でフィルタリングできます。複数選択し矢印をクリックして右にもっていくこと
ができます。これらのエージェントは、右側のボックスに移り、ポリシーに関連付けられます。ただし、
適用はペンディング状態です。
同様に、ポリシーのエージェントは、複数選択して矢印をクリックすることにより左側のボックスへ移
動させて削除することができます。ポリ シーから一つまたは複数のエージェントを削除するために
選択した場合、右側のボックスでは打ち消し線が引かれます。また、左側のボックスで再度選択す
る と、ポリシーへ再度割り当てることができます。
36.5.3.2. ユニット動作
横のウインドウには、削除がペンディング状態のものを含め、ポリシーに関連付けられた全エー
ジェントの一覧があります。

エージェント一覧は、グループ、文字列、または、処理状態でフィルタリングされます。
以下の内容が表示されます。
•
•
•
•
•

エージェント名
リモート設定
ポリシーにおけるエージェントの状態
エージェントで未リンク状態のモジュール数
エージェントを適用するキューに入れるためのボタン
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• 最終処理の日時
• 削除/削除取消ボタン

エージェントが削除されると、その名前に取り消し線が表示され、削除ボタンの場所に、再びエー
ジェントをポリシーにリンクするための削除を取り消すボタンが表示されます。

36.5.4. モジュール
モジュールメニューでは、ポリシーに追加するモジュールの設定ができます。

モジュールを追加するには、メニューからモジュールの種類を選択します。 6 つのモジュール
( データサーバ、ネットワーク、プラグイン、 WMI 、予測および、ウェブ ) から 1 つを選択し、作成
(Create) ボタンをクリックします。

36.5.4.1. データサーバモジュールの作成
データサーバモジュールは、ソフトウエアエージェントへ追加するモジュールです。このモジュー
ルが動作するようにするためには、エージェントでリモート設定が有効になっている必要があります。
データサーバモジュールを作成するには、 " データサーバモジュールの新規作成 (Create a new
data server module)" を選択し、作成(Create) ボタンをクリックします。

すると、モジュールの全フィールドを設定できる新たな画面が表示されます。
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拡張オプション(Advanced Options) をクリックし、拡張オプションにアクセスします。

この画面のフィールドの説明は、テンプレートとコンポーネントの章に記載しています。
フィールドの入力もしくは、ローカルコンポーネントの事前定義の 2 種類のオプションがあります。
36.5.4.2. ネットワークサーバモジュールの作成
ネットワークサーバモジュールは、ネットワークサーバで管理されるモジュールです。
ネットワークサーバモジュールを作成するには、 " ネットワークサーバモジュールの新規作成
(Create a new network server module)" を選択し、作成(Create) ボタンをクリックします。
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すると、モジュールの全フィールドを設定できる新たな画面が表示されます。

拡張オプション(Advanced Options) をクリックし、拡張オプションにアクセスします。

この画面のフィールドの説明は、テンプレートとコンポーネントの章に記載しています。
フィールドの入力を完了したら、"作成(Create)" をクリックします。
ほとんどの場合モジュールは繰り返し使われるため、毎回フィールドを入力して追加するより、事
前にコンポーネントを定義してそれを使う方が良いです。
コンポーネントを使うには、 "モジュールコンポーネント (Using module component)" からコンポーネ
ントグループを選択します。
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グループを選択すると、利用したいコンポーネントを選択できるようになります。

この例では、 Cisco Mibs グループの "Catalyst CPU Usage" というコンポーネントを選択しています。

コンポーネントを選択すると、それを編集することができます。フィールドの入力が完了したら、 "作
成(Create)" をクリックします。
36.5.4.3. プラグインサーバモジュールの作成
プラグインサーバモジュールは、プラグインサーバで管理されるモジュールです。
プラグインサーバモジュールを作成するには、 "プラグインサーバモジュールの新規作成(Create a
new Plugin Server Module)" を選択して、"作成(Create)" をクリックします。

モジュールの全フィールドを設定できる新たな画面が表示されます。
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拡張オプション(Advanced Options) をクリックし、拡張オプションにアクセスします。

この画面のフィールドの説明は、テンプレートとコンポーネントの章に記載しています。
フィールドの入力を完了したら、"作成(Create)" をクリックします。
ほとんどの場合モジュールは繰り返し使われるため、毎回フィールドを入力して追加するより、事
前にコンポーネントを定義してそれを使う方が良いです。コンポーネントの利用については、ネット
ワークモジュールの作成で説明しています。
36.5.4.4. WMI サーバモジュールの作成
WMI サーバモジュールは、WMI サーバで管理されるモジュールです。
WMI サーバモジュールを作成するには、 "WMI サーバモジュールの新規作成 (Create a new
WMI Server Module)"
を選択し、"作成(Create)" をクリックします。
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モジュールの全フィールドを設定できる新たな画面が表示されます。

拡張オプション(Advanced Options) をクリックし、拡張オプションにアクセスします。

この画面のフィールドの説明は、テンプレートとコンポーネントの章に記載しています。
フィールドの入力を完了したら、"作成(Create)" をクリックします。
ほとんどの場合モジュールは繰り返し使われるため、毎回フィールドを入力して追加するより、事
前にコンポーネントを定義してそれを使う方が良いです。コンポーネントの利用については、ネット
ワークモジュールの作成で説明しています。
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36.5.4.5. 予測サーバモジュールの作成
予測サーバモジュールは、予測サーバで管理されるモジュールです。
予測サーバモジュールを作成するには、 " 予測サーバモジュールの新規作成 (Create a new
prediction server module)" を選択し、作成(Create) をクリックします。

モジュールの全フィールドを設定できる新たな画面が表示されます。

拡張オプション(Advanced Options) をクリックし、拡張オプションにアクセスします。

この画面のフィールドの説明は、テンプレートとコンポーネントの章に記載しています。
フィールドの入力を完了したら、"作成(Create)" をクリックします。
予測サーバモジュールには、コンポーネントはありません。
864

ポリシーの設定
36.5.4.6. ウェブサーバモジュールの作成
ウェブサーバモジュールは、ウェブサーバで管理されるモジュールです。
ウェブサーバモジュールを作成するには、"ウェブサーバモジュールの新規作成(Create a new web
server module)" を選択し、作成(Create) をクリックします。

モジュールの全フィールドを設定できる新たな画面が表示されます。

拡張オプション(Advanced Options) をクリックし、拡張オプションにアクセスします。

この画面のフィールドの説明は、テンプレートとコンポーネントの章に記載しています。
フィールドの入力を完了したら、"作成(Create)" をクリックします。
ウェブサーバモジュールには、コンポーネントはありません。
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36.5.4.7. 作成済モジュールの編集
ポリシーに割り当てられたモジュールは編集することができます。

モジュール名をクリックすると、モジュール設定オプションが表示されます。
修正したら、更新(Update) ボタンをクリックします。

ポリシーモジュールの名前を変更すると、ポリシーが適用されたときの他のフィールド
の名前が変更されます。

ポリシーモジュールの名前を変更し、エージェント内に新しい名前のモジュールが存
在すると、そのモジュールに適用され、古い名前のモジュールは削除されます。
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36.5.4.8. 作成済モジュールの削除
ポリシーからモジュールを削除し、エージェントからも削除するには、モジュールの行の X をクリッ
クします。実行するとモジュールの表示は残っていますが、打消し線が引かれ、削除ボタンが取消
に置き換わります。

36.5.4.9. ポリシーでのプラグインの利用
利用する書式は非常に簡単です。プラグインを返すモジュールをトリッキーに利用します。そのた
めに、プラグインを返すモジュールがいくつあるかを確 認します。すべてを登録しない場合でも、
ポリシー外で作成したプラグインやモジュールをあとから登録することができます。しかし、ポリシー
でパラメータを 決めることはできないため、ポリシーに関連付けられないモジュールです。
ポリシーに関連付けられたすべてのデータは事前に定義されている必要があります。"未定義" の
ポリシーは情報を含みません。 システムの全ドライブの空き容量をバイトで動的に返すプラグイン
を実行するとします。
以下の例では、プラグインが複数のドライブの情報を返します。(C:、D: および Z:)

867

ポリシーの設定
モジュールをポリシーモジュールとして管理したい場合は、それを実際のプラグイン呼び出しとし
て定義する必要があります。それ以外は、module_plugin フィールドを空にしてください。
module_begin
module_name C:
module_type generic_data
module_plugin cscript //B "%ProgramFiles%\pandora_agent\util\df.vbs"
module_end
module_begin
module_name D:
module_type generic_data
module_plugin
module_end
module_begin
module_name Z:
module_type generic_data
module_plugin
module_end

36.5.5. インベントリモジュール
システムに存在するインベントリ、間隔、および権限を選択することで、ポリシーにインベントリモ
ジュールを作成することもできます。

他のポリシーの要素と同じように、インベントリモジュールを削除すると、削除ボタンの代わりに取り
消し線と 取り消しアイコンが表示されます。

36.5.6. アラート
アラートメニューでは、ポリシーに追加するアラートの設定ができます。
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36.5.6.1. アラートの追加
アラートの追加はとても簡単です。アラートテンプレートを事前に定義したポリシーのモジュールに
割り当てて "追加(Add)" をクリックするだけです。

36.5.6.2. アラートの編集
アラートの追加はとても簡単で、若干の設定があるだけであるため、アラートの編集機能はありま
せん。アラートを編集するには、削除してから新たに作成してください。
36.5.6.3. アラートの削除
ポリシーからアラートを削除し、設定されたエージェントから削除するには、アラートの行の X をク
リックします。これを実行するとアラートは一覧には残りますが、名前が取り消し表示となり、削除ボ
タンが取り消しボタンに変わります。
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36.5.7. 外部アラート
外部アラートは、アラートに似ていますが、アラートをポリシーモジュールのメインリストには無い
エージェントモジュールにリンクできる点が異なります。これは、すべてのモジュールではなく、いく
つかのエージェントモジュールにアラートを割り当てる場合にとても便利です。
36.5.7.1. 外部アラートの追加
新たな外部アラートを作成するには、以下のフィールドを入力する必要があります。最初のフィー
ルドでは、ポリシー内に無いエージェントモジュールのみが表示されています。そして、 2 番目の
フィールドでは、アラートテンプレートを選択します。

36.5.7.2. 外部アラートの編集
外部アラートの追加はとても簡単で、ごくわずかな設定のみであるため、外部アラートの編集機能
はありません。外部アラートを編集したい場合は、一度削除してから新たに作成します。
36.5.7.3. 外部アラートの削除
外部アラートをポリシーから削除し、割り当てられたエージェントから削除するには、外部アラート
の "X" をクリックします。

36.5.8. エージェントプラグイン
Pandora FMS 5.0 から、ポリシーのプラグインエディタでエージェントプラグインを伝播させることが

できます。
ポリシーにエージェントプラグインを追加することができ、適用時にそれぞれのローカルエージェン
トに作成することができます。
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36.5.9. モジュールのタイプ
ポリシーを適用するとき、エージェントビューで見ると異なるモジュールが表示されます。エージェ
ント管理 -> モジュール へ行くと、3 種類のモジュールを確認することができます。

36.5.9.1. 適用モジュール
これらのモジュールは、エージェントにすでに存在するモジュールと同じ名前でポリシーに作成さ
れます。ポリシーを適用すると、 Pandora FMS は、該当エージェントにおいて新たに作成したモ
ジュールの代わりに既存のモジュールのデータを利用します。

ポリシーを削除する場合、追加モジュールはエージェントから削除されません。それらは、未適用
モジュールに設定されるのみで、そのモジュールの表示は次のようになります。

36.5.9.2. リンクモジュール
これらのモジュールは、ポリシー内およびポリシーが適用されたときにエージェントに作成されます 。
これらは、ポリシー内に作成される通常のモジュールです。

モジュールをリンクしたり、リンクを解除したりは、エージェント管理 -> モジュール にて可能です。
リンクを解除するには、モジュールを選択して以下のボタンを押してください。

また、以下のボタンで、モジュールのリンクをします。

ポリシーを削除した時は、リンクモジュールおよびリンクを解除しているモジュールはエージェント
から削除されます。
36.5.9.3. リンク解除モジュール
モジュールのリンクを解除すると、ポリシーに適用される以降の変更はこのモジュールには適用さ
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れません。リンクを解除したモジュールは、ポリシーの 動作へ個々の例外を定義できるためとても
便利です。一つのモジュールの動作 (例えばしきい値 ) を変更する場合、エージェントを削除する
必要はありません。ポリシーからリンクを解除し、しきい値を変更するだけです。

ポリシーの変更は、モジュールを再びリンクしたときにのみ適用されます。

36.5.10. ファイルコレクション
ファイルコレクションは、ポリシーのためだけのオプションではありませんが、通常はポリシーでのみ
利用します。ファイルコレクションはファイルのグ ループ (スクリプトや実行ファイル) で、エージェン
ト (Windows および Unix) の特定のディレクトリに自動的にコピーされます。ファイルコレクションは
ポリシーとともに配布することができ、スクリプトとそれを利用するモジュールの パッケージとして、
エージェントのグループで利用することができます。
まず最初に、エージェント参照で手動でエージェントごとにファイルコレクションを使う方法と、同じ
ことをポリシーを使って行う方法を見てみます。
最初にファイルコレクションを作成します。そのためには、次の画面ショットのように、エージェント
管理の "コレクション(Collections)" サブオプションをクリックすることにより、新しいコレクションを作
成します。

ファイルコレクションを作成したら、コレクションにファイルをアップロードします。バイナリ、スクリプト 、
データファイルなどを扱えます。全ての ファイルを同じベースディレクトリに置きます。それぞれの
コレクションは、それぞれのベースディレクトリがあります。これはとても重要です。コンソールの
/pandora_console/attachment/collection ディレクトリに fc_XXX という名前で置かれます。
XXX は、コレクションの ID を数字で表したものです。ファイルコレクションは、サブディレクトリを含
めることができます。ファイルコレクションは、 tentacle を使って ZIP ファイルでエージェントに送ら
れます。ファイルコレクションは、Tentacle 転送モードでのみサポートされています。
2 つのファイルをアップロードした、コレクション (fc_3) がどのように作成されるかを以下に示します。
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この場合、メインのコレクション画面に戻ると、問題があることを示す三角形のアイコンが両方のコ
レクションに表示されます。これは、コレクションの同期がとれていないために発生します。同じ三
角形のアイコンをクリックすることにより、同期させる必要があります。

ファイルコレクションの同期を実行すると、次の画面に示すような青い矢印アイコンが表示されます

コレクションの同期が完了したら、この時点でポリシーを使わずにエージェントに適用します。エー
ジェントの管理で、コレクションタブ (ディスクアイコン ) を行く操作を繰り返します。定義されている
コレクションが表示されるので、一つを選択してエージェントに適用します。以下の画面は、上記
(Windows utilities) を適用する例です。

以上で適用されました。エージェントが次回サーバに接続する時に、ファイルと .conf ファイルの若
干の修正を受け取ります。この例の場合、修正内容は次の通りです。
file_collection fc_3
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36.5.10.1. ファイルコレクションとポリシー
これは、エージェント個々にコレクションを適用するのととても似た動作をします。しかし、特定の
エージェントに適用するかわりに、次の画面のようにポリシーに適用します。

コレクションに含まれるファイルを使うモジュールを利用したい場合、それは簡単で、決まった id を
使って、コレクションを含むディレクトリを参照するだけです。以下にプラグインモジュールの利用
例を示します。

ポリシーがプラグインでどのように動作するかの詳細は、この章の該当のセクションを参照してくだ
さい。
36.5.10.2. エージェントにおけるファイルコレクションの場所
それぞれのファイルコレクションは、'短い名前' を持っています。この例では、"fc_3" で、ユーティリ
テ ィ 、 ス ク リ プ ト や 、 実 行 フ ァ イ ル な ど を 含 ん だ コ レ ク シ ョ ン が 、 %ProgramFiles
%\pandora_agent\collections\fc_3 に置かれることを意味しています。コレクションのファイルを必
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要とするモジュールを使うためには、これを把握しておく必要があります。
コレクションの名前が

"fc_18" で あ れ ば 、 置 か れ る 場 所 は %ProgramFiles
%\pandora_agent\collections\fc_18 になります。それぞれのコレクションは、それぞれがファイル

を上書きしてしまわないように、異なるディレクトリに置かれます。
(エージェントを実行しているマシンの ) ローカルでファイルを編集すると、サーバに接続した時に

エージェントによって上書きされます。これは、ローカルの編集を避け、デプロイした全てのホスト
で コレクションが同じになるようにするためです。リモート設定ファイルと同様に MD5 ハッシュでの
チェックをしています。
これは、Windows エージェントで、"fc_3" というコレクションに含まれる "df_percent.vbs" というファ
イルを対象とした、プラグイン利用の例です。
module_plugin cscript //B "%ProgramFiles
%\pandora_agent\collections\fc_3\df_percent.vbs"
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37 エクスポートサーバ
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37.1. 概要
Pandora FMS エンタープライズ版は、データスケーリングデバイスであるエクスポートサーバを通し

て、情報量に制限なく仮想的にデータを配布することができます。加えて、異なる情報プロファイ
ルに適用することができます。
主たる考え方は、情報を下から上へ配布する、上へ行くほど広い範囲となる階層構造を作ることで
す。最下位レベルでは、多くの情報を収集する かわりに、 Pandora FMS の基本的なインストール
情報のみを抽出し、 Pandora FMS の上位のインストールに対して、情報をフィルタできるようにしま
す。

情報を取得している下位のサーバから階層的にエクスポートします。フィルタという考え方でいえ
ば、サーバの全てのデータの複製を作るための技術ととらえることができます。ただし、サーバの
パフォーマンスに影響を与えます。
個々の Pandora FMS は、自身のデータを一つもしくは複数のサーバへエクスポートすることがで
きます。
モジュールのデータをエクスポートすることができ、つまり、 Pandora FMS は階層でより上のサーバ
が重要なデータを受け取ることができます。
イベント、ビュー、レポート、ユーザおよび、パーミッションの処理は、それぞれの Pandora FMS ご
とに異なります。すべてが違う目的でインストールされているかもしれません。より上位では、デー
タをリアルタイムに処理することができません。なぜな ら、データは下位のサーバから受け取るの
みであり、また、下位のモニタ項目にアクセスする手段が無いためです。情報の分類とアクセス権
限が、アーキテク チャのデザインによって完全に決められています。
サーバは、XML を通してデータを受け取ります。エージェントが生成したデータをデータサーバが
受け取るのと似ています。上位のサーバは、データのみを受け取ります。イベントはうけとりません。
また、元サーバのアラート再利用はできません。アラートやレポート、グラフなどは受け取るデータ
を元に上位サーバで定義します。
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37.2. ターゲットサーバの追加
モジュールデータをエクスポートする最初のステップは、エクスポートするサーバと、インポートする
サーバの間の接続を行えるようにする異なる設定のスケーリングサーバを定義することです。
システム管理メニューの サーバ管理 (Manage Servers) -> エクスポートターゲット(Export Targets)
で、"作成(Create)" をクリックします。

作成をクリックすると、次のような画面が表示されます。

以下に各フィールドの詳細について説明します。
名前(Name)
Pandora FMS サーバの名前です。

エクスポートサーバ(Export Server)
データをエクスポートするのに利用するエクスポートサーバを選択します。
プレフィックス(Prefix)
プレフィックスは、データを送信するエージェント名に追加されるものとして使われます。例えば、
"Farscape" という名前のエージェントのデータが再送され、エクスポートサーバのプレフィックスが
"EU01" であるなら、送信先のサーバではエージェント名が EU01-Farscape となります。これにより、
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異なる発信元の Pandora FMS サーバからの情報を受け取っているサーバで、データの発信元を
知ることができます。同じ名前があっても大丈夫です。サーバは、プレフィックスの後に常に "_" を
追加します。そのため、プレフィックスの設定を行わないと、送信先のサーバでは "_" がエージェ
ント名の前に付きます。
間隔(Interval)
データを送信する間隔 (秒単位) を設定します。データは常にオリジナルソースから収集されます。
エージェントのデータ収集が 300 秒ごとでも、この設定を 1000 秒にすると、この間隔でサーバは
データを送信します。この場合、 300 秒ごとに収集されているエージェントのデータは、 3 つまとめ
て送信されま す。
対象ディレクトリ(Target directory)
リモートでデータを置く (SSH もしくは FTP を利用) ターゲットのディレクトリです。
アドレス(Address)
データを受け取るデータサーバのアドレスです。
転送モード(Transfer Mode): ファイルの転送モードです。以下から選択可能です。
• Local:データをエクスポートするサーバと同じマシンで受け取る場合。
• SSH: SSH での転送の場合。データをエクスポートするサーバの鍵を受け取るサーバに設

定する必要があります。
• FTP: FTP での転送の場合。
• Tentacle: Tentacle を使った転送の場合。(推奨)
ユーザ(User)
FTP のユーザです。

パスワード(Password)
FTP のユーザパスワードです。

ポート(Port)
ファイル転送に使うポート番号です。Tentacle では、41121 が通常のポート番号です。
拡張オプション(Extra options)
Tentacle を認証付きで利用する場合などの、追加のオプションを設定するフィールドです。
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以下に画面例を示します。
全てのフィールドに入力したら、"追加(Add)" をクリックします。サーバが作成されます。

37.3. ターゲットサーバの編集
ターゲットサーバを編集するには、ターゲットサーバ名をクリックするか、以下の例に示すアイコン
をクリックします。
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37.4. ターゲットサーバの削除
ターゲットサーバを削除するには、対象サーバの右にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

37.5. ターゲットサーバのモジュールへのリンク
情報を送るためには、上位のインスタンスに情報を送信するモジュールを一つ一つ選択する必要
があります。これを行うには、各データをエクスポートサーバに割り当てることができる Pandora
FMS コンソールのモジュールエディタを使います。
エージェントにおける一つのモジュールを編集するには、システム管理メニューの エージェント管
理(Manage agents) で、エージェントを選択します。
対象のエージェント名を表示させたら、エージェント名の下にあるモジュールへアクセスするリンク
(エージェント名の上にマウスポインタを持っていくと表示されます) をクリックします。

モジュールを編集するには、モジュール名をクリックします。この例では、 cpu_user を選択していま
す。
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モジュール名をクリックすると、設定画面が表示されます。データをエクスポートするには、拡張オ
プション(Advanced Options) をクリックし、それにアクセスします。

拡張オプションを開いたら、エクスポートターゲットオプションから、データをエクスポートしたい
サーバを選択します。デフォルトでは、"なし(none)" が選択されています。
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Pandora FMS に、選択したサーバへのデータエクスポートを開始させるには、 "更新(Update)" をク

リックします。
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38 NETFLOW
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38.1. 概要
バージョン 5.0 の Pandora FMS から、NetFlow プロトコルを使って IP 通信をモニターできます。通
信のパターンおよび全体のデータを見ることができ、とても便利です。
Netflow は、Cisco Systems により開発された IP 通信の情報を収集するためのネットワークプロトコ
ルです。 Netflow はネットワークトラフィックモニタリングの業界標準になっており、現在では Cisco
IOS お よ び NXOS 、 Juniper デ バ イ ス 、 Enterasys Switches 、 そ し て Linux, FreeBSD, NetBSD,
OpenBSD といった OS など複数のプラットフォームでサポートされています。

38.1.1. Net flow
Netflow に対応したデバイス (netflow プローブ)は、情報の小さなかたまりで構成される netflow レ
コードを生成します。それは中央デバイスまたは netflow サーバ(netflow コレクタ)へ送信され、情

報が保存、処理されます。
データは、UDP または SCTP にて Netflow プロトコルにより送信されます。 netflow レコードは小さ
なパケットで、流れている全通信内容ではなく、接続に関する統計情報のみを含んでいます。
オリジナルの仕様から異なり追加情報を含んだいくつかの Netflow 実装がありますが、ほとんどの
場合少なくとも次の情報を含んでいます。
•
•
•
•

発信元 IP アドレス
宛先 IP アドレス
発信元 UDP または TCP ポート
宛先 UDP または TCP ポート
885

概要
• IP プロトコル
• インタフェース (SNMP ifIndex)
• サービスのタイプ

いくつかのベンダでは、異なる名前で似たようなプロトコルを定義していますが、目的は同じです。
•
•
•
•
•
•
•

Juniper Networks の Jflow または cflowd
3Com/H3C|HP の NetStream
Huawei の NetStream
Alcatel Lucent の Cflowd
Ericsson の Rflow
AppFlow
sFlow

38.1.2. Netflow コレクタ
Netflow コレクタは、ルータやスイッチから送られた全ての Netflow 情報を収集するためにネット
ワーク上に置かれたデバイス(PC やサーバ)です。
Netflow サーバは、データを受け取り保存するために必要です。 Pandora FMS は、この目的に
nfcapd を利用しています。Pandora FMS が Netflow データを処理できるようにするには、これをイ
ンストールする必要があります。 Pandora FMS は、必要なときに自動的にこのサーバを起動・停止

します。

38.1.3. Netflow プローブ
プローブは、通常 Netflow に対応したルータで、 Netflow データを Netflow コレクタ (我々の場合、
nfcapd が動いている Pandora FMS サーバです) に送信するように設定されたものです。
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38.2. インストールと必要要件
Pandora FMS は、全ての netflow 通信を処理するためにオープンソースのツールである nfcapd
を利用します。このデーモンは、 Pandora FMS サーバにより自動的に起動されます。このシステム
は、データを特定の場所のバイナリファイルに保存します。 Netflow を使うには、 nfcapd をインス
トールする必要があります。 nfcapd のデフォルトの待ち受けポートは 9995/UDP です。ファイアー

ウォールがある場合は、このポートを開ける必要があることに注意してください。

38.2.1. nfcapd のインストール
nfcapd は、手動でインストールする必要があります。 Pandora FMS 自身は nfcapd をインストー
ルしません。インストール方法の詳細は、nfcapd プロジェクトの公式ページを参照してください。
Pandora FMS
は デ フ ォ ル ト で 、 Netflow
デ ー タ を 保 存 す る の に
/var/spool/pandora/data_in/netflow ディレクトリを利用します。 Pandora FMS サーバによって起
動されるときに、nfcapd にこのディレクトリが指定されます。何を行っているかがわからない場合は、

変更しないでください。
Pandora FMS では、Netflow データを処理するのに nfdump バージョン 1.6.8p1 が必要です。
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nfcapd の手動での動作確認には次のようにします。
nfcapd -l /var/spool/pandora/data_in/netflow -D

Pandora FMS コンソールが動いているウェブサーバプロセスから Netflow データファイルを読むた
めに、/var/spool/data_in/netflow へアクセスできる必要があることに注意してくだい。

38.2.2. Netflow プローブのインストール
Netflow に対応したルータが無く、 Linux サーバをルータとして利用している場合は、 netflow 情報
を Netflow サーバへ送信するソフトウエアの Netflow プローブをインストールできます。
Linux では、fprobe というプログラムがあり、トラフィックを取得し Netflow サーバへ送信します。こ
のプログラムで、次のようにインタフェースを通る Netflow トラフィックを生成することができます。
/usr/sbin/fprobe -ieth0 -fip 192.168.70.185:9995

トラフィックが生成されたら、次のコマンドでトラフィックの状態を見る事ができます。
nfdump -R /home/netflow_data/

次のような情報が表示されます。
Aggregated flows 1286
Top 10 flows ordered by packets:
Date flow start
Duration Proto
Addr:Port
Packets
Bytes Flows
2011-12-22 20:41:35.697
901.035 TCP
192.168.50.2:22
2105
167388
2011-12-22 20:41:35.702
900.874 TCP
192.168.60.181:50935
1275
202984
2011-12-22 20:48:15.057
1.347 TCP
192.168.50.15:40044
496
737160
2011-12-22 20:48:14.742
1.790 TCP
192.168.50.15:60101
409
607356
2011-12-22 20:46:02.791
76.616 TCP
192.168.60.181:40500
370
477945
2011-12-22 20:48:15.015
1.389 TCP
157.88.36.34:80
363
22496
2011-12-22 20:46:02.791
76.616 TCP
192.168.50.15:80
303
24309
2011-12-22 20:48:14.689
1.843 TCP
91.121.124.139:80
255
13083
2011-12-22 20:48:14.665
1.249 TCP
192.168.50.15:38476
227
335812
2011-12-22 20:48:21.350
0.713 TCP
192.168.50.15:47551
224
330191
Top 10 flows ordered by bytes:
Date flow start
Duration Proto
Addr:Port
Packets
Bytes Flows
2011-12-22 20:48:15.057
1.347 TCP
192.168.50.15:40044
496
737160
2011-12-22 20:48:14.742
1.790 TCP
192.168.50.15:60101
409
607356
2011-12-22 20:46:02.791
76.616 TCP

Src IP Addr:Port

Dst IP

192.168.60.181:50935 ->
4
192.168.50.2:22

->

4
157.88.36.34:80
1
91.121.124.139:80
1
192.168.50.15:80
1
192.168.50.15:40044

->
->
->
->

1
192.168.60.181:40500
1
192.168.50.15:60101
1
178.32.239.141:80
1
137.205.124.72:80
1

->
->
->
->

Src IP Addr:Port
157.88.36.34:80
1
91.121.124.139:80
1
192.168.50.15:80

Dst IP
->
->
->
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192.168.60.181:40500
2011-12-22 20:48:14.665
192.168.50.15:38476
2011-12-22 20:48:21.350
192.168.50.15:47551
2011-12-22 20:48:15.313
192.168.50.15:52019
2011-12-22 20:48:14.996
192.168.50.15:36940
2011-12-22 20:51:12.325
192.168.60.181:40512
2011-12-22 20:52:05.935
192.168.60.181:40524
2011-12-22 20:41:35.702
192.168.60.181:50935

370
477945
1.249 TCP
227
335812
0.713 TCP
224
330191
1.603 TCP
212
313432
1.433 TCP
191
281104
46.928 TCP
201
245118
34.781 TCP
167
211608
900.874 TCP
1275
202984

1
178.32.239.141:80
1
137.205.124.72:80
1
89.102.0.150:80
1
212.219.56.138:80
1
192.168.50.15:80
1
192.168.50.15:80
1
192.168.50.2:22
4

->
->
->
->
->
->
->

Summary: total flows: 1458, total bytes: 5.9 M, total packets: 15421, avg bps:
49574, avg pps: 15, avg bpp: 399
Time window: 2011-12-22 20:40:46 - 2011-12-22 20:57:21
Total flows processed: 1458, Records skipped: 0, Bytes read: 75864
Sys: 0.006s flows/second: 208345.2
Wall: 0.006s flows/second: 221177.2

ここまでの動作確認ができたら、次はそれを利用できるようにするための Pandora FMS の設定で
す。

38.3. Pandora FMS における Netflow の動作
Pandora FMS は、Netflow データをデータベースには保存しません。情報は、レポートを表示する

時にオンデマンドで処理されます。
Pandora FMS は、 フィルタ を使って Netflow データを処理します。フィルタは、通信パターンに
マッチするルールのセットです。ルールは、 'サブネット 192.168.70.0/24 からの通信すべて' といっ
たように簡単です。また、pcap の書式も利用できます。

フィルタを作成したら、フィルタにマッチした情報をどのように表示するか (グラフや表)および時間
範囲をレポートで定義する必要があります。 Netflow レポートは、他の Pandora FMS レポートと同
様にオンデマンドでのアクセスです。
Netflow のレポートは、Pandora の一般的なレポートのメニューからレポートとして表示されます。そ

のため通常のレポートに組み込むこともできます。
また、通信の分析や素ぽーっとでルールを作成したり修正するためのライブ Netflow ビューワがあ
ります。これは、問題を調査したり、保存しない一時的なグラフを表示するのにするのにとても便利
です。

38.3.1. Enterprise 版: Pandora での分析
Enterprise 版では、Pandora FMS のモジュールとして、フィルタリングした平均トラフィックを保存す

ることができます。これにより、アラートを設定したり、重ね合わせグラフを生成したり、 他の
Pandora FMS モジュールと共に利用することができます。より詳細は、以下を参照してください。
予測サーバによる Netflow モニタリング
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38.3.2. 設定
まず最初に、Netflow を操作(Operation)およびシステム管理(Administration)メニューからアクセス
できるようにする必要があります。

システム管理 (Administration) メニューの、設定 (Configuration) の中に、 Netflow オプションがあり
ます。そこで、 Netflow 通信で取得したファイルを置くパスを指定します。例えば、 /tmp/netflow で
す。また、nfcapd デーモンのパスも正しく設定されている必要があります。

次の設定オプションがあります。
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• データ保存パス (Data storage path): Netflow データが保存されるディレクトリです。重
要: Netflow データを保存するディスクのアクセス速度はパフォーマンスに影響します。
• デーモン間隔 (Daemon interval): データファイルをローテートする時間間隔 ( 秒 ) です。
3600 を推奨します。間隔を大きくすると大きなファイルとなり、 I/O のオーバーヘッドは小さ

くなりますが、特定の時間間隔におけるデータの検索は遅くなります。
• デーモンバイナリパス(Daemon binary path): nfcapd バイナリのパスです。
• Nfdump バイナリパス(Nfdump binary path): nfdump バイナリのパスです。
• Nfexpire バイナリパス (Nfexpire binary path): nfexpire バイナリのパスです。 This
program deletes old Netflow data.
• 最大グラフ解像度(Maximum chart resolution): Netflow グラフを表示するエリアの最
大サイズです。解像度を高くするとパフォーマンスが下がります。 50 と 100 の間の値をお

勧めします。
• ライブビューカスタムフィルタの無効化 (Disable live view custom filters): 有効にすると、
管理者によってあらかじめ作成された Netflow フィルタのみが Netflow ライブビューで利用
できます。
• Netflow 最大保存期間 (Netflow max lifetime): 指定した日数よりも古い Netflow デー
タが削除されます。
netflow 設定を有効にした場合、 nfcapd サーバを起動するために Pandora FMS サーバを再起動

する必要があります。このサーバは、システムからアクセスできるパスにインストールされている必
要があります。動作に関して疑問点があれば サーバログを確認してください。このサーバは 、
Pandora FMS サーバではないため、サーバ表示には現れません。

38.4. フィルタ
フィルタの作成と編集は、 "システム管理 -> Netflow -> フィルタ" で行います。ここでは、すでに作
成済みのフィルタ一覧があり、変更や削除ができます。
Netflow フィルタは、ここで説明するいくつかの機能を定義することができます。
• 名前(Name): フィルタの名前です。解りやすいものを定義してください。
• グループ(Group): 1 ユーザは、アクセス可能なグループの一つのフィルタのみ作成または

編集できます。
• フィルタ(Filters): フィルタには、基本と拡張の 2 つのタイプがあります。拡張フィルタは、
nfdump と同じフォーマットの拡張表現が利用できます。基本フィルタは、発信元 IP、宛先
IP、発信元ポート、宛先ポートで通信をフィルタできます。カンマで区切った IP またはポー
トリストが利用できます。
• 集約: 通信が次の基準で集約されます:

発信元 IP(IP Origin): 異なる発信元 IP ごとに通信を表示します。
宛先 IP(IP Destination): 異なる宛先 IP ごとに通信を表示します。
発信元ポート(Origin Port): 異なる発信元ポートごとに通信を表示します。
宛先ポート(Destiny Port): 異なる宛先ポートごとに通信を表示します。
プロトコル(Protocol): 異なるプロトコルごとに通信を表示します。
全て(Any): (全データ)
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• 出力フォーマット: 次の出力が表示されます:

パケット数
バイト数
通信速度(bps)
バイト数/パケット数
基本ウェブ通信フィルタの例:

拡張イントラネット通信フィルタの例:
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以下に、他のフィルタ例を示します。
• 192.168.0.1 発または宛のトラフィックをキャプチャ:
host 192.168.0.1

• 192.168.0.1 宛のトラフィックをキャプチャ:
dst host 192.168.0.1

• 192.168.0.0./24 発のトラフィックをキャプチャ:
src net 192.168.0.0/24

• HTTP および HTTPS のトラフィックをキャプチャ:
(port 80) or (port 443)

• DNS 以外の全トラフィックをキャプチャ:
port not 53

• 192.168.0.1 宛の SSH トラフィックをキャプチャ:
(port 22) and (dst host 192.168.0.1)

893

レポート

38.5. レポート
Netflow レポートは、 Pandora FMS のレポート機能に統合されています。 (詳細は、 レポート を参
照してください)

新たにレポートアイテムを作成するには、netflow レポートアイテムの一つを選択します。

そして、設定します。次のオプションがあります。

•
•
•
•
•

タイプ(Type): 以下に説明するアイテムのタイプです。
フィルター(Filter): 利用する Netflow フィルタです。
説明(Description): アイテムの説明です。
間隔(Period): データを表示する期間です。
解像度(Resolution): データは、解像度に指定したサイズで取得されます。もし、間隔 /解
像度を最大グラフ解像度より大きく設定すると、動的に再調整されます。例えば、間隔が 1
日で、解像度が 1 時間の場合、24 ポイントがグラフに表示されます。
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• 最大値(Max. values): 集約する要素の最大値です。例えば、 HTTP トラフィックのグラフを
書く場合、ソース IP アドレスで集約し、最大値が 5 であれば、5 つの IP アドレスのみが表

示されます。
netflow レポートのアイテムは、5 種類あります。
• 塗りつぶしグラフ(Area chart): 集約または未集約の塗りつぶしグラフです。

• 円グラフ(Pie chart): 集約した円グラフです。

• データ一覧(Data table): 塗りつぶしグラフをテキストで表したものです。
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• 状態一覧(Statistics table): 円グラフをテキストで表したものです。

• サマリ一覧(Summary table): 指定した間隔のトラフィックサマリです。

38.6. Netflow ライブビュー
フィルタした情報は、"操作 -> Netflow -> ライブビュー" から表示できます。このツールで、フィルタ
の変更のプレビューおよび、好みの出力結果を保存できます。設定したフィルタをロードし編集す
ることもできます。
ライブビューオプションの設定方法については、レポート と フィルタ を参照してください。
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フィルタの選択から既存のフィルタを編集するには、変更したい部分を修正し、既存のフィルタの
更新(Update current filter)をクリックします。

新たなフィルタを作成するには、設定後、 新たなフィルタとして保存 (Save as new filter)をクリックし
ます。名前とオプションでグループを選択し、 新たなフィルタとして保存 (Save as new filter)を再度
クリックします。
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39 冗長化
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39.1. 概要
Pandora FMS はとても安定したアプリケーションになっています。 (みなさんのテストのおかげで、そ
れぞれのバージョンでは拡張が行われ、数百の不具合が報告され、修正 されてきました。) しかし、
クリティカルや高負荷な環境では、複数のサーバに処理を分散させることが可能です。 Pandora
FMS では、いずれかのコンポーネントで障害が発生しても、システム自体はダウンしません 。
Pandora FMS は、細かいモジュールで設計されています。それぞれのモジュールは、独立して動

作することができます。しかし、それぞれはまた、連携して動作することがで き、負荷を分配するこ
とができます。
Pandora FMS の基本設計を以下に示します。

もちろん、エージェントは冗長化構成ではありません。エージェントがダウンすると、モジュールの
実行ができず、また、複数のエージェントを 平行して実行することはできないため、またはシステム
自体がダウンしているため、そのエージェントの全てのデータ収集はできなくなります。 重要なシ
ステムに対する最良の解決策は、Pandora FMS エージェントのある無しに関わらず、冗長化しモニ
タリングすることです。
いくつかの場面において、次のような HA 構成が可能です。
• データサーバのバランシングと HA
• ネットワーク、WMI、プラグイン、Web および予測サーバのバランシングと HA
• データベースのロードバランシング
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• 自動検出サーバのバランシングと HA
• Pandora FMS コンソールのバランシングと HA

39.1.1. データサーバのバランシングと HA
これは、Pandora FMS のサーバのインストール面では特別な知識は必要ありませんが、複雑な設
定になります。別途、商用の HA やバランシングを実現するハードウエアや、 vrrpd, LVS, keepalive
などのオープンソースの HA やロードバランシングツールを利用する必要があります。
Pandora FMS データサーバでは、 2 つのマシンに ( ホスト名とサーバ名を変えて ) 同様の設定の
データサーバをインストールする必要があります。それぞれのサーバに、 Tentacle サーバや、必要
に応じて SSH/FTP サーバも設定する必要があります。それぞれのマシンの鍵 (SSH) をコピーす
る必要がある点にも注意してください。設定をコピーすれば良いだけなので、 Tentacle を利用する
のがより簡単です。それぞれのマシンは、別々の IP アドレスを持っており、エージェントがデータ
を送信するために接続する 1 つの IP アドレスはバランサーがもちます。バランサは、対応する

サーバにデータを送信します。
一方で障害が発生した場合、アクティブなサーバにのみ接続するようになります。 Pandora FMS
エージェントは変更に気付くことなく、これまでと同様のアドレスへ接続します。しかし、この場合は 、
ロードバランサーは障害が発生したサーバにはデータを 送信せず、アクティブな方にのみ送信し
ます。 Pandora FMS データサーバの設定を変更する必要はありません。それぞれのサーバに
別々の名前を設定してさえいえれば、サーバの状態ビューでいずれかがダウンしているこ とがわ
かり便利です。Pandora FMS データモジュールは、いずれかのサーバで処理することができます。
事前のサーバ指定は不要です。簡単に HA 構成がとれるように設計されています。
HA を組む別の方法として、 2 つのサーバをアクティブ / スタンバイで設定する方法があります。
エージェントからのデータ送信を異なる 2 つのサーバに行います。これについては、次の "ソフト
ウエアエージェントでのバランシング" で説明します。

章の終わりでは、 HA および、 LVS と、keepalive を利用した Tentacle (41121) や SSH、FTP などの
ロードバランシングの実装の仕組について説明します。同じ手法は、2 台以上のシステムに適用で
きます。この場合、Pandora FMS のウェブは、apache を使うと便利です。
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39.1.1.1. ソフトウエアエージェントでのバランシング
ソフトウエアエージェントで、データサーバのバランシングを行うことができます。データサーバの
一方をマスター、もう一方をバックアップとして設定することができます。
エージェントの設定ファイル pandora_agent.conf において、次の部分のコメントを外します。
# Secondary server configuration
# ==============================
# If secondary_mode is set to on_error, data files are copied to the secondary
# server only if the primary server fails. If set to always, data files are
# always copied to the secondary server
secondary_mode on_error
secondary_server_ip localhost
secondary_server_path /var/spool/pandora/data_in
secondary_server_port 41121
secondary_transfer_mode tentacle
secondary_server_pwd mypassword
secondary_server_ssl no
secondary_server_opts

次に示すオプションがあります。(詳細は、エージェント設定の章を参照してください。)
• secondary_mode: セカンダリサーバのモードを設定します。次のいずれかが設定できま

す。
• on_error: メインサーバにデータを送信できなかった場合のみセカンダリサーバに

データ送信します。
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• always: メインサーバに接続できるできないに関わらず、常にセカンダリサーバにも
•
•
•
•
•
•
•

データを送信します。
secondary_server_ip: セカンダリサーバの IP アドレスを指定します。
secondary_server_path: セカンダリサーバの XML ファイルを置く場所を指定します。
通常は、/var/spool/pandora/data_in です。
secondary_server_port: セカンダリサーバに XML ファイルを置くためのポート番号を
指定します。tentacle では 41121、ssh は 22、ftp は 21 です。
secondary_transfer_mode: セカンダリサーバに XML を送信するモード (tentacle, ssh,
ftp など) を設定します。
secondary_server_pwd: FTP で送信するためのパスワードを設定します。
secondary_server_ssl: Tentacle その他でデータを送信するときに、 ssl を使うかどうかを
yes または no で指定します。
secondary_server_opts: 転送に必要なその他オプションを設定します。

39.1.2. ネットワーク、WMI、プラグイン、ウェブ、予測サーバのバランシングと HA
これは簡単です。複数のサーバに、ネットワーク、 WMI、プラグイン、ウェブ、予測サーバを (モニ
タしたいシステムを見れるよう同じように ) それぞれインストールします。複数のサーバは ( ネット
ワーク遅延が同じになるように) 同一セグメントに置く必要があります。
それぞれのサーバはプライマリとして選択できます。それぞれのサーバは、他方がダウンした場合、
そのサーバに割り当てられていた全てのモ ジュールデータの収集を自動的に引き継ぎます 。
Pandora FMS サーバには、最終接続時間 (サーバの threshold x 2) を確認して、他のサーバがダ
ウンしていることを検知する仕組が実装されています。 Pandora FMS サーバが 1 台でも稼働してい
れば、他のサーバのダウンを検出することができます。すべての Pandora FMS サーバがダウンし
た場合は、検出する手段はありません。
2 つのノードのシステムで HA およびロードバランシングを実装する簡単な方法は、それぞれの
サーバに 50% ずつモジュールを割り当て、両方のサーバをマスターとして選択します。 2 つ以上
のマスターサーバがあり、 3 台目がダウンした場合は、 1 台目のマスターサー バがダウンしたサー

バに割り当てられていたモジュールの実行を自分自身に割り当てます。ダウンしたサーバが復旧
した場合は、再度モジュールの実行が自動的 にプライマリサーバに割り当てられます。
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異なるサーバ間でのロードバランシングは、エージェント管理 (Agent Administration) の設定メ
ニューで実施します。

"サーバ(server)" フィールドにて、監視を実行するサーバを選択することができます。

39.1.2.1. サーバの設定
サーバには、次の 2 つのモードがあります。
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• マスターモード
• 非マスターモード

これらの違いは、同じ種類の Pandora サーバ (ネットワークサーバなど ) がそれぞれのサーバにあ
る場合に、HA モードで動作させるかどうかです。サーバがダウンした場合、マスターサーバは、ダ
ウンしたサーバが受け持っていたネットワークモジュールの実行を引き継ぎ ます。非マスターサー
バはこの動作を行いません。
このオプションは、/etc/pandora/pandora_server.conf にて master 1 という記述で設定します。
1 を設定するとマスターモードが有効になり、0 を設定すると無効になります。

39.1.3. データベースのロードバランシング
HA とロードバランシングを同時に実現するために、データベースクラスタを設定することができま

す。データベースは、全ての環境において重要なコンポーネント です。そのため、クラスタリングが
最良のオプションとなります。データベースを MySQL のクラスタ構成にするだけです。この設定は
十分にテストされ問題なく動作します。しかし、 MySQL 5 のクラスタ管理の知識は必要です。また、
多くのメモリを必要とします。最大 5000 モジュールを 2 つのノードで対応するには、最低でも
2GB 必要です。
この場合、Pandora FMS 側には特別な設定は必要ありません。

MySQL で HA 構成を組む例は、補足資料にも示しています。 (MySQL クラスタ、レプリケーション
による MySQL の HA 構成および、DRBD)

39.1.4. 自動検出サーバのバランシングと HA
自動検出サーバにおいても、冗長化はとても簡単です。それぞれに自動検出サーバをインストー
ルし、それぞれのタスクを設定するだけです。一方がダウンした場合、もう一方がタスクを引き継ぎ
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ます。

39.1.5. Pandora FMS コンソールのバランシングと HA
この場合は、Pandora FMS に特別な設定は必要ありません。非常に簡単で、それぞれのマシンに
コンソールをインストールすれば良いだけです。異なる場所から異なるユーザで同時に、そ れぞ
れを利用することができます。コンソールの上に Web のロードバランサを置くことによって、どちら
にアクセスしているかを認識することなく利用することができます。セッションはクッキーで管理され
ており、ブ ラウザに保存されます。LVS や KeepAlived を用いた HA 構成については後述します。

39.2. 補足 1: LVS と keepalived を用いた HA およびロードバラン

シングの実装
ロードバランシングには、 Linux Virtual Server (LVS) の利用をお勧めします。サーバ間の HA 構
成を管理するには、Keepalived の利用をお勧めします。
LVS
LVS プロジェクトの主な役割は、アプリケーションレベルのソフトウエアとクラスタ管理のコンポーネ
ントを利用して、ソフトウエア (IPVS) でロードバランシングを行う拡張 IP システムを開発することで

す。
IPVS

ソフトウエアでのロードバランシングを行う拡張 IP システムは Linux カーネルに実装されており、
すでにバージョン 2.4 および 2.6 カーネルに含まれています。
Keepalived

これは、LVS を管理するために利用します。 Keepalived は、2 台のサーバをクラスタ構成にするた
めに利用します。Keepalive は、一方の LVS がダウンした場合、もう一方の稼働しているノードにア
ドレスを割り当てます。
我々は、HA 構成のために Keepalived を選択しました。サーバ間でセッションを維持することがで
きるためです。 ある機能で障害が発生した場合、利用していた機能は正常なサーバへ移ります。
処理が完全に移るため、これまで処理していたのと同じ状態になります。 (SSH は暗号化ロジック
があるため動作しませんが、SSL 無しの Tentacle や FTP など、単純な TCP セッションであれば問
題なく継続することができます。 ) Tentacle/SSH では、接続のリトライを行いますので、データパ
ケットの情報は失われることはありません。
KeepAlived を利用するための設定ファイルと記載については、補足 3 に示します。

ロードバランシングアルゴリズム
最も使われる 2 つのアルゴリズムは、「ラウンドロビン」と「ウエイトラウンドロビン」です。これらは非
常に似ており、順番に処理を割り当てる動作を基本にしています。
「ラウンドロビン」は、最も簡単な処理の割り当てアルゴリズムで、それぞれの処理を順番に割り当
てます。すべての処理は同じ優先順位です。
もう一方の「ウエイトラウンドロビン」は、クラスタを構成するサーバの負荷を考慮して割り当てること
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ができるアルゴリズムです。ある特定の数の処理をウエイトに応じて一方のノードに割り当てます。
ここではトポロジに関しては言及していません。双方のマシンは、同じハードウエア構成であること
を想定しています。我々は、ロードバランシングアルゴリズムとして、「ラウンドロビン」を利用するこ
とにしました。

39.2.1. ノードダウン時の動作
Keepalived は、サービスのダウンを検出します。その場合、ダウンした LVS をアクティブノードから

外し、ダウンしたノードに対するリクエストを、アクティブなノードへリダイレクトします。
ダウン状態から復旧した場合は、keepalived を次のように再起動します。
/etc/init.d/keepalived restart

これによりサービスが再起動し、LVS の稼働ノードリストに再び追加されます。
一つのノードがダウンした場合、 ipvsadm を使って手動でノードを登録する必要はありません。そ
れは、 HealthCheckers によって HA を構成するサービスを再起動しチェックする Keepalived に
よって実行されます。

39.3. 補足 2. LVS バランサー設定
ipvsadm の利用方法:
Linux に ipvsadm を設定します。
ipvsadm -A -t ip_cluster:22 -s rr

オプションは次の通りです。
• A サービスの追加
• t TCP サービス
• s 負荷分散手法 この例では、"rr" (ラウンドロビン) を指定しています。
22 番ポートへのアクセスを振り分けるノード (実サーバ) を設定します。
ipvsadm-a -t ip_cluster:22 -r 192.168.1.10:22 -m ipvsadm -a -t ip_cluster:22 -r
192.168.1.11:22 -m

アクティブな接続が無い時の、ipvsadm の状態は次のようになります。
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP cluster:www rr
-> nodo-2:ssh
Masq
1
0
0
-> nodo-1:ssh
Masq
1
0
0

「ラウンドロビン」アルゴリズムを利用することにより、クラスタ内で双方のマシンは同じ優先度になり
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ます。接続は共有されます。ここで、 LVS バランシングのクラスタに接続がある場合の例を以下に
示します。
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP cluster:ssh rr
-> nodo-2:ssh
-> nodo-1:ssh

Masq
Masq

1
1

12
11

161
162

39.4. 補足 3. KeepAlived 設定
Keepalived は、設定ファイル (/etc/keepalived/keepalived.conf) に書かれているサービスが稼働し

ているかどうかをチェックし、バランシングクラスタの別のホストを保持します。稼働中のホストがダウ
ンした場合は、バラン シングクラスタ内の他方のホストに処理を移します。
Keepalived の起動は次の通りです。
/etc/init.d/keepalived start

Keepalived を停止するには次のようにします。
/etc/init.d/keepalived stop

クラスタに使う設定ファイル例を以下に示します。
# Configuration File for keepalived
global_defs {
notification_email {
email@valido.com
}
notification_email_from keepalived@domain
smtp_server 127.0.0.1
smtp_connect_timeout 30
lvs_id LVS_MAIN
}
virtual_server 192.168.1.1 22 {
delay_loop 30
lb_algo rr
lb_kind NAT
protocol TCP
real_server 192.168.1.10 22 {
weight 1
TCP_CHECK {
connect_port 22
connect_timeout 3
nb_get_retry 3
delay_before_retry 1
}

908

補足

3. KeepAlived 設定

}
real_server 192.168.1.11 22 {
weight 1
TCP_CHECK {
connect_port 22
connect_timeout 3
nb_get_retry 3
delay_before_retry 1
}
}
}
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40.1. データベース管理
Pandora FMS は、外部メンテナンスを必要としません。しかし、古いデータ削除や圧縮はとても重
要です。 Pandora FMS の上記処理を行うための重要なツールがあります。このツールは、夜間に
一度だけ必ず実行する必要があります。複数の物理サーバがある場合は、そのうちの 1 台で実行
します。このツールは、 Pandora FMS サーバが動作しているシステムで実行しなければなりません 。
もし、2 つのサーバがあり、サーバとコンソールが別々のサーバで動作している場合は、 Pandora
FMS サーバが動作している方で動かします。このツールは以下の場所にあります。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl

pandora_db.pl は、Pandora FMS サーバパッケージに含まれています。

このツールは、データベースの全てのメンテナンスを自動的に実行し、 Pandora FMS の上記の機
能を実現するのに重要です。そのため、正しく動作しているかどうかに注意してください。このツー
ルの機能は次の通りです。
• 古いデータの削除をします。
• データの加工による圧縮をします。これにより、ディスクの使用量を押さえてグラフを描画で
きる状態にします。(これが Pandora FMS が古い情報を表示できる理由です)
• 存在しないモジュールのデータベースでの整合性や、初期化されていないために利用さ
れていないモジュール (これらのモジュールは、未初期化モジュールとして表示されます )

をチェックします。
• エージェントの一日の接続情報を削除します。 Pandora FMS は、24 時間を越えるエージェ

ント接続情報は必要としません。もし、それが増えると、データベースのアクセス速度が低
下します。
• エンタープライズ版では、全ての古いデータをスタンバイデータベースに移動します。

この処理は、毎晩実行される必要があり、 cron 処理として設定して実行することがとても重要です 。
インストール時に設定されますが、正しく設定できているかは確認してください。この章では、設定
が正し くできているかどうかを確認できるように、手動で設定する方法を説明します。
標準的な Linux システムにこのツールをインストールするには、次の手順の実行をお勧めします。
• /etc/cron.daily/pandora_db というファイルを新たに作成し、次の内容を記載します。
#!/bin/bash
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf

• ファイルのパーミッションを次の通り設定します。
chmod 750 /etc/cron.daily/pandora_db

• オーナーを変更します。
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chmod root:root /etc/cron.daily/pandora_db

• cron の設定を再読み込みします。
/etc/init.d/cron reload

これで有効になり、毎晩 Pandora FMS データベースのメンテナンスツールが実行されます。これ
により、データベースは常に最適な状態に保たれます。
最後に、すべてが正しく設定できているかを確認するために、ツールのインストール後は、手動で
以下のファイルを一度実行します。
/etc/cron.daily/pandora_db

実行すると、次のようなメッセージが表示されます。 (Pandora FMS のログレベル設定により表示さ
れる情報は異なります)
Pandora FMS DB Tool 3.0-dev PS090930 Copyright (c) 2004-2008 Artica ST
This program is Free Software, licensed under the terms of GPL License v2
You can download latest versions and documentation at http://www.pandorafms.org
Pandora DB now initialized and running (PURGE=60 days, COMPACT=15 days, STEP=1) ...
Starting at 2009/10/10 02:02:18
[PURGE] Deleting old event data (More than 60 days)...
[PURGE] Deleting old data...
[PURGE] Delete old data (string) ...
[PURGE] Delete pending deleted modules (data table)...
[PURGE] Delete pending deleted modules (data string table)...
[PURGE] Delete pending deleted modules (data inc table)...
[PURGE] Delete pending deleted modules (status, module table)...
[PURGE] Delete old session data
[PURGE] Delete old data from SNMP Traps
[PURGE] Deleting old access data (More than 24hr)
[CHECKDB] Deleting non-init data...
[CHECKDB] Checking database consistency (Missing status)...
[CHECKDB] Checking database consistency (Missing module)...
[CHECKDB] Deleting non-existing module 1189 in state table
[CHECKDB] Deleting non-existing module 1190 in state table
[COMPACT] Compacting data until 2009092502:02:18
Ending at 2009/10/10 02:02:31

40.2. メンテナンスツールの手動実行
スクリプトを作成したら、メンテナンスツールを手動で実行することができます。使い方はとても簡単
です。シェルコンソールから次のように実行します。
注意: 稼働中のシステムでは時間がかかる場合があります。プロセスはバックグラウンドでの実行を
お勧めします。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf
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手動でメンテナンスツールをバックグラウンド実行するには、次のようにします。
nohup /usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf

バックグラウンドでプロセスの実行には少々時間がかかります。プロセスの実行中でも、シェルこの
ソールを閉じることができます。
注意: インストールの状況によっては、ツールのディレクトリが変わります。ほとんどの場合は以下
の通りです。
/usr/share/pandora_server/util/

Pandora FMS の以前のバージョンでは、以下にあります。
/usr/share/pandora/util/

現在のバージョンのツールを利用し、以前のバージョンのものは利用しないことが重要です。プロ
グラムを引数無しで実行すると、ツールのバージョンを表示します。

40.3. データベースバックアップ
mysqldump コマンドで、データベースをダンプすることができます。データをリストアするには、オリ
ジナルと同じ名前の空のデータベース (通常は pandora) が必要です。

バックアップの実行
mysqldump -u root -p pandora > /backup/pandoradb_backup.sql

バックアップからのリストア
mysql -u root -p
create database pandora;
use pandora;
source /backup/pandoradb_backup.sql

おそらく、ユーザの権限も以下のように設定する必要があります。
grant all privileges on pandora.* to pandora@localhost identified by 'mypassword';

システム全体のバックアップを行いたい場合は、エージェントとサーバの設定情報を保存するため
に、/etc/pandora ディレクトリ全体のバックアップも忘れないようにしてください。
上記は、データベースのみのバックアップとリストアであることに注意してください。
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40.4. Pandora FMS のバックアップとリカバリ
Pandora FMS サーバの配布パッケージには、 Pandora FMS 全体をバックアップ、リストアするのに

便利なスクリプトがあります。このスクリプトは、サーバとコンソールがインストールされているサーバ
のコピーおよび リストアを行います。もし、それとは異なる環境の場合は、パラメータの調整か修正
をして利用してください。
この処理を実行するには、スクリプトを root 権限で実行する必要があります。
スクリプトは以下にあります。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_backup.sh

引数無しで実行すると、ヘルプを表示します。
Pandora FMS Command line backup tool. http://www.pandorafms.org
(c) 2009 Sancho Lerena <slerena@gmail.com>, Artica Soluciones Tecnologicas
Syntax:
-c Path to Pandora FMS console, p.e:
/srv/www/htdocs/pandora_console
-d Destination path for backup file. p.e: /tmp
-s Source filename for backup restore. p.e: /tmp/pandorafms
-f Restore also files
-q Quiet. No output message (used for scripts/cron)
-b No database backup/restore
Please BE SURE TO USE RESTORE (-s) option. This will OVERWRITE ALL your
PandoraFMS install, including files, configuration and data. Please backup first!

このスクリプトは、次のコンポーネントのコピーとリストアをするように設計されています。
•
•
•
•

サーバ設定ファイル
処理待ちのファイルおよび、エージェントのリモート設定ファイル
DB 全体
ウェブコンソール全体

コピー元とコピー先オプション
このスクリプトは、ウェブコンソールの設定ファイルに設定されている DB のアクセス情報を利用し
ます。そのため、ウェブコンソールの設定ファイルのパスを -c オプションで指定する必要がありま
す。 このパラメータは、ウェブコンソールのバックアップを取得するためにも利用されます。
パ ッ ク ア ッ プ 先 は 、 -d オ プ シ ョ ン で 指 定 し ま す 。 バ ッ ク ア ッ プ フ ァ イ ル が
pandorafms_backup_xxxxxxx.tar.gz というファイル名で圧縮されて置かれます。
オリジナルのリストア先は、このツールで生成されたバックアップファイルに保存された、名前とパ
スになります。
ファイルのおよびデータのリストア
-f オプションを指定することにより、ファイルおよびデータベースのデータをリストアすることができ
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ます。(同じファイルは上書きされます ) ファイルが上書きされるため、問題が発生する可能性があ
ります。-f オプションの利用は、 Pandora の全ファイル (コンソールおよびサーバ ) のバックアップか
らのリストアの時にのみ利用してください。
ファイルのリストア
上記のオプションと同じですが、ファイルのみをリストアします。データはリストアしません。この場合
は、-b オプションを利用します。
データのリストア
デフォルトのオプションです。これを行うには、-b および -f オプション共に指定しないでください。

40.4.1. 利用例
バックアップの作成
root で以下を実行します。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_backup.sh -c /var/www/pandora3 -d /tmp/

次のようなメッセージが表示されます。
Backup completed and placed in /tmp//pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz

これは、バックアップが /tmp//pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz にできたことを意
味します。
バックアップからのリストア
自動でバックアップからリストアするために、コマンドラインからデータベースへアクセスできる権限
が設定されていると仮定します。
root 権限で次のように実行します。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_backup.sh -c /var/www/pandora3 -d /tmp/

次のような表示がされます。
Detected Pandora FMS backup at /tmp/pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz,
please wait...
Dropping current database
Restoring backup database
Restoring files and configuration
Done. Backup in /tmp/pandorafms_backup_2009-10-10-01-35-31.tar.gz restored

障害時におけるバックアップからのリストア
Pandora FMS コンソールが障害により異常状態になった場合、このツールでバックアップを取得し

ていれば、コンソールをリストアすることができます。そのためには、次のようにバックアップファイル
を手動で展開します。
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cd /tmp
tar xvzf pandorafms_backup_2009-10-10-0

これより、ウェブコンソールのファイルが /tmp ディレクトリに展開されます。上記の例のバックアッ
プの場合、次のようなディレクトリが作成されます。
/tmp/var/www/pandora3/

このディレクトリ内の全てのファイルをウェブコンソールのディレクトリ (利用しているディストリビュー
ションにより異なります) にコピーしてください。
cp -R var/www/pandora3 /var/www

以上でバックアップからリストアされ使えるようになります。

40.5. Pandora FMS サーバの手動起動・停止
Pandora FMS サーバの手動での起動・停止は、コマンドラインから次のように実行します。

デーモンの停止:
/etc/init.d/pandora_server stop

デーモンの起動:
/etc/init.d/pandora_server start

デーモンの再起動:
/etc/init.d/pandora_server restart

40.6. Pandora FMS の Watchdog 実装
リポジトリには、"watchdog" として使える小さなスクリプトがあります。このスクリプトは Pandora をモ
ニタリングします。Pandora がダウンした場合、それを起動させ、通知することができます。

40.6.1. /usr/bin/pandora_watchdog
#!/bin/bash
# Copyright (c) 2005-2012 Artica ST
# Author: Sancho Lerena <slerena@artica.es> 2009
# Licence: GPL2
#
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#
#
#
#
#

daemon_watchdog
Generic watchdog to detect if a daemon is running. If cannot restart, execute
a custom-user defined command to notify daemon is down and continues in
standby (without notifying / checking) until daemon is alive again.

# Default configuration is for Pandora FMS Server daemon
# =====================================================================
# Configuration begins here. Please use "" if data contain blank spaces
export DAEMON_WATCHDOG=pandora_watchdog.sh
# DAEMON_WATCHDOG: Name of this script. Used to check if its running already
export DAEMON_CHECK="/usr/bin/pandora_server /etc/pandora/pandora_server.conf"
# DAEMON_CHECK: Daemon monitored, please use full path and parameters like
#
are shown doing a ps aux of ps -Alf
export DAEMON_RESTART="/etc/init.d/pandora_server restart"
# DAEMON_RESTART: Command to try to restart the daemon
export DAEMON_DEADWAIT=90
# DAEMON_DEADWAIT: Time this script checks after detect that
#
daemon is down before to consider is really down.
export DAEMON_ALERT="/usr/bin/pandora_alert"
# DAEMON_ALERT: Command/Script executed if after detecting daemon is down,
#
and waiting DAEMON_DEADWAIT, and daemon continues down.
export DAEMON_LOOP=7
# DAEMON_LOOP: Interval within daemon_wathdog checks if daemon is alive.
#
DO NOT use values under 3-5 seconds or could be CPU consuming.
#
NEVER NEVER NEVER use 0 value or gets 100% CPU!.
# Configuration stop here
# =====================================================================
# Check if another instance of this script
RUNNING_CHECK=`ps aux | grep "$DAEMON_WATCHDOG" | grep -v grep |wc -l`
if [ $RUNNING_CHECK -gt 2 ]
then
echo "Aborting, seems that there are more '$DAEMON_WATCHDOG' running in
this system"
logger $DAEMON_WATCHDOG aborted execution because another watchdog seems to
be running
exit -1
fi
# This value always must be 0 at start. Do not alter
export DAEMON_STANDBY=0
# This function replace pidof, not working in the same way in different linux
distros
function pidof_daemon () (
# This sets COLUMNS to XXX chars, because if command is run
# in a "strech" term, ps aux don't report more than COLUMNS
# characters and this will not work.
COLUMNS=300
DAEMON_PID=`ps aux | grep "$DAEMON_CHECK" | grep -v grep | tail -1 | awk '{
print $2 }'`
echo $DAEMON_PID
)
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# Main script
if [ ! -f `echo $DAEMON_CHECK | awk '{ print $1 }'` ]
then
echo "Daemon you want to check is not present in the system. Aborting
watchdog"
exit
fi
while [ 1 ]
do
DAEMON_PID=`pidof_daemon`
if [ -z "$DAEMON_PID" ]
then
echo "Checkpoint #1 $DAEMON_PID "
if [ $DAEMON_STANDBY == 0 ]
then
# Daemon down, first detection
# Restart it !
logger $DAEMON_WATCHDOG restarting $DAEMON_CHECK
$DAEMON_RESTART 2> /dev/null > /dev/null
# Just WAIT another DAEMON_DEADWAIT before consider it
DEAD
echo "Going to DAEMON_DEADEWAIT"
sleep $DAEMON_DEADWAIT
DAEMON_PID=`pidof_daemon`
if [ -z "$DAEMON_PID" ]
then
# Is dead and can't be restarted properly.
Execute alert
echo "I cannot startup again the process"
logger $DAEMON_WATCHDOG $DAEMON_CHECK is dead,
alerting !
$DAEMON_ALERT

2> /dev/null > /dev/null

# Watchdog process puts in STANDBY mode until
process get alive again
logger $DAEMON_WATCHDOG "Entering in Stabdby
mode"
DAEMON_STANDBY=1
fi
fi
else
echo "Checkpoint #1B $DAEMON_PID "
DAEMON_STANDBY=0
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fi
sleep $DAEMON_LOOP
done

40.6.2. /usr/bin/pandora_alert
このスクリプトは、 watchdog プロセスがモニタリングしているプロセス (pandora) を起動できなかっ
た場合に実行されます。我々の場合、 SMS でアラートを発信し Tentacle を停止するようにしていま
す。
パーミッションは、chmod 750 /usr/bin/pandora_alert のように設定します。
#!/bin/bash
sendsms +34458474843 "Pandora FMS Server stopped and can't be started"
/etc/init.d/tentacle_serverd stop

40.6.3. Watchdog 起動
nohup /usr/bin/pandora_watchdog &

40.6.4. 注意点
watchdog が動作している場合は、それが動いているということを認識しておく必要があります。例
えば、Pandora をメンテナンスのために停止したい場合でも、停止すると watchdog が自動的に再
起動してしまいます。そのため、このような時は watchdog を先に停止しておく必要があります。

40.7. ヒストリデータベース
ヒストリデータベースは、メインの Pandora FMS データベースの応答を良くするために、そこから古
いモジュールデータを移動させ保存しておくためのものです。データは、レポートやモジュールグ
ラフの参照 時に Pandora FMS コンソールでシームレスに利用できます。

40.7.1. ヒストリデータベースの設定
ヒストリデータベースを設定するには、以下の手順を実行します。
• 新たなヒストリデータベースを作成します。
• 新たなデータベースに必要なテーブルを作成します。Pandora FMS コンソールと共に提供
されている pandoradb.sql スクリプトが利用できます。
cat pandoradb.sql | mysql -u user -p -D history_db
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• Pandora FMS コンソールにて、設定(setup) -> ヒストリデータベース(History database) を選

択し、データベースのホスト名、ポート番号、データベース名、ユーザ名、パスワードを入
力します。

Days に指定した日より古いデータを、 Step に指定した行ブロックごとにヒストリデータベースに移

動します。高負荷になることを防ぐために、一つのブロックを処理したあとは、次の処理までに
Delay に指定した時間待ちます。
これは、Enterprise 版の機能です。

40.7.2. ヒストリデータベースの削除と圧縮設定
ヒストリデータベースは、 "過去の全データ " を保存することを想定しています。しかし、古いデータ
を削除したり圧縮したい場合は、 pandora_db スクリプトを通常の DB に対する動作に見せかけて
実行する必要があります。そのためには、ヒストリデータベースに何らかのデータが入っている必
要があります。
最初に、pandora_db ツールによって利用できるように、tconfig テーブルを適切な値を入れた状態
で用意する必要があります。 pandora_db の実行に必要な最小限の設定を行うために、ヒストリ
データベースに対して以下の SQL を実行します。まずは、 mysql の CLI を利用して、データベー
スに接続する必要があります。
以下が例です。値は必要に応じて書き換えてください。(ただし、history_db_enabled は 0 にしてく
ださい)
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT

INTO
INTO
INTO
INTO

`tconfig`
`tconfig`
`tconfig`
`tconfig`

VALUES
VALUES
VALUES
VALUES

(1,'days_purge','180');
(2,'history_db_enabled','0');
(3,'days_compact','120');
(4,'step_compact','1');
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これは、ヒストリデータベースに (現在からさかのぼること ) 6 ヶ月間データを保存し、4 ヶ月前のデー
タを圧縮することを意味します。メインのデータベースに 1 ヶ月間のデータがあるとしても、トータル
で 6 ヶ月間のデータとなります。なぜなら、直近 1 ヶ月のデータはメインデータベースから読まれ、
それ以外はヒストリデータベースから読まれるためです。これらには任意の値を設定できます。ヒス
トリデー タベースにはデータ量の上限はありません。ただし、ヒストリデータベースは、メインデータ
ベースおよび Pandora FMS サーバやコンソールが動作しているマシンとは物理的に異なるマシン
に配置しなければいけないことを理解してください。
次に、追加の pandora_server.conf ファイルを作成する必要があります。以下に示す簡単な例を
利用して(各値は実際のヒストリデータベースに合わせて書き換えてください )
/etc/pandora/pandora_server_history_db.conf として作成してください。
dbengine mysql
dbname pandora4_history
dbuser pandora4_history
dbpass 1234
dbhost 192.168.50.23
log_file /var/log/pandora/pandora_db_history.log

以上で、通常の DB に対する処理に見せかけた設定を使って pandora_db を実行することができ
ます。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl
/etc/pandora/pandora_server_history_db.conf

この処理は、メインのデータベースには影響しません。なぜなら、異なるサーバの異なるデータ
ベースに対して行っているためです。ただし、ヒストリデータベースにおいて大量のデータ処理を
しようとしている場合には、通常よりも応答が遅くなる可能性があります。

921

ヒストリデータベース

41 PANDORA FMS の最適化と問題解決

922

概要

41.1. 概要
Pandora FMS サーバは、約 2000 のデバイスのモニタリングが可能です。そのためには、データ

ベースの設定を調整する必要があります。
この章ではまた、Pandora FMS の問題発見および解決のためのテクニックについて説明します。

41.2. Pandora FMS の最適化
41.2.1. 商用レベルのシステムのための MySQL チューニング
41.2.1.1. 一般的に推奨する設定
まず最初に、 2GiB を超えるテーブルを持つ巨大なシステムを必要とするのであれば、いくつかの
ガイドラインに従うべきです。MySQL は 64Bit 版の利用を推奨します。さらに、一般的な推奨項目
として、よりよいパフォーマンスを得るために十分なメモリと CPU を用意すべきです。
われわれの経験によれば、 CPU よりもメモリのほうが重要です。もし、DB サーバ用に割り当てるメ
モリ量を 1GiB 以下にしようと考えてい るのであれば、考え直してください。エンタープライズレベ
ルであれば最低 2GiB 必要です。巨大なシステムであれば、 4GiB 割り当てるというのもよいで しょ
う。メモリが十分あれば、利用されるインデックスの大半をメモリ上に置くことでインデックスの更新
が高速化されるということを忘れてはいけません。
その他アドバイスとして、テーブルの転送を使っているかどうか不明であったり、大きなハードディ
スクを使っていて、長時間のファイルチェッ クを避けたいのであれば、UPS を使うと良いでしょう。
これはシステム障害を回避するには良い考えです。また、特定のサーバにデータベースがあるよう
なシステムでは、1G のネットワークを使うべきです。遅延は、パフォーマンスにとって重要です。
ディスクの最適化は、とても大きなデータベースにとっては大変重要です。データベースおよび
手ープルを異なるディスクに分割すべきです。 MySQL では、シンボリックリンクを使うことができま
す。システムおよび、データベースで異なるディスクを使い、一つのハードディスクのアクセスを減
らすようにす ることが重要です。アプリケーションは、ディスクアクセスに左右され、データが増えて
いくと N log N で増加していきます。
GNU/Linux では、ディスクに対して一定時間に複数のセクタを読み書きするように、 hdparm-m16
-d1 を起動時に設定してください。これにより、応答時間が 5-50% 改善します。別のアイデアとして
は、ディスクのパラメータに async (事前設定) や noatime を設定するのも良いです。これらの設定

では、ファイルの読み書き時にアクセス時間を更新しません。特定のアプリケーションでは、特定
のテーブルに対して RAM ディスクを設定をするのも良い考えです。ただし、不揮発性ディスクに
書き込まずに電源 OFF になった場合のリスクはあります。良く検討をお願いします。
可能であれば、 --skip-locking (いくつかのシステムでは事前設定で有効化します ) を使ってくださ
い。これにより外部ロックを行わず、パフォーマンスが向上します。
もし、MySQL サーバとクライアントを同じマシン上で起動するなら、 TCP/IP のかわりに socket を使
用して MySQL サーバへ接続しましょう(これにより 7.5%性能が改善されます)。MySQL サーバに接
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続する際、ホスト名を指定しないか localhost と指定することで socket 経由で接続することができま
す。MySQL サーバを 1 台しか起動しないのであれば、 binary log の出力とレプリケーションを無効
にしましょう。
一般的なパフォーマンス向上のためのアドバイスとしては、以下を確認してください。
• レプリケーションを利用しない場合は、バイナリログを出力しない。
• slowquery または debug ログを出力しない。
• MySQL の設定ファイルを確認。デフォルトの値は *遅い* です。
MySQL のバージョンについて

何人かのユーザは、よりパフォーマンスの高い Percona 修正版の MySQL 使って、高負荷の
Pandora FMS サーバを運用しています。
MySQL のパフォーマンスはまた、最新バージョン (5.5)で向上しています。バージョン 5.0 よりも約
20%ほどパフォーマンスが上がります。

41.2.1.2. MySQL の設定をチェックするためのツール
MySQL サーバの設定を "最適化" するためのツールはたくさんあります。いくつかのツールは、と

ても便利で、重要なパラメータを見逃さずに確認できます。
Mattew Montgomery の MySQL Tuning Primer は、MySQL のパフォーマンスをチェックする (コマ
ンドライン)ツールです。そして、それを改善するためのちょっとした提案をしてくれます
https://bugs.launchpad.net/mysql-tuning-primer を確認してみてください。

41.2.1.3. バイナリログ出力の停止
多くの Linux ディストリビューションにおいてデフォルトで有効になっています。無効にするには、
my.cnf ファイル (通常、/etc/my.cnf にあります) を編集し、次の行をコメントアウトします。
# log-bin=mysql-bin
# binlog_format=mixed

両方の行をコメントアウトし、MySQL サーバを再起動します。
41.2.1.4. トランザクションごとのディスク書き込みの回避
デフォルトでは、 MySQL は各接続開始時の autocommit の値を 1 にしています。 MyISAM の場合、
更新結果がディスクに保存されること を保証していないため、この設定はそんなに悪い設定では
ありません。しかし InnoDB の場合、 InnoDB テーブルへのあらゆる insert/update/delete によって、
ディスクへの書き込みが発生するということを意味します。
さて, なぜディスクへの書き込みがよくないのでしょうか ? そんなことはありません。ディスクへの書
き込みは何らかの commitment 後、データベースが障 害後再起動したときもデータが存在するこ
とを保障します。問題は、DB のパフォーマンスがディスクの物理的な速度によって制限を受けるこ
とです。書き込み を確認する前にデータをディスクに書き込まなければならないことを考えると、少
し時間がかかるでしょう。
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ディスクの書き込みに平均 9ms かかるとすると、おおよそ 1 秒当たり 67 コミットに制限されます。こ
れは非常に遅いです。そして、ディスク のあるセクタに書き込み中は、そのセクタを読み込むこと
はできません。InnoDB はこれらの制限のいくつかを複数の書き込みを同時に実行することで回避
しています。しかしそれでも制約が存在します。
システムによる“自動”書き込み (およそ 1 秒ごとに書き込みを行う )を利用することで、各トランザク
ションが完了するたびにディスクへ書き 込むことを回避することができます。問題が発生した場合 、
最近 1 秒のデータが失われますが、パフォーマンス向上を得ようとしていることを考慮すれば、許
容 できる範囲でしょう。
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0

Reference: http://tag1consulting.com/InnoDB_Performance_Tuning

41.2.1.5. KeyBuffer の大きさ
システムに搭載された物理メモリ量に依存しますが、非常に重要なグローバル変数であり、これを
設定することで DELETE および SELECT の実行速度が改善されます。
key_buffer = 400M

41.2.1.6. 他の重要なバッファ
いくつかの MySQL/Linux ディストリビューションでは、デフォルトで設定されていないいくつかの
バッファがあります。これらのデフォルトパラメータの設定 (設定が無い場合は追加 ) は、最終的な
パフォーマンスにとても重要です。 my.cnf ファイル内にこれらの設定があるかどうかをチェックする
ことが重要です。無ければ追加します。また、もちろん、 (多くのメモリがあるなら増やす方向に )い
くつかの値を変更します。
query_cache_size = 64M
query_cache_limit = 2M
join_buffer_size = 16M

41.2.1.7. InnoDB の同時実行スレッド
Pandora の MySQL サーバパフォーマンスを向上に有効なパラメータがあります。そのパラメータ
は、'innodb_thread_concurrency です。このパラメータは、MySQL で "同時実行スレッド" をいくつ

にするのかを設定するのに利用します。このパラメータがうまく設定されていない場合、デフォルト
よりも遅くなることがあります。そのため、次のような情報に注意を払うことが特に重要です。
• MySQL バージョン。異なるバージョンの MySQL では、このパラメータはとても異なる動作を

します。
• 物理プロセッサ数。
MySQL の公式ドキュメントは、こちら [1] です。
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お勧めの値は、 (物理的な )CPU 数の 2 倍に、InnoDB が置かれているディスクの数を足した数で
す。MySQL の最近のバージョン (> 5.0.21) では、デフォルトは 8 です。 0 に設定すると、 "可能な
限り多くのスレッドを開きます"。
他に [2] [3] によると、古いバージョンの MySQL でテストを行ったところ、大きい値にしたときに複
数の物理 CPU のあるサーバでパフォーマンスの問題があったとのことです。 (2008 年の情報で
す)
41.2.1.8. それぞれのテーブルでのテーブルスペースの利用
( MySQL のマニュアル http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/multiple-tablespaces.html より )
MySQL 5.0 では、各 InnoDB テーブルとそのインデックスごとにデータファイルを生成し保存するこ
とができます。各テーブルがそれぞれテーブルスペースを持つことから、この特徴は「 multiple
tablespace」と呼ばれています。
multiple tablespace を使用することで、特定のテーブルを別の物理ディスクに移動したり、他の
InnoDB テーブルの利用を妨げることなくあるテーブルをバックアップから復元したりするのに役に

立ちます。
my.cnf の mysqld セクションに以下の行を追加することで、 multiple tablespace を有効にすることが

できます。
[mysqld]
innodb_file_per_table

サーバ再起動後、 InnoDB は新規に作成されたテーブルをそのテーブルが属するデータベース
ディレクトリ内にある name_table.ibd と いう名前のファイルに保存します。これは MyISAM ストレー
ジエンジンの動きと似ていますが、 MyISAM はテーブルをデータファイル tbl_name.MYD とイン
デックスファイル tbl_name.MYI に分割して保存します。InnoDB のデータとインデックスは.ibd ファ
イル 内に一緒に保存されます。tbl_name.frm ファイルは通常通り作成されます。
my.cnf 中の innodb_file_per_table の行をコメントアウトし、サーバを再起動すると、 InnoDB は再

び共有テーブルスペースファイルにテーブルを作成します。
innodb_file_per_table はテーブル作成にのみ影響します。このオプションを有効にしてサーバを
起動すると、新規テーブ ルは .ibd ファイルを使用する状態で作成されますが、共有テーブルス

ペース内にあるテーブルにアクセスすることも可能です。このオプションを無効にする と、新規
テーブルは共有テーブルスペース内に作成されますが、 multiple tablespace を使用しているテー
ブルにアクセスすることも可能です。
41.2.1.9. MySQL フラグメンテーション
ファイルシステムのように、データベースもフラグメンテーションが発生しシステム全体の速度が低
下します。 Pandora のように高いパフォーマンスを必要とするシステムでは、高速で信頼性の高い
データベースが必要です。高負荷なシステムでは、監視システムが停止する可能性 があります。
データベースのフラグメントをチェックする簡単な方法としては、以下のクエリを利用します。
(Pandora コンソールの管理メニューのデータベース (Database) -> SQL マネージャ(SQL Manager)
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から SQL を実行できます。)
select table_schema, table_name, data_free, engine from information_schema.tables
where table_schema not in ('information_schema', 'mysql') and data_free > 0;

次のように、"pandora" データベースのフラグメントされたテーブルが表示されます。
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora
pandora

taddress
15911092224
InnoDB
taddress_agent 15911092224
InnoDB
tagent_access
15911092224
InnoDB
tagent_custom_data
15911092224
tagent_custom_fields
15911092224
tagent_module_inventory 15911092224
tagente 15911092224
InnoDB
tagente_datos
15911092224
InnoDB
tagente_datos_inc
15911092224
tagente_datos_inventory 15911092224
tagente_datos_log4x
15911092224
tagente_datos_string
15911092224
tagente_estado 15911092224
InnoDB
tagente_modulo 15911092224
InnoDB
talert_actions 15911092224
InnoDB

InnoDB
InnoDB
InnoDB
InnoDB
InnoDB
InnoDB
InnoDB

この場合、多くのテーブルでフラグメントが発生しています。最適化するには、次のコマンドを利用
します。
OPTIMIZE table tagente;

システムをロックしてしまうため、大きなテーブルは最適化するべきではありません。 MySQL は、書
き込みのためにテーブル全体をロックします。小さいテーブルであれば数秒で終わります。しかし
tagente_datos や tagente_datos_string など巨大なテーブルでは数時間かかり、その間サービス
が停止します。
次のテーブルを最適化することをお勧めします。
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE

table
table
table
table
table
table

tagente;
tagente_estado;
tagente_modulo;
taddress;
tserver;
tsesion;

41.2.1.10. テーブルパーティショニングの利用
MySQL のテーブルパーティショニングを使う場合、上述の「 multiple tablespace」も使用して下さい 。
MySQL 5.1 では、巨大なテーブルを小さい複数の論理的なテーブルに分割することができるテー
ブルパーティショニングを行えるようになりました。 (詳細は MySQL のマニュアルを参照して下さ
い: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/ja/partitioning-overview.html)

もし Pandora FMS データベースに大量のデータがあり、グラフ描画のようなデータを参照する処
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理がとても遅いと感じるなら、テーブルパーティショニングを行うことでパフォーマンスを改善できる
でしょう。
例えば、巨大になりがちな tagente_datos をモジュール ID に応じて 100 のパーティションに分割
するには、次のクエリを実行します:
ALTER TABLE tagente_datos PARTITION BY HASH(id_agente_modulo) PARTITIONS 100;

この処理はとても時間がかかります。一例として、約 7,500 モジュールの 100 日分 (合計 5 千万件
以上) のデータを保持しているテーブルの分割には 1 時間半程度かかりました:
mysql> ALTER TABLE tagente_datos
-> PARTITION BY HASH(id_agente_modulo)
-> PARTITIONS 100;
Query OK, 53391880 rows affected (1 hour 35 min 3.41 sec)
Records: 53391880 Duplicates: 0 Warnings: 0

このテーブルの場合、以下のクエリを実行するのに、パーティショニングを行う前には 8 分以上か
かっていましたが、パーティショニング後は 1 秒程度になりました。
SELECT datos,utimestamp FROM tagente_datos WHERE `id_agente_modulo` = '6332' AND
utimestamp > 1322838000 AND utimestamp < 1338390000 ORDER BY utimestamp ASC

41.2.1.11. データベースの再構成
部分的再構成

MySQL は他のデータベースシステム、たとえば Oracle (tm)と同様、時間がたつにつれ、性能が劣

化していきます。これは大きなテーブルに対してデータの削除と追加を続けることによって発生す
るデータのフラ グメンテーションによるものです。大量のトラフィックが発生する大きな環境におい
て、性能の改善および劣化を防ぐ非常に簡単な方法があります。それは定期 的にデータベース
の再構築を実施することです。
そのために、1 時間程度のサービス停止を計画すべきです。
計画的なサービス停止時に、 Pandora FMS Web コンソールとサーバも停止すべきです ( 注意 !
tentacle サーバはデータを受け取れるようにしておき、サーバが復旧次第データを処理できるよう
にします)
サービス停止後、データベースのダンプを取得(エクスポート)します。
mysqldump -u root -p pandora3 > /tmp/pandora3.sql
Enter password:

データベースを削除します。
> mysql -u root -p
Enter password:
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Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3279346
Server version: 5.0.67-Max SUSE MySQL RPM
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> drop database pandora3;
Query OK, 87 rows affected (1 min 34.37 sec)

データベースを作成し、先ほどエクスポートしたデータをインポートします。
mysql> create database pandora3;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> source /tmp/pandora3.sql

1500 エージェントと約 100,000 モジュールからなるシステムで、この処理全体で 10～30 分かかり

ます。もし、システムが巨大だったり、 ハードウェアの性能が劣っている場合は、それ以上かかる
でしょう。この処理は自動化可能ですが、細心の注意が必要なため、毎月もしくは半月に一度、手
動で 実行することをお勧めします。
全体の再構築

この節の説明は、 Innodb データベースのみ該当します。 Pandora FMS は、Innodb データベース
を利用しています。
時間ともに MySQL のパフォーマンスが落ちると、システム全体のパフォーマンスに影響します。こ
の場合は、すべてのデータベーススキーマをゼロから再構築する以外に解決策は ありません 。
MySQL がデータの保存に利用しているバイナリファイルを利用し、またそれを再構築します。
/var/lib/mysql ディレクトリを見ると、常に同じ名前で状態に応じて以下のような 3 つのファイルが

あります。
-rw-rw----rw-rw----rw-rw----

1 mysql mysql 4.8G 2012-01-12 14:00 ibdata1
1 mysql mysql 5.0M 2012-01-12 14:00 ib_logfile0
1 mysql mysql 5.0M 2012-01-12 14:00 ib_logfile1

ibdata1 は、すべての Innodb データを保存する先です。非常に断片化されたシステムでは、再構

築やインストールをした効率の良いシステムと比べると非常に処理時間を要します。前に言及した
innodb_file_per_table パラメータは、このパフォーマンスを調整します。
それぞれのデータベースは /var/lib/mysql ディレクトリにあり、一つのディレクトリで構造が定義さ
れています。それを削除します。
手順はとても簡単です。
1. (mysqldump にて)全スキーマをディスクにダンプします。
mysqldump -u root -p -A > all.sql
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1.
2.
3.
4.

MySQL を停止します。
ibdata1, ib_logfile0, ib_logfile1 および InnoDB データベースディレクトリを削除します。
MySQL を再起動します。
バックアップファイル(all.sql)をインポートします。

mysql -u root -p
mysql> source all.sql;

システムが高速化します。
41.2.1.12. インデックスオプション
他のシステムリソースを犠牲にして、 MySQL パフォーマンスを最適化できるいくつかの場合があり
ます。
以下のインデックスの最適化はグラフ生成を (とても)高速化しますが、多くのディスクスペースを必
要とします。また、インデックスのオーバーヘッドにより、若干 INSERT/DELETE 処理が遅くなりま
す。
ALTER TABLE `pandora`.`tagente_datos` ADD
`id_agente_modulo` , `utimestamp` );

INDEX

`id_agente_modulo_utimestamp`

(

41.2.1.13. スロウクエリ
いくつかのシステムでは保持している情報によって、通常よりもシステムのパフォーマンスが悪いス
ロウクエリが見られることがあります。テーブルを最 適化するために、 (システムのパフォーマンスに
影響する)一定時間を超えたこのタイプのクエリをログに記録するようにできます。これを有効にす
るには次の ようにします。
my.cnf を編集し、次の設定を加えます。
slow_query_log = 1
long_query_time = 2
slow_query_log_file = / var / log / mysql_slow.log

コマンドラインから次のように設定します。
touch / var / log / mysql_slow.log
chmod 777 / var / log / mysql_slow.log

mysql を再起動します。

41.2.1.14. 特定のテーブルのオプティマイズ
他のあまり“過激”ではないフラグメンテーションの問題を解決する方策として、 Pandora FMS の
テーブルのいくつかに対して MYSQL OPTIMIZE ツールを使用するというのがあります。
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OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE
OPTIMIZE

table
table
table
table
table
table

tagente_datos;
tagente;
tagente_datos_string;
tagent_access;
tagente_modulo;
tagente_estado;

この作業によって、パフォーマンスが改善されるでしょう。この作業は 1 週間に複数回実行する必
要はありません。システムが稼働中にさっと完了するでしょう。 巨大な環境においては 、
OPTIMIZE コマンドがブロックされるかもしれません。このような場合、一番よい代替案は DB の再
構築です。
これらの作業を実施した後、以下のコマンドを実行すべきです。
FLUSH TABLES;

MySQL のマニュアルから、
InnoDB のテーブルに対しては OPTIMIZE TABLE は ALTER TABLE にマップされており、イン

デックス統計の更新とクラスタされたインデックス内の使用されていないスペースを解放するため
にテーブルが再構築されます。
41.2.1.15. MySQL の特別なトークン
MySQL には、いくつかの "特別な" トークンがあります。これらは、パフォーマンスを良くしたり悪く
したりできます。 "決まった"ルールは存在せず、それぞれの環境で確認する必要がありま す。しか

し、通常は、システムを悪化させるよりも良くする手助けになるでしょう。
# Set to 0 in mysql 5.1.12 or higher
innodb_thread_concurrency
= 20

この innodb_thread_concurrency というパラメータは、 5.1.12 以降のバージョンに存在し、 0 の場
合、平行処理の制限がなくなります。しかし、以前のバージョンでは、 20 を設定すると同様の意味
になります。
innodb_flush_method = O_DIRECT

この重要なパラメータは、ディスクのデータをどう書くかに影響します。ほとんどの場合
O_DIRECT に設定すると良いです。
innodb_thread_sleep_delay = 1000
innodb_concurrency_tickets = 250

これは、高負荷のシステムに影響し、キューの管理と参照が早くなります。
innodb_lock_wait_timeout = 180
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これは、データベースが長いトランザクションによりロックし "スタック"状態になったとき (mysql はメッ
セージを出力しません )に有効です。ただし、もし、 180 以上のロックがあるのであれば、それは本
当に何らかの問題がある場合です。
41.2.1.16. 設定例 1
このサンプル設定は 4CPU、4GiB メモリのサーバに 2 個の InnoDB データベース (どちらも頻繁に
アクセスされる )を作成したシステムで利用する想定で作成しました。 各変数に割り当てたメモリの
合計がシステム全体のメモリ量の 80%を超えないよう注意してください。 起動した MySQL サーバ
の状況を確認し、インストールしたシステムにあわせて調整してください。
パフォーマンスを評価するための一般的な見方として、以下の事項がパフォーマンスに大きく影
響することに注意しましょう。
• MySQL サーバでレプリケーション設定を使用する予定がないのであれば、 binary log を出

力しない
• 一般クエリログやスロークエリーログを出力しない
# Sample configuration for a MySQL with ~3GB RAM dedicated to MySQL Process
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# ------------------------# Innodb specific tokens
# ------------------------# You need to create the tables AFTER using this parameters
innodb_file_per_table
# Beware, you cannot change this two following parameters
# in an already running system or the database will be corrupted!
#innodb_log_files_in_group
= 2
#innodb_log_file_size
= 200M
# This parameter gives about a 150% more performance, but in case of
# power failure, you will loss about 1-2 secs of data.
innodb_flush_log_at_trx_commit
= 0
innodb_buffer_pool_size
innodb_additional_mem_pool_size
innodb_flush_method
innodb_open_files
innodb_thread_sleep_delay
innodb_concurrency_tickets

= 2G
= 4M
=
=
=
=

O_DIRECT
700
1000
250

# This will avoid some "MySQL gone away" shutdowns on long locking
innodb_lock_wait_timeout
= 180
# Set to 0 in mysql 5.1.12 or higher
innodb_thread_concurrency
= 20
# ------------------------# Performance Parameters
# ------------------------key_buffer

= 512M
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max_allowed_packet
max_connections
max_heap_table_size
read_buffer_size
read_rnd_buffer_size
join_buffer
record_buffer
table_cache
sort_buffer_size
query_cache_min_res_unit
query_cache_limit
query_cache_size
thread_stack
thread_cache_size
skip-external-locking
max_delayed_threads

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

64M
500
512M
16M
32M
2M
1M
128
4M
1K
2M
100M
128K
8

= 25

# ------------------------# Other parameters
# ------------------------max_connections
= 500
# OS Buffer to let connections waiting for Mysql thread.
back_log
= 100
# Print warnings to the error log file.
log_warnings
[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
################# /etc/my.cnf ###################

41.2.1.17. 参考情報
参考:
• http://dev.mysql.com/tech-resources/presentations/presentation-oscon200020000719/index.html
• http://jeremy.zawodny.com/mysql/mysql-optimization.html

41.2.2. MySQL Percona XTraDB
Percona は、MySQL の "ハイパフォーマンス" 版で、スケーラビリティ改善およびシステムの全 CPU

を利用した高速化、また、ディスクのアクセス改善がされています。
Percona のインストールは、通常の MySQL と非常に似た MySQL のカスタム手順に近いです。
percona.com からバイナリパッケージをダウンロードし、次手順でバイナリパッケージを手動インス

トールすることを強くお勧めします。
shell>
shell>
shell>
shell>
shell>
shell>
shell>
shell>

groupadd mysql
useradd -r -g mysql mysql
cd /usr/local
tar zxvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz
ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql
cd mysql
chown -R mysql .
chgrp -R mysql .
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shell>
shell>
shell>
shell>
shell>

scripts/mysql_install_db --user=mysql
chown -R root .
chown -R mysql data
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server
/etc/init.d/mysql.server start

percona サーバを設定するには、 /etc/my.cnf を生成する、それ用のよくできた次の設定ウィザード
を利用することができます。Percona 設定ウィザード

以下は、10GB のメモリ、 10,000rpm のディスク、 Xeon クワッドコア CPU を積んだ Percona XtradB
MySQL サーバの例です。
[mysql]
# CLIENT #
port
socket

= 3306
= /var/lib/mysql/data/mysql.sock

[mysqld]
# GENERAL #
user
default_storage_engine
socket
pid_file

=
=
=
=

# MyISAM #
key_buffer_size
myisam_recover

= 32M
= FORCE,BACKUP

# SAFETY #
max_allowed_packet
max_connect_errors
skip_name_resolve
sysdate_is_now
innodb

mysql
InnoDB
/var/lib/mysql/data/mysql.sock
/var/lib/mysql/data/mysql.pid

= 16M
= 1000000
= 1
= FORCE

# DATA STORAGE #
datadir

= /var/lib/mysql/data/

# CACHES AND LIMITS #
tmp_table_size
max_heap_table_size
query_cache_size
max_connections
thread_cache_size
open_files_limit
table_definition_cache
table_open_cache

=
=
=
=
=
=
=
=

32M
32M
32M
500
50
65535
1024
2048

=
=
=
=
=
=
=

O_DIRECT
2
64M
0
1
6G
1

sort_buffer_size = 1M
join_buffer_size = 8M
read_rnd_buffer_size = 16M
# INNODB #
innodb_flush_method
innodb_log_files_in_group
innodb_log_file_size
innodb_flush_log_at_trx_commit
innodb_file_per_table
innodb_buffer_pool_size
innodb_locks_unsafe_for_binlog
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innodb_lock_wait_timeout = 30
innodb_stats_on_metadata = 0
innodb_read_io_threads = 4
innodb_write_io_threads = 4
innodb_old_blocks_time = 1000
# LOGGING #
log_error
log_queries_not_using_indexes
slow_query_log
slow_query_log_file

=
=
=
=

/var/lib/mysql/data/mysql-error.log
0
0
/var/lib/mysql/data/mysql-slow.log

41.2.3. Pandora FMS のキャパシティ計測
この章では、高いキャパシティが必要な環境での Pandora FMS を設定するための異なる手法を
説明します。また、処理を実行する環境を調整するのに便利な負荷テストを行うためのツールにつ
いても説明します。
Pandora FMS は、1 つのサーバでデータベース、コンソール、サーバを動かした場合、 2000 エー
ジェントに対応できるように設定されています。推奨するエージェント数 は、だいたい 1200 から
1500 くらいです。しかし、この数は、 XML エージェントの割合、リモートモジュールの割合、監視間
隔、システムのメモリ量に応じて変化します。これらの全ての要素が、 1 つのシステムで管理できる

エージェント数に関わります。

41.2.4. incoming ディレクトリでの RAM ディスク (tmpfs) の利用
エージェントから大量の XML が送られてくるような環境では、 /var/spool/pandora/data_in ディレ
クトリの大量の読み書きが発生します。このファイルシステムをメモリ上に置くと、 XML 処理のパ
フォーマンスが 25% 上昇します。
/var/spool/pandora/data_in_RAM パーティションを作成するするには、次のコマンドを実行しま

す。
mount -t tmpfs -o size=100M,nr_inodes=10k,mode=770 tmpfs
/var/spool/pandora/data_in_RAM

/etc/inittab で設定すれば、システム起動時にこのパーティションが作成されます。なおディレクトリ

は作成済で空である必要があります。
tmpfs /var/spool/pandora/data_in_RAM tmpfs size=100M,nr_inodes=10k,mode=770 0 0

もちろん、これは 100MB の容量制限があります。いっぱいになると処理が停止します。ポリシーや
リモ ート 設定を 使っ ている場合は、 /data_in ディレクト リの 下にそ れら に必要なディレクト リ
(collections, md5, conf およびその他) が存在します。これらも次のようなコマンドで、パスを調整す
る必要があります。
mv /var/spool/pandora/data_in /var/spool/pandora/data_in_old
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ln -s /var/spool/pandora/data_in /var/spool/pandora/data_in_RAM
ln -s /var/spool/pandora/data_in_old/md5 /var/spool/pandora/data_in_RAM/md5
ln -s /var/spool/pandora/data_in_old/conf /var/spool/pandora/data_in_RAM/conf
ln -s /var/spool/pandora/data_in_old/collections
/var/spool/pandora/data_in_RAM/collections

41.2.5. 同一システムにおける多くのリクエスト
複数プロセッサ (2 つ以上の物理コア ) のサーバにおいて多くの処理を実行する必要がある場合 、
Pandora のいくつかのサーバの複数インスタンスを同一マシン上で上げることにより実現できます 。
これは、サーバのスレッド数を増やすということではなく、 Linux kernel および Perl の仮想マシン
の設計を使って、同一のプロセスで多くのスレッドを使うのではなく、複数のプロセスで多くのコア
を使うという考えです。
Pandora FMS が遅延なく全ての情報を処理できないような場合にこの技術を使うことができます。
この方法では、別の Pandora FMS サーバを別のディレクトリにインストールする必要があることを
意味しています。もちろん、それぞれ別々のサーバ名で別々の pandora_server.conf があります。

また、サーバの起動スクリプト等を若干修正する必要もあります。

41.2.6. 高キャパシティサーバの設定例
例えば、16GB の RAM および 4 CPU のマシンで、データサーバが最大のパフォーマンス (XML
処理) を出すように最適化したいと思います。
41.2.6.1. my.cnf
(重要なパラメータのみを示しています)
key_buffer
= 1G
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
innodb_file_per_table
skip-locking
innodb_thread_concurrency = 16
max_allowed_packet
= 160M
query_cache_limit
= 50M
query_cache_size
= 360M
innodb_buffer_pool_size=9000M
innodb_additional_mem_pool_size=800M
innodb_log_file_size=2500M
innodb_log_buffer_size=80M
innodb_lock_wait_timeout=50

41.2.6.2. pandora_server.conf
(重要なパラメータのみを示しています)
verbose 1
server_threshold 15
dataserver_threads 5
max_queue_files 1000
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以下の点を認識しておく必要があります。
• とても多くのスレッド (+5) は、ネットワークサーバやプラグインサーバのような、大きなキュー

の処理にのみ有効です。データサーバの場合、常に処理を実行しており、パフォーマンス
を 低下させる可能性があります。そのために、ここでは 5 に設定しています。DB が遅いシ
ステムでは、スレッドを少なくするべきです。 1 から 10 の間を試してみてください。ネットワー
クサーバの最適化の場合は、数は大きく、10 と 30 の間を試してみてください。
• サーバの threshold が大きい (15) と、DB への影響が少なくなり、処理できる最大ファイル

数が増加します。それにより、サーバは常にファイルを読み込むことができ、バッファに蓄え
ます。これらの 2 つの設定要素は関連があります。ネットワークサーバの最適化では 、
threshold を低めの 5 か 10 にすると良いでしょう。
• agent_access (コンソールから設定できます ) のようないくつかの設定パラメータは、 Pandora
FMS のパフォーマンスに多くの影響を与えます。

41.2.7. キャパシティ分析ツール (Capacity)
Pandora FMS には、ハードウエアおよびソフトウエアで、取得可能なデータ量を適切に計測できる

いくつかのツールがあります。一つは、ダミーデータで直接データベースへ アクセスするもの
(dbstress)、もう一つは、ダミーの XML ファイルを生成するもの (xml_stress) です。
41.2.7.1. Pandora FMS の XML 負荷
Pandora FMS エージェントから送られるような XML データファイルを生成する小さなスクリプトが
/usr/share/pandora_server/util/pandora_xml_stress.pl にあります。

このスクリプトは、エージェント名をテキストファイルから読み込み、テンプレートでモジュールが定
義されている設定ファイルに基づいて、各エージェントの XML データファイルを生成します。
モジュールの値はランダムな値になります。モジュールデータの初期値および変化率は設定可能
です。
スクリプトは次のように実行します。
./pandora_xml_stress.pl <configuration file>

設定ファイルの例を示します。
# Maximum number of threads, by default 10.
max_threads 10
# File containing a list of agent names (one per line).
agent_file agent_names.txt
# Directory where XML data files will be placed, by default /tmp.
temporal /var/spool/pandora/data_in
# Pandora FMS XML Stress log file, logs to stdout by default.
log_file pandora_xml_stress.log
# XML version, by default 1.0.
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xml_version 1.0
# XML encoding, by default ISO-8859-1.
encoding ISO-8859-1
# Operating system (shared by all agents), by default Linux.
os_name Linux
# Operating system version (shared by all agents), by default 2.6.
os_version 2.6
# Agent interval, by default 300.
agent_interval 300
# Data file generation start date, by default now.
time_from 2009-06-01 00:00:00
# Data file generation end date, by default now.
time_to 2009-06-05 00:00:00
# Delay after generating the first data file for each agent to avoid
# race conditions when auto-creating the agent, by default 2.
startup_delay 2
# Address of the Tentacle server where XML files will be sent (optional).
# server_ip 192.168.50.1
# Port of the Tentacle server, by default 41121.
# server_port 41121
# Module definitions. Similar to pandora_agent.conf.
module_begin
module_name Module_1
module_type generic_data
module_descripcion Module 1 description.
module_max 100
module_min 0
# Probability of the module data changing, by default 100%
module_variation 100
module_end
module_begin
module_name Module_2
module_type generic_data_string
module_descripcion Module 2 description.
# Maximum string length, by default 0.
module_max 20
# Minimum string length, by default 0
module_min 10
module_end
module_begin
module_name Module_3
module_type generic_proc
module_descripcion Module 3 description.
# Initial data.
module_data 1
module_end

エージェントのローカル設定の送受信

"pandora_xml_stress.conf" で、"get_and_send_agent_conf" を 1 に設定して実行した場合、テスト
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負荷エージェントで、通常のエージェントのように設定ファイルおよび md5 を送ることができます。
エンタープライズ版の Pandora コンソールでは、pandora_xml_stress で次に何を実行するのか、
リモートでの設定変更を行うことができます。 pandora_xml_stress.conf ではなく、エンタープライズ
版の Pandora コンソールから行った設定を利用するようになります。
ほかにも、"pandora_xml_stress.conf" 内の "directory_confis" にて、テストエージェントの設定をど
こに保存するかをい設定できます。
設定ファイル

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

max_threads スクリプトの実行スレッド数。処理率を改善します。
agent_file 行ごとに名前を書いたファイルのパス。
temporal 架空の XML データファイルを生成するディレクトリのパス。
log_file スクリプトの実行について情報を出力するログのパス。
xml_version XML データファイルのバージョン。(デフォルトは 1.0)
encoding XML データファイルのエンコーディング。(デフォルトは ISO-8859-1)
os_name 仮想エージェントの OS 名。(デフォルトは Linux)
os_version 仮想エージェントの OS バージョン。(デフォルトは 2.6)
agent_interval 仮想エージェントの実行秒間隔。(デフォルトは 300)
time_from 仮想 XML データの開始時間。 "年-月-日 時間:分:秒" というフォーマットにて。

• time_to 仮想 XML データの終了時間。"年-月-日 時間:分:秒" というフォーマットにて。
• get_and_send_agent_conf 0 または 1 の値です。有効な場合、仮想エージェントは、リ

•
•
•
•
•
•
•

モート設定により、より新しいエージェントの設定ファイルをダウンロードしようとします 。
Pandora FMS Enterprise のコンソールから編集可能になります。
startup_delay それぞれのエージェントがファイル生成を開始するまでの時間を秒で指定
します。競合を回避するために利用します。
timezone_offset タイムゾーンのオフセット値です。
timezone_offset_range ランダムに指定した範囲でタイムゾーンを生成します。
latitude_base 数値です。仮想エージェントを表示する緯度です。
longitude_base 数値です。仮想エージェントを表示する経度です。
altitude_base 数値です。仮想エージェントを表示する高度です。
position_radius 数値です。指定した半径内の円に仮想エージェントがランダムに表示さ
れます。

モジュール定義

スクリプト設定の中に一つのモジュール定義があり、リモート設定を有効にした場合も一緒で、次
の通りです。
module_begin
module_name <モジュール名>
module_type <タイプ, 例: generic_data>
module_description <説明>
module_exec type=<タイプ>;<; 区切りの他のオプション>
module_unit <ユニット>
module_min_critical <値>

939

Pandora FMS の最適化

module_max_critical <値>
module_min_warning <値>
module_max_warning <値>
module_end

それぞれの項目は次のように設定可能です。
• <タイプ>: RANDOM,SCATTER,CURVE のいずれかを設定できます。
• module_attenuation <値>: モジュールの値を指定した値で掛け合わせます。通常 0.1
と 0.9 の間です。
• module_attenuation_wdays < 値> <値> ... <値>: 指定した日にのみモジュールの値
を計算します。日曜(0) から土曜(6) を指定できます。例えば、以下のモジュールでは、土
曜と日曜にネットワークトラフィックを 50% にします。
module_begin
module_name Network Traffic
module_type generic_data
module_description Incoming network traffic (Kbit/s)
module_exec type=RANDOM;variation=50;min=0;max=1000000
module_unit Kbit/s
module_min_critical 900000
module_attenuation 0.5
module_attenuation_wdays 0 6
module_end

• module_incremental <値>: 1 に設定すると、モジュールの以前の値を常に新たな値に

加えます。値が増え続ける機能です。
• その他: 実効タイプに依存して、どのようなオプションがあるかは以下を確認してください。
min/max_critical および min/max_warning は、バージョン 5.0 以上にのみであることに注意して

ください。
41.2.7.1.1.1.

RANDOM

次のオプションがあります。
• variation 前回の値から変化が発生する可能性を % で指定します。
• min 値の最小値を指定します。
• max 値の最大値を指定します。
Numeric
min と max の間の数値をランダムに生成します。
Boleans
0 または 1 の値を生成します。
String
min と max の間の長さの文字列を生成します。文字は、A から Z の間のランダムで、大文字、小

文字を含み、また数字や記号を含みます。
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41.2.7.1.1.2.

外部データソース (SOURCE)

データのソースとしてプレーンテキストファイルを利用することができます。次のオプションがありま
す。
• src: ソースデータファイル

ファイルは、1 行に 1 データを含む形式で、行数に制限はありません。例えば次の通りです。
4
5
6
10

二種類のデータ(数値と文字列)を扱うことができます。これらのモジュールは、ファイルのデータ順
番に読み込んで、 Pandora でのモジュールデータを生成します。上記のデータの例では、次のよ
うに表示されます。
4 5 6 10 4 5 6 10 4 5 6 10 4 5 6 10 4 5 6 10 4 5 6 10

41.2.7.1.1.3.

SCATTER

数値データの場合のみ有用で、ハートビートのようなグラフを生成します。これは通常の値で、ある
時間に "beat" を出します。
次のオプションがあります。
•
•
•
•

min とりうる最小の値。
max とりうる最大の値。
prob "beat" を生成する頻度を % で指定します。
avg "beat" が無い場合に、デフォルトで表示する平均値。

41.2.7.1.1.4.

CURVE

三角関数を使った曲線でモジュールデータを生成します。 次のオプションがあります。
•
•
•
•

min とりうる最小の値。
max とりうる最大の値。
time_wave_length 山が出現する時間。
time_offset モジュールの値が 0 の時の波形の開始タイミングを秒で指定します。 (正弦
波に似ています)
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注意事項

開始日時(time_from)と終了日時(time_to)の間に生成されるファイルの量と、エージェントの実行
間隔(agent_interval) には十分注意してください。長い期間で短い実行間隔の場合、スクリプトは
大量の XML ファイルを生成します。
41.2.7.2. データサーバの処理能力の計測方法
"pandora_count.sh" というスクリプトが Pandora FMS サーバパッケージの /util ディレクトリにありま
す。このスクリプトは、データサーバの XML ファイル処理率を計測するのに利用します。このツー
ルは、/var/spool/pandora/data_in に残っているファイルを利用します。そのため、未処理の数千
のファイルを用意しておく (もしくは前述のツールで生成しておく ) 必要があります。このスクリプト
は、現在存在するファイルをカウントし、 10 秒前に処理したものを除外し、結果を 10 で割ることに
よって、 1 秒間の処理率を求めています。これは初歩的なソリューションですが、サーバの設定を

修正するための情報を提供します。
41.2.7.3. Pandora FMS の DB 負荷
データベースパフォーマンスを確認するためのツールがあります。これはまた、架空のデータを定
期的もしくは不定期に生成するためにも利用できます。エージェントを作成し、このツールを使っ
て自動的にデータを挿入するためのモジュールを作成しておく必要があります。
• random: 不定期データを生成します。
• curve: 三角関数を利用して曲線データを生成します。異なる間隔で補完を見るのに便利

です。
• boolean: ランダムな boolean データを生成します。
random, curve および boolean という語を含む任意の名前を使うことができます。
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• random_1
• curve_other
data_server モジュールのみ選択することができます。

Pandora FMS の DB 負荷 ツールの調整

このツールは、すべてのエージェントから、 random、curve または boolean という名前がついかモ
ジュールを検索するようにあらかじめ設定されています。また、実行間隔は 300 秒から 30 日の間
を指定できます。
もしこの設定を変更したい場合は、 pandora_dbstress スクリプトを編集し、ファイルの先頭にあるい
くつかの変数を変更する必要があります。
# Configure here target (AGENT_ID for Stress)
my $target_module = -1; # -1 for all modules of that agent
my $target_agent = -1;
my $target_interval = 300;
my $target_days = 30;

最初の行の target_module の設定では、対象のモジュールを指定するか -1 を指定すると全てが
対象になります。 2 行目の target_agent は、エージェントの指定です。 3 行目の target_interval
は、秒単位で実行間隔を指定します。 4 行目の target_days は、現在日時から何日後までかを
表します。

41.3. Pandora FMS の診断ツール
時々、ユーザが問題に遭遇し、Pandora の開発者もユーザのシステムについての詳細情報が無く
て手助けできないことがあります。バージョン 3.0 では、ユーザの問題を解決する手助けとなる 2
つの小さなツールを作成しました。

41.3.1. pandora_diag.php
これは、ウェブ診断ツールです。このリソースを利用するためには、アクティブなセッションを確保
する必要があります。これにより、 Pandora FMS データベースの利用状況、いくつかの設定値およ
びバージョンのデータを取得できます。このツールへは、次の URL を使ってコンソールからアクセ
スできます。
http://localhost/pandora_console/extras/pandora_diag.php

もし、Pandora FMS コンソールが別の URL であれば、その URL に /extras/pandora_diag.php を
追加してください。
出力例
Pandora
Pandora
Homedir
HomeUrl
tagente

FMS Build
PC090512
FMS Version
v3.0-dev
/var/www/pandora_console
/pandora_console
2385
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tagent_access
20049
tagente_datos
4342323
tusuario
19
Update Key
PANDORA-FREE
Updating code path
/var/www/pandora_console
Keygen path
/usr/share/pandora/util/keygen
Current Update #
0

このツールはまた、コマンドラインからも起動することができます。その場合、次のように Pandora
FMS コンソールディレクトリのフルパスを記載する必要があります。
php /var/www/pandora_console/extras/pandora_diag.php /var/www/pandora_console

すると、スクリプトの実行結果が標準出力に出されます。

41.3.2. pandora_diagnostic.sh
/usr/share/pandora_server/util にあるツールで、システムの多くの情報を取得します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU 情報
Uptime および CPU ロードアベレージ
Memory 情報
Kernel/Release 情報
mysql 設定ファイルの内容
PandoraFMS サーバ設定ファイルの内容 (パスワードはフィルタリングされます)
Pandora FMS ログ情報 (ただし、全ログではありません)
Disk 情報
Pandora FMS プロセス情報
kernel ログ情報 (dmesg)

すべての情報は、 .txt ファイル内に生成されるので、この情報を手助けしてくれる人に送信するこ
とができます。たとえば、 Pandora FMS ユーザフォーラムや Pandora FMS public メーリングリストな
どです。この情報には、機密情報は含まれません。 pandora_server.conf および my.cnf ファイル
の内容を取得したい場合は、root 権限で実行する必要があることに注意してください。
以下に実行例を示します。
$ ./pandora_diagnostic.sh
Pandora FMS Diagnostic Script v1.0 (c) ArticaST 2009
http://pandorafms.org. This script is licensed under GPL2 terms
Please wait while this script is collecting data
Output file with all information is in '/tmp/pandora_diag.20090601_164511.data'

また、出力ファイルの例を示します。
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Information gathered at 20090601_164511
Linux raz0r 2.6.28-12-generic #43-Ubuntu SMP Fri May 1 19:27:06 UTC 2009 i686
GNU/Linux
=========================================================================
----------------------------------------------------------------CPUINFO
----------------------------------------------------------------processor
: 0
vendor_id
: GenuineIntel
cpu family
: 6
.
.
----------------------------------------------------------------Other System Parameters
----------------------------------------------------------------Uptime: 16:45:11 up 5:27, 2 users, load average: 0.11, 0.12, 0.09
----------------------------------------------------------------PROC INFO (Pandora)
----------------------------------------------------------------slerena 11875 0.9 2.1 114436 44336 pts/0
Sl
13:14
1:56 gedit
pandora_diagnostic.sh
slerena 24357 0.0 0.0
4452 1524 pts/0
S+
16:45
0:00 /bin/bash
./pandora_diagnostic.sh
----------------------------------------------------------------MySQL Configuration file
----------------------------------------------------------------#
# The MySQL database server configuration file.
#
# You can copy this to one of:
# - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options,
.
.
.
----------------------------------------------------------------Pandora FMS Logfiles information
----------------------------------------------------------------total 3032
drwxr-xrwx 2 root
root
4096 2009-04-30 20:00 .
drwxr-xr-x 17 root
root
4096 2009-06-01 11:24 ..
-rw-r----- 1 root
sys
377322 2009-04-06 00:12 pandora_agent.log
-rw-r--r-- 1 root
root
0 2009-04-06 00:15 pandora_agent.log.err
-rw-r--r-- 1 root
root
13945 2009-04-02 21:47 pandora_alert.log
-rw-r--r-- 1 slerena slerena 2595426 2009-04-30 20:02 pandora_server.error
-rw-rw-rw- 1 root
root
9898 2009-04-30 20:02 pandora_server.log
-rw-rw-rw- 1 root
root
65542 2009-04-30 20:00 pandora_server.log.old
-rw-r--r-- 1 root
root
94 2009-04-06 00:19 pandora_snmptrap.log
-rw-rw-rw- 1 root
root
4 2009-04-03 14:16 pandora_snmptrap.log.index
----------------------------------------------------------------System disk
----------------------------------------------------------------S.ficheros
Tamaño Usado Disp Uso% Montado en
/dev/sda6
91G
49G
37G 58% /
tmpfs
1003M
0 1003M
0% /lib/init/rw
varrun
1003M 260K 1002M
1% /var/run
varlock
1003M
0 1003M
0% /var/lock
udev
1003M 184K 1002M
1% /dev
tmpfs
1003M 480K 1002M
1% /dev/shm
lrm
1003M 2,4M 1000M
1% /lib/modules/2.6.28-12-generic/volatile
----------------------------------------------------------------Vmstat (5 execs)
----------------------------------------------------------------procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu---r b
swpd
free
buff cache
si
so
bi
bo
in
cs us sy id wa
2 0
0 684840 119888 619624
0
0
15
10 258 474 3 1 95 0
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0 0
0 684768 119888 619640
0
0
0
0 265 391 0 0 100 0
0 0
0 684768 119892 619636
0
0
0
56 249 325 1 1 99 0
0 0
0 684768 119892 619640
0
0
0
0 329 580 0 0 100 0
0 0
0 684776 119892 619640
0
0
0
0 385 1382 1 0 99 0
----------------------------------------------------------------System dmesg
----------------------------------------------------------------[
0.000000] BIOS EBDA/lowmem at: 0009f000/0009f000
[
0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[
0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[
0.000000] Linux version 2.6.28-12-generic (buildd@rothera) (gcc version 4.3.3
(Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) )
#43-Ubuntu SMP Fri May 1
19:27:06 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.28-12.43-generic)
.
.
----------------------------------------------------------------END OF FILE
----------------------------------------------------------------560e8fa02818916d4abb59bb50d91f6a /tmp/pandora_diag.20090601_164511.data

946

Pandora FMS の診断ツール

42 PANDORA FMS の技術詳細
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この補足資料では、いくつかの Pandora FMS の特別な機能および設計について説明します。

42.1. Pandora FMS のデータベース設計
0.83 から 1.1 までの Pandora FMS の初期バージョンでは、データベースに一つのデータに対して

一つの挿入を行うという、とてもシンプルな考えに基づいていました。この方法は、開発がとても 簡
単で、簡単な検索や挿入などの操作をプログラムしやすくなっていました。
これは、多くの利点がありましたが、スケーラビリティに関しては大きな問題をもっていました。この
システムでは、サポートできるモジュール の最大数にある上限があり、一定数のデータで負荷が
増大しクラスタリングの仕組みを実装しにくく、(5 万を超える項目では) 処理も早くはありませんでし
た。
MySQL クラスタをベースにしたソリューションは簡単ではなく、常に何らかの問題が発生していまし

た。そして改善に長時間を要しました。
Pandora FMS バージョン 1.3 およびそれ以降では、データの挿入におけるリアルタイムでのデータ

圧縮を実装しました。それは、収集間隔に基づいたデータ圧縮を行います。また、特定の日付の
データを自動的に削除するような実装も行いました。
新たなデータ処理システムは、新しいデータのみを保持します。同じ値がシステムに入力された場
合、それはデータベースに保存されません。こ れはデータベースを小さい状態に維持するのにと
ても便利です。これは、数値、インクリメンタルな数値、ブーリアン等のすべての Pandora FMS モ
ジュールで動作します。ブーリアンデータでは、データの変化はまれであるため、とても高圧縮に
なります。それでもインデックスデータは、 24 時間ごとに 保存されます。情報の圧縮により、参照
するのに便利な最小限のデータとなります。
これは、データ量が 40% 〜70% となり、スケーラビリティの問題を解決します。また、スケーラビリ
ティの問題を解決するための Pandora FMS コンポーネントを分割するという別の解もあります。こ
れは、データファイル処理の負荷を分散させたり、ネットワークモジュールを異なるサーバで実行
できる というものです。現在、 Pandora FMS ウェブコンソールのように、複数の Pandora FMS サー
バ (ネットワークサーバ、データサーバや、SNMP サーバ) を持つことができ、また、データベース
も (MySQL5 で) クラスタを組むことができます。
データの読み込みや処理の調整は大きな変化を意味します。我々は、新たなデータ保存モデル
において、すばやくデータを表示できるように、ゼ ロからグラフィックエンジンを設計、実装し直し
ました。新しいバージョンでは、エージェントが Pandora FMS と通信できず、Pandora FMS サーバ
がエージェントからデータを受け取れない場合、この欠落したデータはグラフに表示されません。
そして、モジュールグラフについては、変化しません。
グラフは完全に水平線になります。 Pandora FMS では、新たな値を取得できない場合、それは存
在せず、最後に情報が取得できた時の状態にあると判断します。例えば、 MRTG の処理に似てい
ます。
グラフのサンプルとして、以下の画像では 180 秒ごとに受け取ったデータを表示しています。
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以下は、05:55 頃〜15:29 頃の間に同じデータが続いているグラフです。接続が失敗している可能
性があります。

Pandora FMS 1.3 では、新たにエージェント全般のグラフが導入されています。これは、接続性を

表し、エージェントモジュールからのアクセス比を示しています。このグラフ は、エージェントが稼
働していてデータを受け取っている時に表示される他のグラフを補完するものです。以下は、通常
サーバに接続しているエージェントの例 です。

もし、グラフにピークがある場合は、Pandora FMS エージェントと Pandora FMS サーバの接続にお
いて問題があるか、遅延が発生している可能性があります。ネットワークサーバからの接続におい
ても問題が発生している可能性があります。

42.1.1. データベースにおけるインデックスの改良とその他技術的側面
Pandora FMS データベースのリレーショナルモデルにおいて、小さな拡張を実装しました。導入し

た変更の一つは、モジュールの種類によるインデックス設定です。これによ り、データへのアクセ
スが早くなりました。それにより、 Pandora FMS エージェントがモニタリングしている全データをアッ
プロードしやすくなりました。異なるソースのデータを細かく分割して提供されます。 Pandora FMS
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の新バージョンでは、多くの種類の情報を処理できる 4 つの種類の新しいサーバを計画しました。

我々はまた、時刻表記の数値表現 (UNIX フォーマットや、 1970 年 1 月からの経過秒数 ) のような
要素を追加しました。日付の検索や比較などが高速化しています。これは、データ挿入における
検索時間の拡張と考えることもできます。

42.1.2. データベースのメインテーブル
以下に、 ER 図および、 Pandora FMS データベースの主なテーブルの詳細説明を示します。残り
のテーブルについても簡単に説明しています。

• taddress: エージェントの追加アドレス。
• taddress_agent: エージェントのアドレス。(taddress/tagente に関連)
• tagente: Pandora FMS エージェントの情報。
• id_agente: エージェントのユニーク ID。
• nombre: エージェント名。(大文字・小文字を区別します)
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• direccion: エージェントアドレス。 traddress を通して、追加アドレスを割り当てること

ができます。
• comentarios: フリーテキスト。
• id_grupo: エージェントが所属するグループ ID。(tgrupo に関連)
• ultimo_contacto: ソフトウエアエージェントもしくは、リモートモジュールでの、エー
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ジェント接続の最終日時。
modo:エージェントの動作モード。0 は通常モード、1 は学習モードです。
intervalo: エージェント実行間隔。この間隔に応じて、エージェントはタイムアウトを
表示します。
id_os: エージェントの OS ID。(tconfig_os に関連)
os_version: OS バージョン。(フリーテキスト)
agent_version: エージェントバージョン。 (フリーテキスト ) ソフトウエアエージェントに
よって更新されます。
`ultimo_contacto_remoto: エージェントが接続してきた最終日時。ソフトウエアエー
ジェントの場合、日時はエージェントから送信されます。
disabled: エージェントの状態。無効状態であれば 0、有効であれば 1 です。
id_parent: 親エージェントの ID。(tagente に関連)
custom_id: エージェントのカスタマイズ ID。他のツールとの連携に便利です。
server_name: エージェントに割り当てられたサーバ名。
cascade_protection: 関連障害検知抑制。 0 で無効です。 1 の場合は、親エージェ
ントで障害が発生した場合に、該当エージェントでの障害 発生を抑制します 。

http://www.openideas.info/wiki/index.php?
title=Pandora_3.0:Documentation_ja:Alerts#.E9.96.A2.E9.80.A3.E9.9A.9C.E5.AE.
B3.E6.A4.9C.E7.9F.A5.E6.8A.91.E5.88.B6
• tagente_datos: モジュールから受信したデータ。同一のモジュールが最後に受信した
データと同じ値の場合は記録されません。 (ただし、tagente_estado は更新されます。 ) イン

クリメンタルデータおよび、文字列タイプのデータは、別のテーブルに保持されます。
• tagente_datos_inc: インクリメンタルデータタイプ。
• tagente_datos_string: 文字列データ。
• tagente_estado: それぞれのモジュールの現在の状態。
• id_agente_estado: ID。
• id_agente_modulo: モジュール ID。(tagente_modulo に関連)
• datos: 最新の受信データの値。
• timestamp: (エージェントからの)最新のデータを受け取った日時。
• estado: モジュールの状態で、0 正常、1 障害、2 警告、3 不明 です。
• id_agente: モジュールに関連づけられたエージェント ID。(tagente に関連)
• last_try: 最後に実行に成功したモジュールの日時。
• utimestamp:UNIX フォーマットでの最後に実行したモジュールの日時。
• current_interval:モジュールの実行間隔を秒で示します。
• running_by: モジュールを実行するサーバ名。
• last_execution_try: 実行が失敗している場合でも、最後にモジュールの実行を試
みた日時を示します。
• status_changes: 状態の変化が発生した回数。継続的な状態変化を避けるために
利 用 さ れ ま す 。 http://www.openideas.info/wiki/index.php?
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title=Pandora_3.0:Documentation_ja:Operations#.E8.A4.87.E6.95.B0.E5.9B.9E.E
9.80.A3.E7.B6.9A.E8.A8.AD.E5.AE.9A
• last_status: モジュールの一つ前の状態。
• tagente_modulo: モジュールの設定。
• id_agente_modulo: モジュールの ID。
• id_agente: モジュールに関連付けられたエージェント ID。(tagente に関連)
• id_tipo_modulo: モジュールの種類。(ttipo_modulo に関連)
• descripcion: フリーテキスト。
• nombre: モジュール名
• max: モジュールの最大値。これより大きな値は、不正な値として認識されます。
• min: モジュールの最小値。これより小さな値は、不正な値として認識されます。
• module_interval: 秒単位のモジュール実行間隔。
• tcp_port: ネットワークモジュールおよびプラグインの接続先 TCP ポート。 WMI モ
•
•
•
•
•
•
•

ジュールでは、読み込むカラム名。
tcp_send:ネットワークモジュールでの送信データ。 WMI モジュールでは、ネームス
ペース。
tcp_rcv: ネットワークモジュールでの想定する受信データ。
snmp_community:ネットワークモジュールでの SNMP コミュニティ。 WMI モジュー
ルでのフィルタ。
snmp_oid: ネットワークモジュールでの OID。WMI モジュールでの WQL クエリ。
ip_target: ネットワーク、プラグイン、および WMI モジュールでの対象アドレス。
id_module_group:モジュールが所属するグループの ID。(tmodule_group に関連)
flag: 強制実行フラグ。 1 に設定されている場合、実行間隔に関係なく実行されます 。

• id_modulo: id_tipo_módulo では見分けることができないモジュール ID。6 が WMI
モジュール、7 が、WEB モジュール。
• disabled: モジュールの状態。0 が有効、1 が無効。
• id_export: モジュールに関連づけられた、エクスポートサーバの ID。(tserver に関
連)
• plugin_user: プラグインおよび WMI モジュールのユーザ名。 Web モジュールの
•
•
•
•
•
•
•
•

ユーザエージェント。
plugin_pass: プラグインおよび WMI モジュールのパスワード。 Web モジュールの
試行回指数。
plugin_parameter: プラグインモジュールの追加パラメータ。 Web モジュールの
Goliat タスク設定。
id_plugin: プラグインモジュールのモジュールに関連付けられた、プラグインの
ID。(tplugin に関連)
post_process: モジュールデータの値に対して、保存前にかける倍率。
prediction_module: 1 であれば予測モジュール。0 であればそれ以外。
max_timeout: プラグインモジュールでの、秒単位の最大タイムアウト値。
custom_id: モジュールのカスタム ID。他のツールとの連携に便利です。
history_data: 0 の場合、モジュールのデータは tagente_datos に保存されません。
tagente_estado のみ更新されます。
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min_warning: 警告状態になる最小値。
max_warning: 警告状態になる最大値。
min_critical: 障害状態になる最小値。
max_critical: 障害状態になる最大値。
min_ff_event: 何回まで状態変化を許容するかのデータを保持します。これは 、
tagente_estado.status_changes
に 関 連 し て い ま す 。
http://www.openideas.info/wiki/index.php?
title=Pandora_3.0:Documentation_ja:Operations#.E8.A4.87.E6.95.B0.E5.9B.9E.E
9.80.A3.E7.B6.9A.E8.A8.AD.E5.AE.9A
• delete_pending: 1 に 設 定 さ れ る と 、 デ ー タ ベ ー ス の メ ン テ ナ ン ス ス ク リ プ ト
pandora_db.pl のメンテナンスによって削除されます。
• custom_integer_1: prediction_modue = 1 の場合、このフィールドは予測に使うモ
ジュール ID。prediction_module = 2 の場合は、このフィールドはモジュールに割り
当てられたサーバ ID。
• custom_integer_2:
• custom_string_1:
• custom_string_2:
• custom_string_3:
• tagent_access: いずれかのサーバにエージェントからデータを受信するたびに新たな時
間が追加されます。ただし、データベースの高負荷を避けるために、 1 分より細かい時間
は記録されません。 pandora_server.conf ファイルで、 agentaccess を 0 にすると無効になり
•
•
•
•
•

ます。
• talert_snmp: SNMP アラートの設定です。
• talert_commands: エージェントに関連づけられたアクションから実行されるコマンド。
(send mail など)
• talert_actions: アラートに関連づけられたコマンド。(administrator へのメール送信など)
• talert_templates: アラートテンプレート。
• id: テンプレート ID。
• name: テンプレート名。
• description: 説明。
• id_alert_action: テンプレートに関連づけられたデフォルトアクション ID。
• field1: カスタマイズフィールド 1 (フリーテキスト)
• field2: カスタマイズフィールド 2 (フリーテキスト)
• field3: カスタマイズフィールド 3 (フリーテキスト)
• type: アラートの状態別の種類。('regex', 'max_min', 'max', 'min', 'equal', 'not_equal',
'warning', 'critical')
• value: regex の場合のアラートの値。(フリーテキスト)
• matches_value: 1 にすると、状態を反転させます。
• max_value: max_min および最大アラートの最大値。
• min_value: max_min および最小アラー他の最小値。
• time_threshold: アラーとの間隔。
• max_alerts: 一間隔中における、アラート実行最大回数。
• min_alerts: アラートが実行される一間隔中における、状態表示最小回数。
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

time_from: アラートが有効になる開始時間。
time_to: アラートが有効になる終了時間。
monday: 1 の場合、アラートが月曜に有効になります。
tuesday: 1 の場合、アラートが火曜に有効になります。
wednesday: 1 の場合、アラートが水曜に有効になります。
thursday: 1 の場合、アラートが木曜に有効になります。
friday: 1 の場合、アラートが金曜に有効になります。
saturday: 1 の場合、アラートが土曜に有効になります。
sunday: 1 の場合、アラートが日曜に有効になります。
recovery_notify: 1
の 場 合 、 復 旧 通 知 が 有 効 に な り ま す 。
http://www.openideas.info/wiki/index.php?
title=Pandora_3.0:Documentation_ja:Alerts#.E3.82.A2.E3.83.A9.E3.83.BC.E3.83.
88.E3.83.86.E3.83.B3.E3.83.97.E3.83.AC.E3.83.BC.E3.83.88
field2_recovery: 復旧通知のカスタムフィールド 2。(フリーテキスト)
field3_recovery: 復旧通知のカスタムフィールド 3。(フリーテキスト)
priority: アラートの重要度。0 メンテナンス、1 情報、2 正常、3 警告、4 障害
id_group: テンプレートが属するグループ ID。 (tgrupo に関連)

• talert_template_modules: モジュールに関連付けられたアラートテンプレートのインス

タンス。
• id: アラートのユニーク ID。
• id_agent_module: アラートに関連付けられたモジュールの ID 。 (tagente_modulo
に関連)
• id_alert_template: アラートに関連付けられたテンプレートの ID。(talert_templates
に関連)
• internal_counter: アラート通知状態の発生回数。
• last_fired: アラートを通知した最後の時間。(Unix time)
• last_reference: 現在の間隔の開始時間。(Unix time)
• times_fired: アラートが通知された回数。(internal_counter とは異なります)
• disabled: 1 の場合、アラートは無効です。
• priority: アラートの重要度。0 メンテナンス、1 情報、2 正常、3 警告、4 障害
• force_execution: 1 の場合、アラートが発生していなくてもアラートのアクションが実

行されます。アラートの手動実行に便利です。
• talert_template_module_actions: 一つのアラートに関連付けられたアクションのイン
スタンス。(talert_template_modules に関連)
• talert_compound: 関連付けアラートです。カラムは、talert_templates に似ています。
• talert_compound_elements: 関連付けアラートに関連付けられた、それぞれのロジック
を持った単一アラートです。(talert_template_modules に関連)
• talert_compound_actions: 関 連 付 け ア ラ ー ト に 関 連 付 け ら れ た ア ク シ ョ ン で す 。
(talert_compound に関連)
• tattachment: 一つのインシデントに関連付けられた添付です。
• tconfig: コンソールの設定。
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• tconfig_os: Pandora FMS が扱う OS です。
• tevento: イベントエントリー。重要度の値はアラートと同じです。
• tgrupo: Pandora FMS に定義されているグループ。
• tincidencia: インシデントエントリー。
• tlanguage: Pandora FMS で扱える言語。
• tlink: コンソールの下の方のメニューに表示されるリンク。
• tnetwork_component: ネットワークコンポーネント。自動検出サーバで使われるネット
ワークプロファイルに関連付けられたモジュールです。 tagente_module にエントリーが保存

されると、双方のテーブルは似た状態になります。
• tnetwork_component_group: ネットワークコンポーネントを分類するグループ。
• tnetwork_profile: ネットワークプロファイル。自動検出サーバの検出タスクに関連付けら

れるネットワークコンポーネントグループです。プロファイルに関連付けられるネットワークコ
ンポーネントは、作成されたエージェントにモジュールを定義します。
• tnetwork_profile_component: ネットワークプロファイルに関連付けられているネット
ワークコンポーネント。(tnetwork_component/tnetwork_profile に関連)
• tnota: インシデントに関連づけられたメモ。
• torigen: インシデントの発生元リスト。
• tperfil: コンソールで定義されたユーザプロファイル。
• trecon_task:
自 動 検 出 サ ー バ の
http://www.openideas.info/wiki/index.php?
title=Pandora_3.0:Documentation_ja:Recon_Server

自 動 検 出 タ ス ク

• tserver: 登録されているサーバ。
• tsesion: ユーザの操作記録。
• ttipo_modulo: 取得元およびデータの種類に応じた、モジュールの種類。
• ttrap: SNMP コンソールで受信したトラップ。
• tusuario: コンソールで登録されているユーザ。
• tusuario_perfil: ユーザに関連付けられたプロファイル (tusuario/tperfil に関連)
• tnews: コンソールに表示されるニュース。
• tgraph: コンソールで作成されたカスタムグラフ。
• tgraph_source: グラフに関連付けられたモジュール。(tgraph/tagente_modulo に関連)
• treport: コンソールで作成されたカスタムレポート。
• treport_content: 一つのレポートに関連付けられた要素。
• treport_content_sla_combined: 一つのレポートに関連付けられた SLA のコンポーネ

ント。
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• tlayout: コンソールで作成されたカスタムマップ。
• tlayout_data: マップに関連付けられた要素。
• tplugin: プラグインサーバのためのプラグイン定義。
• tmodule: モジュールの種類。(ネットワーク、プラグイン、WMI...).
• tserver_export:
エ ク ス ポ ー ト サ
http://www.openideas.info/wiki/index.php?
title=Pandora_3.0:Documentation_ja:Export_Server

ー

バ

の

宛

先

設

定

• tserver_export_data: 宛先に関連付けられた、エクスポートするデータ。
• tplanned_downtime: 計画停止。
• tplanned_downtime_agents: 計 画 停 止 に 関 連 付 け ら れ た エ ー ジ ェ ン ト 。
(tplanned_downtime/tagente に関連)

42.1.3. リアルタイムでのデータ圧縮
データベースの高負荷を避けるために、データ挿入時にサーバは簡単な圧縮を行います。デー
タが一つ前のデータと同じ場合や、24 時間以内に変化が内場合は、データベースに保存されま
せん。
例えば、だいたい 1 時間の間隔で 0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0 というデータがあった場合、データ
ベースには、0,1,0,1,0 と記録されます。24 時間経過しないと、連続した 0 は記録されません。
以下のグラフでは、上記の例のデータを示しています。赤で示したデータのみがデータベースに
保存されます。

圧縮は、データ処理のアルゴリズムに影響を与えます。グラフ描画では、圧縮により発生した空白
のデータを埋める必要があるということを認識することが重要です。
以上を理解して、あるモジュールの実行間隔と最初のデータを使って、そのモジュールのデータ
を求めるためには、次のような手順を踏む必要があります。
• 指定した間隔や日時よりも古いデータを検索します。見つかった場合は、それが現在の値
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になった最初のデータです。見つからなかった場合は、過去にデータは存在しません。
• モジュールの実行タイミングと同じ日時まで、指定した間隔や日時よりも新しいデータを検

索します。見つかった場合は、それが値が変化したタイミングのデータとなります。もし、見
つからなかった場合は、最後に記録された値が現時点まで続いていることになります。
• あるデータを特定するためには、それが可能となる他のデータを全て確認する必要があり

ます。

42.1.4. データの削減
Pandora FMS は、データベースに保存する情報を削減するシステムを持っています。これは中小
規模のシステム (250-500 エージェント、 100,000 未満のモジュール数)で、精度を落として長期間

のデータ保存を想定したものです。
毎日実行される Pandora FMS データベースのメンテナンスで、古いデータを検索し削減します。
この削減は、単純な線形補完を用いて行われます。つまり、一日に 10,000 個の情報があったとす
ると、その処理により 1000 個に置き換えられます。
これは、明らかに情報が欠落します。なぜならば線形補完だからです。しかし、データベース容量
を節約し、長期間 (月次、年次)のグラフにつ いては同じように見れます。大きなデータベースでは 、
これでもデータベースパフォーマンスが必要です。その場合はこれを使わずに、代わりにヒストリ
データ ベースモデルを利用してください。

データ削減無しの例

データ削減後の例

42.1.5. ヒストリデータベース
これは Enterprise 版の機能で、指定した時点からのデータを保存します。例えば、 1 ヶ月以上前
のデータを異なるデータベースに保存します。このデータベースは、異なる物理 サーバ上にある
べきです ( これを仮想化しないでください！ ) 。 1 年間のグラフを表示しようとした場合、 Pandora
FMS は、自動的に最初の XX 日を現在のメインのデータベースから取得し、他の情報をヒストリ
データベースから取得します。これにより、大量のデータを保存している場合において、パ フォー
マ ン ス の 問 題 を 避 け る こ と が で き ま す 。
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これを設定するには、他のサーバにてヒストリデータベースの設定 (Pandora FMS のデータベース
スキーマをインポートし、データは入れる必要ありません )とメインの Pandora FMS サーバからのア
ク セ ス が で き る よ う な 設 定 を 手 動 で 行 う 必 要 が あ り ま す 。
設定 -> ヒストリデータベースへ行き、そこでヒストリデータベースへアクセスするための設定を行い
ます。

必要な設定項目について以下に説明します。
• Days: メインのデータベースに保存する最大日数。この日を超えると、データはヒストリデー
タベースへ移されます。デフォルトで 30 日がお勧めです。
• Step: これはバッファのように動作するものです。データベースメンテナンススクリプトは、
データベースから指定した XX 件読み出し、ヒストリデータベースへ入れます。また、メイン

のデータベースからそれを削除します。設定サイズにより時間がかかります。デフォルトで
1000 がお勧めです。
• Delay: setup で設定したサイズを処理したのち、スクリプトが待つ時間を指定します。デー
タベースのパフォーマンスが低い場合にロックを避けるのに便利です。 1-5 の間の値を指定
してください。
これをテストするには、データベースメンテナンススクリプトを手動実行します。
/usr/share/pandora_server/util/pandora_db.pl /etc/pandora/pandora_server.conf

エラーが出なければ問題ありません。

42.2. Pandora FMS におけるモジュールの状態
Pandora FMS では、モジュールは、不明、正常、警告、障害や、アラート発生といった状態を持ち

ます。

958

Pandora FMS におけるモジュールの状態

42.2.1. 状態はいつ変更されるのか
それぞれのモジュールには、警告や障害状態のしきい値の設定があります。これらのしきい値は、
データの値によっていそれぞれの状態になるということを定義します。モジュールのデータがこれ
らのしきい値の範囲から外れれば、正常状態と認識されます。
それぞれのモジュールには、データを収集する間隔の設定もあります。データ収集の間隔はコン
ソールで確認されます。もし、モジュールが収集間隔の 2 倍の期間データを収集できなかった場
合、そのモジュールは不明状態となります。
最後に、モジュールにアラート設定があり、アラートが発生し承諾されていなければ、モジュール
はアラート発生状態となります。

42.2.2. 伝播と優先度
Pandora の仕組においては、いくつかの要素は他に依存しています。たとえば、一つのエージェ
ントにおけるモジュールや、一つのグループにおけるエージェントです。 これらはまた、 Pandora
FMS エンタープライズポリシーに適用することができます。ポリシーは、個々のエージェントに割り

当てられたもののように、いくつかのエージェントおよびモ ジュールを関連付けることができます。
この構造は、モジュールの状態を簡単に評価するには特に便利です。これにより、エージェント、
グループ、およびポリシーの状態を仕組の中で伝播していくことができます。
42.2.2.1. エージェントがとりうる状態
エージェントの状態は、モジュールの状態の中で最も悪い状態を採用します。グループの状態は 、
それに属するエージェントの中で最も悪い状態を採用します。そして、ポリシーの状態も同様で、
割り当てられたエージェントの最も悪い状態を採用します。
これにより、たとえば、障害状態の一つのグループを見ることによって、そこに属する少なくとも一
つのエージェントがそれと同じ状態であるこ とがわかります。それを特定したら、上位レベルへ障
害状態を伝播させる原因となったモジュールへと、細かいレベルへの情報へ掘り下げていくことが
できま す。
42.2.2.2. ステータスポリシー
正常ではない状態が複数発生している場合、どれが最も重要かを判断する必要があります。その
ために優先順位のリストがあり、 1 番目の状態が他よりも最も優先順位が高く、最後のものが優先
順位が低くなっています。すべての要素でいずれかが表示されます。
1.
2.
3.
4.
5.

アラート発生
障害状態
警告状態
不明状態
正常状態

アラートが発生した場合、その状態は他よりも優先順位が高く、
エージェントもこの状態となり、またこのエージェントが属するグルー
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プもこの状態となることがわかります。
言い換えると、例えば一つのグループが正常状態であれば、そのグループの全エージェントは正
常状態であり、全てのモジュールが正常状態であるといえます。

42.2.3. カラーコード
それぞれの状態には、何かが正常に動作していないことをネットワークマップで簡単に表示できる
ように、色が設定されています。
アラート発生
障害状態
警告状態
不明状態
正常状態
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